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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第２四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年９月30日）

（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 ％

27年３月期第２四半期 5,043 △5.1 346 △31.2 439 △27.6 274 △17.5

26年３月期第２四半期 5,315 3.6 503 9.4 607 14.4 332 5.6
(注) 包括利益 27年３月期第２四半期 295百万円( 12.9％) 26年３月期第２四半期 262百万円(△19.0％)
　

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

27年３月期第２四半期 42.29 ―

26年３月期第２四半期 51.29 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年３月期第２四半期 35,881 5,429 15.1

26年３月期 36,092 5,262 14.6
(参考) 自己資本 27年３月期第２四半期 5,429百万円 26年３月期 5,262百万円
　

　

　

２．配当の状況

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

26年３月期 ― 15.00 ― 20.00 35.00

27年３月期 ― 15.00

27年３月期(予想) ― 15.00 30.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

26年3月期の期末配当金には創業80周年記念配当５円00銭を含んでおります。
　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 10,800 △4.4 1,005 △27.2 1,190 △25.0 720 △15.9 111.06
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（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

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期２Ｑ 6,820,000株 26年３月期 6,820,000株

② 期末自己株式数 27年３月期２Ｑ 336,844株 26年３月期 336,844株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期２Ｑ 6,483,156株 26年３月期２Ｑ 6,483,156株
　

　

※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続きが実施中です。

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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２ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

決算短信 （宝印刷）  2014年11月07日 10時16分 2ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株式会社サン・ライフ(4656) 平成27年３月期 第２四半期決算短信

1

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………２

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………………………３

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………………………３

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………………………３

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………４

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………４

（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 …………………………………………６

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………８

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………９

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………９

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………９

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………10

決算短信 （宝印刷）  2014年11月07日 10時16分 3ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株式会社サン・ライフ(4656) 平成27年３月期 第２四半期決算短信

2

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間売上高は前年同期比5.1％減の5,043百万円となりました。

ホテル事業は、ＷＥＢ等による積極的な広告・営業活動を展開し、ご婚礼の予約組数は前年同期比で増加となり

ましたが、期中でのご婚礼施行組数は減少となりました。また、ご宴会件数も小規模なご宴会が増加したため、ご

宴会１件あたりの売上高が減少し、売上高は前年同期比12.8％減の1,061百万円となりました。

式典事業は、定期的なご葬儀勉強会、体験型の生前相談会等を開催し、お客様とのコミュニケーションを深める

活動を行ってまいりました。また、小規模なご葬儀に対応するため、施設の改修等を引き続き行ってまいりました。

その結果、ご葬儀件数は増加しましたが、ご葬儀１件あたりの売上高は前年同期比で減少したため、売上高は前年

同期比3.2％減の3,607百万円となりました。

その他の事業は、介護サービス利用者、老人ホーム入居者、保険加入者の増加を目指すため、積極的な広告活動、

サービス品質向上などの活動を深めてまいりました。当第２四半期連結累計期間においては、少額短期保険の加入

が順調に推移したため、売上高は前年同期比0.5％増の373百万円となりました。

これらの結果、営業利益は前年同期比31.2％減の346百万円、経常利益は前年同期比27.6％減の439百万円、四半

期純利益は前年同期比17.5％減の274百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は35,881百万円となりました。

（資産）

当第２四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ210百万円減少し、35,881百万円となりまし

た。これは、現金及び預金の減少等による流動資産の減少1,198百万円、減価償却費の計上等による有形固定資産

の減少116百万円、のれんの償却等による無形固定資産の減少93百万円があった一方、投資有価証券の取得等によ

る投資その他の資産の増加1,197百万円があったこと等によるものです。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ377百万円減少し、30,452百万円となり

ました。これは、その他流動負債の増加117百万円があった一方、買掛金及び未払金の減少300百万円、未払法人

税等の減少109百万円、前払式特定取引前受金の減少59百万円があったこと等によるものです。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ166百万円増加し、5,429百万円とな

りました。これは、利益剰余金の増加144百万円、その他有価証券評価差額金の増加21百万円によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年11月６日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載の通り、平成26年８月８日に公表しました

平成27年３月期の通期連結業績予想を本資料においても修正しております。
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２．サマリー情報(注記事項)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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

決算短信 （宝印刷）  2014年11月07日 10時16分 5ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株式会社サン・ライフ(4656) 平成27年３月期 第２四半期決算短信

4

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26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,128,392 12,120,440

売掛金 382,682 268,005

有価証券 782,630 697,985

商品 38,394 40,128

原材料及び貯蔵品 66,167 65,471

その他 308,412 316,115

貸倒引当金 △928 △677

流動資産合計 14,705,751 13,507,470

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,424,538 6,247,564

土地 8,136,953 8,136,953

その他（純額） 489,205 549,389

有形固定資産合計 15,050,697 14,933,907

無形固定資産

のれん 894,282 786,795

その他 389,563 403,686

無形固定資産合計 1,283,845 1,190,482

投資その他の資産

供託金 816,465 817,465

その他 4,276,547 5,477,173

貸倒引当金 △40,710 △44,776

投資その他の資産合計 5,052,301 6,249,862

固定資産合計 21,386,843 22,374,252

資産合計 36,092,595 35,881,722

負債の部

流動負債

買掛金 547,616 450,234

未払金 408,585 204,969

未払法人税等 251,704 142,165

引当金 132,130 139,220

その他 813,121 930,185

流動負債合計 2,153,157 1,866,774

固定負債

前払式特定取引前受金 27,646,165 27,586,270

引当金 87,700 83,585

退職給付に係る負債 122,429 126,668

その他 820,416 789,387

固定負債合計 28,676,711 28,585,911

負債合計 30,829,869 30,452,686
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

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 4,681,153 4,825,691

自己株式 △325,466 △325,466

株主資本合計 5,202,420 5,346,957

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 60,305 82,078

その他の包括利益累計額合計 60,305 82,078

純資産合計 5,262,726 5,429,036

負債純資産合計 36,092,595 35,881,722
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（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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 5,315,930 5,043,444

売上原価 3,806,878 3,735,621

売上総利益 1,509,052 1,307,823

販売費及び一般管理費 1,005,378 961,388

営業利益 503,673 346,434

営業外収益

受取利息 17,477 8,373

受取配当金 47,923 71,405

前受金月掛中断収入 23,687 25,151

不動産賃貸収入 10,322 10,137

投資有価証券売却益 2,709 64,752

その他 21,769 20,760

営業外収益合計 123,889 200,581

営業外費用

不動産賃貸費用 5,283 5,521

前受金復活損失引当金繰入額 13,824 17,061

投資有価証券売却損 - 81,674

その他 693 3,025

営業外費用合計 19,801 107,283

経常利益 607,762 439,732

特別利益

固定資産売却益 361 -

特別利益合計 361 -

特別損失

固定資産除売却損 31,412 7,490

特別損失合計 31,412 7,490

税金等調整前四半期純利益 576,710 432,242

法人税、住民税及び事業税 65,977 143,456

法人税等調整額 178,204 14,585

法人税等合計 244,181 158,041

少数株主損益調整前四半期純利益 332,528 274,200

四半期純利益 332,528 274,200
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 332,528 274,200

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △70,382 21,772

その他の包括利益合計 △70,382 21,772

四半期包括利益 262,146 295,973

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 262,146 295,973
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（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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26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 576,710 432,242

減価償却費 277,657 275,080

のれん償却額 116,645 116,961

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,721 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 4,239

貸倒引当金の増減額（△は減少） △475 3,814

賞与引当金の増減額（△は減少） 32,270 7,090

前受金復活損失引当金の増減額(△は減少) △7,505 △4,115

投資有価証券売却損益（△は益） △2,709 16,921

投資有価証券償還損益（△は益） 25 -

受取利息及び受取配当金 △65,401 △79,779

有形固定資産除売却損益（△は益） 31,412 7,490

売上債権の増減額（△は増加） 63,995 114,677

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,452 △1,037

仕入債務の増減額（△は減少） △53,730 △97,382

未払金の増減額（△は減少） △112,449 △132,253

前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) △53,526 △59,895

保証金の増減額(△は増加) △64,820 △546

破産更生債権等の増減額（△は増加） 806 △4,065

その他の流動資産の増減額（△は増加） △46,577 △59,292

その他の流動負債の増減額（△は減少） 21,822 101,529

その他 3,306 4,575

小計 715,727 646,255

利息及び配当金の受取額 63,721 84,335

法人税等の支払額 △40,492 △239,815

法人税等の還付額 231,316 1,287

営業活動によるキャッシュ・フロー 970,273 492,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △268,091 △247,122

有形及び無形固定資産の除却による支出 △11,958 △2,652

投資有価証券の取得による支出 - △1,645,761

投資有価証券の売却による収入 256,859 519,391

投資有価証券の償還による収入 223,155 3,625

供託金の預入による支出 △100 △1,000

貸付けによる支出 △16,160 △15,187

貸付金の回収による収入 27,020 12,475

その他 △68,392 △69,203

投資活動によるキャッシュ・フロー 142,333 △1,445,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △129,061 △129,474

その他 △2,301 △4,195

財務活動によるキャッシュ・フロー △131,363 △133,669

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,337 1,602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 982,581 △1,085,439

現金及び現金同等物の期首残高 11,715,212 13,608,246

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,697,793 12,522,806
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

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)

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 1,217,363 3,726,893 4,944,256 371,673 5,315,930 ― 5,315,930

(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

54,493 ― 54,493 9,858 64,351 △64,351 ―

計 1,271,856 3,726,893 4,998,749 381,532 5,380,282 △64,351 5,315,930

セグメント利益又は
損失(△)

△80,934 1,013,515 932,581 82,044 1,014,625 △510,951 503,673

(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△510,951千円には、セグメント間取引消去25,204千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△536,156千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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)

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)

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 1,061,877 3,607,982 4,669,859 373,584 5,043,444 ― 5,043,444

(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

51,493 ― 51,493 8,574 60,067 △60,067 ―

計 1,113,371 3,607,982 4,721,353 382,159 5,103,512 △60,067 5,043,444

セグメント利益又は
損失(△)

△205,275 970,294 765,019 79,698 844,717 △498,283 346,434

(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△498,283千円には、セグメント間取引消去23,774千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△522,057千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。
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