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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第2四半期 5,094 0.2 486 20.8 494 12.0 263 30.7
23年3月期第2四半期 5,082 2.2 402 50.6 441 25.3 201 22.7

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 118百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 187百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第2四半期 41.66 ―
23年3月期第2四半期 31.73 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 34,560 3,814 11.0
23年3月期 34,915 3,790 10.9
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  3,814百万円 23年3月期  3,790百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
24年3月期 ― 15.00
24年3月期（予想） ― 15.00 30.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 10,770 0.6 1,050 0.9 1,160 3.9 600 14.6 94.88



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料Ｐ３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 6,820,000 株 23年3月期 6,820,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 496,795 株 23年3月期 496,778 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 6,323,208 株 23年3月期2Q 6,351,097 株
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当第２四半期連結累計期間売上高は前年同期比0.2％増の5,094百万円となりました。 

ホテル事業は、震災による自粛ムードも落ち着く中、積極的な営業活動を展開した結果、宴会、レス

トラン需要は回復基調になりましたが、婚礼施行組数の減少により売上高は前年同期比17.9％減の

1,236百万円となりました。 

式典事業は、従来の葬儀形式にとらわれない、ご遺族と親しい人たちのお別れを大切にした提案とし

て平成23年４月、相模斎場西館を「相模ファミリーホール」としてリニューアルオープン致しました。

ソフト面では送る側の気持ちを大切にした「露草」プランのサービスや告別式にご参列できないお客様

のために、通夜式でのセレモニー要素の向上を図りました。その結果、葬儀施行件数が増加し、売上高

は前年同期比7.2％増の3,524百万円となりました。 

その他の事業は、有料老人ホーム「サンガーデン湘南」の入居者増加もあり、前年同期比15.4％増の

334百万円となりました。 

営業費用は、ケータリング部門を新設したことによる外注費用の低減、及び全社的に経費削減に努め

た結果、前年同期比1.5％減の4,608百万円となりました。 

これらの結果、営業利益は前年同期比20.8％増の486百万円、経常利益は前年同期比12.0％増の494百

万円、四半期純利益は前年同期比30.7％増の263百万円となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期末の総資産は34,560百万円となりました。 

（資産） 

当第２四半期末の資産は、前連結会計年度末に比べ355百万円減少し、34,560百万円となりまし

た。これは、現金及び預金、有価証券等の増加による流動資産の増加710百万円、減価償却等による

有形固定資産の減少288百万円、のれんの償却等による無形固定資産の減少134百万円、投資有価証券

の売却等による投資その他の資産の減少641百万円によるものです。 

（負債） 

当第２四半期末における負債は、前連結会計年度末に比べ379百万円減少し、30,745百万円となり

ました。これは、未払金の減少483百万円、未払法人税等の増加157百万円等によるものです。 

（純資産） 

当第２四半期末における純資産は、前連結会計年度末に比べ24百万円増加し、3,814百万円となり

ました。これは、利益剰余金が四半期純利益の計上等により168百万円増加した一方でその他有価証

券評価差額金の減少144百万円によるものです。 
  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比

べ777百万円増加し、8,305百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・

フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は716百万円となりました。これ

は、税金等調整前四半期純利益487百万円及び減価償却費332百円が主たる要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は157百万円となりました。これ

は、投資有価証券の売却による収入829百万円、投資有価証券の取得による支出696百万円が発生した

ことが主たる要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果支出した資金は95百万円となりました。これ

は、配当金の支払額94百万円が主たる要因であります。 
  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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当第２四半期の業績につきましては、平成23年８月10日に公表いたしました「業績予想の修正に関す

るお知らせ」の通りであります。尚、通期連結業績予想は、第３四半期以降の景気の不透明感から、そ

のまま据え置くことといたします。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,267,080 7,659,515

売掛金 345,069 327,811

有価証券 578,402 964,009

商品及び製品 39,281 39,930

原材料及び貯蔵品 62,919 67,625

その他 260,391 205,028

貸倒引当金 △4,747 △5,416

流動資産合計 8,548,398 9,258,505

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,274,861 7,033,549

土地 9,435,345 9,435,345

その他（純額） 385,776 338,825

有形固定資産合計 17,095,982 16,807,720

無形固定資産

のれん 1,594,154 1,477,509

その他 428,782 410,434

無形固定資産合計 2,022,937 1,887,944

投資その他の資産

供託金 2,058,665 1,973,165

その他 5,251,670 4,693,812

貸倒引当金 △68,808 △67,002

投資その他の資産合計 7,241,527 6,599,975

固定資産合計 26,360,448 25,295,640

繰延資産

開業費 7,079 5,899

繰延資産合計 7,079 5,899

資産合計 34,915,926 34,560,046
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 524,268 499,769

未払金 669,740 185,820

未払法人税等 58,556 215,947

引当金 157,079 192,151

その他 603,835 722,386

流動負債合計 2,013,479 1,816,075

固定負債

前払式特定取引前受金 28,363,095 28,265,251

引当金 213,786 215,385

その他 534,726 448,393

固定負債合計 29,111,608 28,929,030

負債合計 31,125,088 30,745,106

純資産の部

株主資本

資本金 610,000 610,000

資本剰余金 236,733 236,733

利益剰余金 3,372,560 3,541,146

自己株式 △480,017 △480,030

株主資本合計 3,739,276 3,907,850

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 51,561 △92,910

その他の包括利益累計額合計 51,561 △92,910

純資産合計 3,790,837 3,814,940

負債純資産合計 34,915,926 34,560,046

㈱サン・ライフ（4656）　平成24年3月期　第２四半期決算短信

－5－



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 5,082,253 5,094,859

売上原価 3,796,228 3,720,294

売上総利益 1,286,025 1,374,565

販売費及び一般管理費 883,659 888,425

営業利益 402,365 486,139

営業外収益

受取配当金 9,825 15,703

前受金月掛中断収入 35,240 35,268

不動産賃貸収入 7,862 7,678

投資有価証券売却益 2,482 66,604

その他 46,482 34,470

営業外収益合計 101,893 159,726

営業外費用

不動産賃貸費用 7,222 6,210

投資有価証券売却損 9,595 77,451

前受金復活損失引当金繰入額 29,207 30,750

その他 16,237 36,553

営業外費用合計 62,263 150,964

経常利益 441,996 494,901

特別損失

固定資産除売却損 10,868 7,088

投資有価証券評価損 27,582 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,503 －

特別損失合計 53,954 7,088

税金等調整前四半期純利益 388,041 487,813

法人税、住民税及び事業税 137,619 205,750

法人税等調整額 48,888 18,628

法人税等合計 186,507 224,378

少数株主損益調整前四半期純利益 201,533 263,434

四半期純利益 201,533 263,434
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 201,533 263,434

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △14,347 △144,471

その他の包括利益合計 △14,347 △144,471

四半期包括利益 187,186 118,963

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 187,186 118,963

㈱サン・ライフ（4656）　平成24年3月期　第２四半期決算短信

－7－



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 388,041 487,813

減価償却費 350,791 332,865

のれん償却額 116,645 116,645

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,265 △3,946

貸倒引当金の増減額（△は減少） △685 △1,137

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,021 10,072

前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） 1,318 5,545

投資有価証券償還損益（△は益） △6,561 －

投資有価証券評価損 27,582 －

投資有価証券売却損益（△は益） 7,112 10,846

受取利息及び受取配当金 △27,635 △31,443

有形固定資産除売却損益（△は益） 10,868 7,088

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,503 －

売上債権の増減額（△は増加） 5,152 17,258

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,862 △5,354

仕入債務の増減額（△は減少） △116,283 △24,499

未払金の増減額（△は減少） △186,979 △200,468

前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） △99,100 △97,843

保証金の増減額（△は増加） △630 △65,331

破産更生債権等の増減額（△は増加） 685 1,805

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,095 △4,206

その他の流動負債の増減額（△は減少） 55,562 137,620

その他 3,991 32,239

小計 558,707 725,570

利息及び配当金の受取額 33,779 30,953

法人税等の支払額 △379,518 △44,007

法人税等の還付額 16,378 4,078

営業活動によるキャッシュ・フロー 229,347 716,594
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 500,000 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △300,960 △115,723

有形及び無形固定資産の除却による支出 △10,695 △824

投資有価証券の取得による支出 △314,409 △696,378

投資有価証券の売却による収入 443,096 829,902

投資有価証券の償還による収入 194,640 －

供託金の返還による収入 1,070,000 88,000

供託金の預入による支出 － △2,500

貸付けによる支出 △15,553 △9,950

貸付金の回収による収入 14,409 14,553

金銭の信託の減少による収入 － 51,049

その他 △6,850 △437

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,573,677 157,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △95,902 △94,692

自己株式の取得による支出 △71,893 △12

その他 △498 △498

財務活動によるキャッシュ・フロー △168,295 △95,204

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △1,875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,634,729 777,205

現金及び現金同等物の期首残高 5,389,235 7,528,133

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,023,964 8,305,338
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該当事項はありません。 

  

 【セグメント情報】 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(単位：千円)

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護事業、ファイナンシャル・サ

ポート・サービス、有料老人ホーム事業、少額短期保険業他が含まれております。 

２ セグメント利益の調整額△398,268千円には、セグメント間取引消去22,019千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△420,288千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(単位：千円)

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護事業、ファイナンシャル・サ

ポート・サービス、有料老人ホーム事業、少額短期保険業他が含まれております。 

２ セグメント利益の調整額△430,820千円には、セグメント間取引消去21,177千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△451,998千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日  至 平成22年９月30日)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

ホテル事業 式典事業 計

売上高

(1) 外部顧客への売上高 1,505,563 3,287,037 4,792,601 289,652 5,082,253 ― 5,082,253

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

39,618 ― 39,618 9,401 49,020 (49,020) ―

計 1,545,182 3,287,037 4,832,219 299,054 5,131,273 (49,020) 5,082,253

セグメント利益又はセグ
メント損失（△）

△9,481 782,138 772,657 27,976 800,634 △398,268 402,365

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日  至 平成23年９月30日)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

ホテル事業 式典事業 計

売上高

(1) 外部顧客への売上高 1,236,446 3,524,065 4,760,512 334,347 5,094,859 ― 5,094,859

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

63,417 ― 63,417 8,919 72,336 (72,336) ―

計 1,299,864 3,524,065 4,823,929 343,266 5,167,196 (72,336) 5,094,859

セグメント利益又はセグ
メント損失（△）

△76,369 922,867 846,498 70,462 916,960 △430,820 486,139

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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