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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第３四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年12月31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３四半期 8,621 3.1 646 △13.2 789 △7.2 557 7.1

29年３月期第３四半期 8,359 △0.4 745 △8.6 850 △11.4 520 △14.4
(注) 包括利益 30年３月期第３四半期 586百万円( 8.6％) 29年３月期第３四半期 540百万円( △8.2％)
　

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３四半期 85.98 ―

29年３月期第３四半期 80.26 ―
　　

　

（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３四半期 35,955 6,175 17.2

29年３月期 36,141 5,790 16.0
(参考) 自己資本 30年３月期第３四半期 6,175百万円 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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 6,483,156株 29年３月期３Ｑ 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。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。
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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３四半期連結累計期間売上高は前年同四半期比3.1％増の8,621百万円となりました。

　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14.0％減の1,682百万円と

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）、平成29年12月には

「サン・ライフ・ファミリーホール厚木」（神奈川県厚木市）を新設し、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3.3％増の5,924百万円となりまし

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52.7％増の1,013百万円となりました。

　営業費用は、式典事業における新設ホール開設費用の増加、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4.7％増の7,974百万円となりました。

　これらの結果、営業利益は前年同四半期比13.2％減の646百万円、経常利益は前年同四半期比7.2％減の789百万円、特

別利益は損害賠償金収入の計上により49,330百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期比7.1％

増の557百万円となりました。

（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３四半期連結会計期間末の総資産は35,955百万円となりました。

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ185百万円減少し、35,955万円となりました。これ

は、現金及び預金の減少等による流動資産の減少1,335百万円、建物及び構築物の増加等による有形固定資産の増加408

百万円、のれんの増加等による無形固定資産の増加33百万円、投資有価証券の増加等による投資その他の資産の増加707

百万円があったことによるものです。

（負債）

　当第３四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571百万円減少し、29,779百万円となりまし

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386百万円、前払式特定取引前受金及びその他固定

負債の減少等による固定負債の減少184百万円があったことによるものです。

（純資産）

当第３四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385百万円増加し、6,175百万円となりまし

た。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益557百万円の計上と配当金の支払200百万円の結果、利益剰余金が356百

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29百万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３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,050,469 8,975,442

売掛金 437,581 491,129

有価証券 182,027 706

商品 36,950 42,253

原材料及び貯蔵品 68,125 79,651

預け金 2,079,428 1,834,069

その他 224,441 319,343

貸倒引当金 △3,486 △2,771

流動資産合計 13,075,538 11,739,825

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,645,329 6,178,011

土地 7,706,058 7,729,432

その他（純額） 843,233 696,043

有形固定資産合計 14,194,621 14,603,486

無形固定資産

のれん 206,895 244,575

その他 416,996 413,183

無形固定資産合計 623,892 657,759

投資その他の資産

投資有価証券 3,816,831 4,450,478

供託金 1,077,965 1,086,965

その他 3,401,862 3,464,829

貸倒引当金 △49,123 △47,525

投資その他の資産合計 8,247,536 8,954,747

固定資産合計 23,066,050 24,215,993

資産合計 36,141,588 35,955,818

負債の部

流動負債

買掛金 541,686 644,715

未払金 627,261 333,527

未払法人税等 253,091 59,112

引当金 140,580 75,260

その他 741,984 805,258

流動負債合計 2,304,604 1,917,873

固定負債

前払式特定取引前受金 27,102,061 27,033,157

引当金 65,328 65,520

退職給付に係る負債 129,396 89,441

その他 749,968 673,918

固定負債合計 28,046,755 27,862,037

負債合計 30,351,359 29,779,910

決算短信（宝印刷） 2018年02月09日 09時51分 5ページ（Tess 1.50(64) 20171211_01）



株式会社サン・ライフ(4656) 平成30年３月期 第３四半期決算短信

4

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31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 5,526,591

自己株式 △325,466 △325,466

株主資本合計 5,691,355 6,047,858

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 98,872 128,050

その他の包括利益累計額合計 98,872 128,050

非支配株主持分 - -

純資産合計 5,790,228 6,175,908

負債純資産合計 36,141,588 35,955,818
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 8,359,074 8,621,469

売上原価 6,122,589 6,498,209

売上総利益 2,236,484 2,123,259

販売費及び一般管理費 1,490,944 1,476,300

営業利益 745,540 646,959

営業外収益

受取利息 6,007 10,668

受取配当金 29,596 65,480

前受金月掛中断収入 20,906 17,793

不動産賃貸収入 11,409 13,581

投資有価証券売却益 26,841 10,905

匿名組合清算益 - 50,256

その他 32,492 30,470

営業外収益合計 127,253 199,156

営業外費用

不動産賃貸費用 7,877 7,388

前受金復活損失引当金繰入額 2,884 31,354

投資有価証券売却損 4,375 12,213

その他 7,040 5,438

営業外費用合計 22,178 56,395

経常利益 850,615 789,719

特別利益

固定資産売却益 - 92

補助金収入 14,990 -

損害賠償金収入 - 49,238

特別利益合計 14,990 49,330

特別損失

固定資産除売却損 78,437 42,000

固定資産圧縮損 14,990 -

特別損失合計 93,427 42,000

税金等調整前四半期純利益 772,177 797,050

法人税、住民税及び事業税 292,242 268,359

法人税等調整額 △37,030 △28,789

法人税等合計 255,211 239,570

四半期純利益 516,966 557,480

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 520,397 557,480
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益 516,966 557,480

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 23,212 29,177

その他の包括利益合計 23,212 29,177

四半期包括利益 540,178 586,657

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 543,610 586,657

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３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31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 1,957,601 5,737,381 7,694,983 664,091 8,359,074 ― 8,359,074

(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

135,817 ― 135,817 16,706 152,524 △152,524 ―

計 2,093,419 5,737,381 7,830,800 680,798 8,511,599 △152,524 8,359,074

セグメント利益
又は損失（△）

△17,055 1,307,540 1,290,485 118,906 1,409,392 △663,851 745,540

(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 セグメント利益又は損失（△）の調整額△663,851千円には、セグメント間取引消去47,998千円、各報告セ
グメントに配分していない全社費用△711,850千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

該当事項はありません。

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31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 1,682,583 5,924,977 7,607,560 1,013,908 8,621,469 ― 8,621,469

(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

173,275 ― 173,275 26,610 199,886 △199,886 ―

計 1,855,859 5,924,977 7,780,836 1,040,519 8,821,355 △199,886 8,621,469

セグメント利益
又は損失（△）

△42,952 1,203,641 1,160,689 110,776 1,271,465 △624,506 646,959

(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 セグメント利益又は損失（△）の調整額△624,506千円には、セグメント間取引消去47,910千円、各報告セ
グメントに配分していない全社費用△672,416千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３四半期連結累計期間において、214,655千円であります。
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