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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第２四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第２四半期 5,408 0.4 301 △24.8 400 △10.4 262 △7.8

29年３月期第２四半期 5,388 1.6 401 △0.2 446 △2.4 284 1.2
(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 276百万円( 14.8％) 29年３月期第２四半期 240百万円( 16.5％)
　

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

30年３月期第２四半期 40.45 ―

29年３月期第２四半期 43.89 ―
　

　

（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 ％

30年３月期第２四半期 35,831 5,963 16.6

29年３月期 36,141 5,790 16.0
(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 5,963百万円 29年３月期 5,790百万円
　

　

　

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

29年３月期 ― 15.00 ― 16.00 31.00

30年３月期 ― 15.00

30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
29年３月期の期末配当金には、株式公開20周年の記念配当金１円00銭を含んでおります。

　

　

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 11,500 1.6 1,200 8.6 1,270 2.0 570 8.9 87.92
(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) 30年３月期２Ｑ 6,820,000株 29年３月期 6,820,000株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 336,844株 29年３月期 336,844株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 6,483,156株 29年３月期２Ｑ 6,483,156株
　

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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。

決算短信（宝印刷） 2017年11月09日 11時26分 2ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社サン・ライフ(4656) 平成30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

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………３

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………３

（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 …………………………………………５

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………７

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………８

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………８

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………８

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………８

　

決算短信（宝印刷） 2017年11月09日 11時26分 3ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社サン・ライフ(4656) 平成30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四半期比0.4％増の5,408百万円となりました。

ホテル事業では、多様なご婚礼ニーズに応えるため、ＳＮＳ・ＷＥＢ広告を推進した結果、ご婚礼受注組数は前

年同四半期比で増加しましたが、期中のご婚礼施行組数は減少したため、売上高は前年同四半期比19.5％減の954百

万円となりました。

式典事業は、生前相談会、施設見学会・フェスタの週末開催等、お客様とのコミュニケーションを深める活動を

推進してまいりました。また、平成29年４月には「サン・ライフ セレモニーホール多摩」（東京都多摩市）を新設

し、積極的な営業エリアの拡充に努めました。また、前連結会計年度に開業した「ファミリーホール綾瀬」（神奈

川県綾瀬市）、「サン・ライフ ファミリーホール湘南海岸」（神奈川県茅ヶ崎市）の順調な稼働もあり、ご葬儀件

数は前年同四半期比で増加しました。一方、ご葬儀の小規模化に伴うご葬儀１件あたりの売上高は前年同四半期比

で減少し、売上高は前年同四半期比0.5％増の3,783百万円となりました。

その他の事業では、介護サービスご利用者の増加とサービス品質向上に努めてまいりました。また、住宅型有料

老人ホーム３施設を譲受した結果、売上高は前年同四半期比53.0％増の671百万円となりました。

営業費用は、式典事業における新設ホール費用の増加、また、介護事業における事業譲受費用の増加により、前

年同四半期比2.4％増の5,106百万円となりました。

これらの結果、営業利益は前年同四半期比24.8％減の301百万円、経常利益は前年同四半期比10.4％減の400百万

円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期比7.8％減の262百万円となりました。

（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35,831百万円となりました。

（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309百万円減少し、35,831万円となりました。

これは、現金及び預金の減少等による流動資産の減少1,320百万円、建物及び構築物の増加等による有形固定資産

の増加224百万円、のれんの増加等による無形固定資産の増加107百万円、投資有価証券の増加等による投資その

他の資産の増加678百万円があったことによるものです。

（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482百万円減少し、29,868百万円となり

ました。これは、未払金及び未払法人税等の減少等による流動負債の減少344百万円、退職給付に係る負債及びそ

の他固定負債の減少等による固定負債の減少138百万円があったことによるものです。

（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172百万円増加し、5,963百万円とな

りました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益262百万円の計上と配当金の支払103百万円の結果、利益

剰余金が158百万円増加したこと、及びその他有価証券評価差額金の増加14百万円があったこと等によるもので

す。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期連結業績予想につきましては、平成29年５月９日の「平成29年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)」で公表

いたしました通期の業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,050,469 9,019,295

売掛金 437,581 367,287

有価証券 182,027 182,029

商品 36,950 43,875

原材料及び貯蔵品 68,125 70,630

預け金 2,079,428 1,788,485

その他 224,441 285,987

貸倒引当金 △3,486 △2,408

流動資産合計 13,075,538 11,755,183

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,645,329 6,187,426

土地 7,706,058 7,706,058

その他（純額） 843,233 525,291

有形固定資産合計 14,194,621 14,418,777

無形固定資産

のれん 206,895 310,556

その他 416,996 420,993

無形固定資産合計 623,892 731,550

投資その他の資産

投資有価証券 3,816,831 4,446,213

供託金 1,077,965 1,082,465

その他 3,401,862 3,449,433

貸倒引当金 △49,123 △51,682

投資その他の資産合計 8,247,536 8,926,429

固定資産合計 23,066,050 24,076,757

資産合計 36,141,588 35,831,940

負債の部

流動負債

買掛金 541,686 477,294

未払金 627,261 380,406

未払法人税等 253,091 154,085

引当金 140,580 161,800

その他 741,984 786,592

流動負債合計 2,304,604 1,960,177

固定負債

前払式特定取引前受金 27,102,061 27,072,198

引当金 65,328 71,338

退職給付に係る負債 129,396 80,419

その他 749,968 684,773

固定負債合計 28,046,755 27,908,729

負債合計 30,351,359 29,868,907
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29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 5,170,089 5,328,664

自己株式 △325,466 △325,466

株主資本合計 5,691,355 5,849,931

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 98,872 113,101

その他の包括利益累計額合計 98,872 113,101

非支配株主持分 - -

純資産合計 5,790,228 5,963,032

負債純資産合計 36,141,588 35,831,940
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 5,388,409 5,408,667

売上原価 4,003,505 4,162,270

売上総利益 1,384,904 1,246,397

販売費及び一般管理費 983,541 944,664

営業利益 401,362 301,732

営業外収益

受取利息 1,863 8,054

受取配当金 17,507 34,772

前受金月掛中断収入 14,140 12,860

不動産賃貸収入 7,007 8,988

投資有価証券売却益 - 10,905

匿名組合清算益 - 50,256

その他 24,871 16,820

営業外収益合計 65,391 142,657

営業外費用

不動産賃貸費用 5,045 4,840

前受金復活損失引当金繰入額 9,112 26,401

投資有価証券売却損 - 12,213

為替差損 2,877 -

その他 3,196 890

営業外費用合計 20,231 44,346

経常利益 446,522 400,044

特別損失

固定資産除売却損 24,799 36,528

特別損失合計 24,799 36,528

税金等調整前四半期純利益 421,722 363,515

法人税、住民税及び事業税 189,565 138,152

法人税等調整額 △49,012 △36,943

法人税等合計 140,552 101,209

四半期純利益 281,169 262,306

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △3,431 -

親会社株主に帰属する四半期純利益 284,601 262,306
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 281,169 262,306

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △40,314 14,228

その他の包括利益合計 △40,314 14,228

四半期包括利益 240,855 276,534

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 244,286 276,534

非支配株主に係る四半期包括利益 △3,431 -
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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 421,722 363,515

減価償却費 259,169 277,682

のれん償却額 120,281 129,513

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 7,207 △48,977

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,459 1,482

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,870 21,220

前受金復活損失引当金の増減額(△は減少) △8,915 6,010

投資有価証券売却損益（△は益） - 1,307

受取利息及び受取配当金 △19,371 △42,826

有形固定資産除売却損益（△は益） 24,799 36,528

匿名組合清算損益（△は益） - △50,256

売上債権の増減額（△は増加） 12,953 70,294

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,494 △9,430

仕入債務の増減額（△は減少） △30,420 △64,391

未払金の増減額（△は減少） △69,694 △47,695

前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) △41,701 △29,863

保証金の増減額(△は増加) △18,485 △932

破産更生債権等の増減額（△は増加） △4,106 △2,559

その他の流動資産の増減額（△は増加） △74,053 △77,335

その他の流動負債の増減額（△は減少） △71,505 23,466

その他 3,572 △9,506

小計 531,287 547,245

利息及び配当金の受取額 21,714 38,188

法人税等の支払額 △285,492 △215,301

法人税等の還付額 1 20

営業活動によるキャッシュ・フロー 267,510 370,153

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 △431,049 △708,265

有形及び無形固定資産の除却による支出 △10,625 △15,859

投資有価証券の取得による支出 △500,000 △975,375

投資有価証券の売却による収入 - 338,391

投資有価証券の償還による収入 300,000 26,568

供託金の預入による支出 △3,500 △4,500

貸付けによる支出 △1,160 △2,460

貸付金の回収による収入 58,528 4,839

匿名組合清算による収入 - 50,256

事業譲受による支出 - △237,665

その他 △46,177 △41,343

投資活動によるキャッシュ・フロー △633,984 △1,565,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △96,999 △103,405

その他 △5,476 △23,512

財務活動によるキャッシュ・フロー △102,475 △126,918

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,877 60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △471,826 △1,322,116

現金及び現金同等物の期首残高 14,226,164 11,980,390

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,754,338 10,658,274
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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。

　

（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28年４月１日 至 平成28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 1,185,244 3,764,526 4,949,770 438,639 5,388,409 ― 5,388,409

(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

99,826 ― 99,826 10,325 110,152 △110,152 ―

計 1,285,070 3,764,526 5,049,597 448,964 5,498,562 △110,152 5,388,409

セグメント利益又は
損失(△)

△95,897 872,955 777,058 78,193 855,251 △453,888 401,362

(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△453,888千円には、セグメント間取引消去31,891千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△485,780千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29年４月１日 至 平成29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 954,351 3,783,182 4,737,533 671,133 5,408,667 ― 5,408,667

(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

107,547 ― 107,547 9,779 117,327 △117,327 ―

計 1,061,898 3,783,182 4,845,081 680,913 5,525,994 △117,327 5,408,667

セグメント利益又は
損失(△)

△119,655 742,834 623,178 68,969 692,148 △390,415 301,732

(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△390,415千円には、セグメント間取引消去31,654千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△422,070千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。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　(のれんの金額の重要な変動)

「その他」セグメントの介護事業において、事業譲受によるのれんを計上しております。当該事象によるのれ

んの増加額は、当第２四半期連結累計期間においては、214,655千円であります。
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