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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022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 ％

2023年３月期第２四半期 5,916 14.3 301 ― 342 442.2 △126 ―

2022年３月期第２四半期 5,178 9.6 6 ― 63 ― 1 ―
(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期 △136百万円( ―％) 2022年３月期第２四半期 5,014百万円( ―％)

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

2023年３月期第２四半期 △20.59 ―

2022年３月期第２四半期 0.17 ―
　

(注)2023年３月期第２四半期の営業利益の前年同四半期増減率は1000％を超えるため、「―」と記載しております。
　

（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 ％

2023年３月期第２四半期 34,750 4,661 13.4

2022年３月期 35,287 4,895 13.9
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 4,659百万円 2022年３月期 4,894百万円
　

　　

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

2022年３月期 ― 16.00 ― 16.00 32.00

2023年３月期 ― 16.00

2023年３月期(予想) ― 16.00 32.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023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 12,100 9.5 780 120.0 840 85.0 135 △66.8 22.04
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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) 2023年３月期２Ｑ 6,820,000株 2022年３月期 6,820,000株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 696,844株 2022年３月期 696,844株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 6,123,156株 2022年３月期２Ｑ 6,123,156株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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。

　

　　



株式会社サン・ライフホールディング(7040) 2023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 ………………………………………………………………………………３

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

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………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 ……………………………………………………………10

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………10

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………10

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

　



株式会社サン・ライフホールディング(7040) 2023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のわが国経済は、ウクライナ情勢の影響によるエネルギー価格や原材料価格の上昇、お

よび円相場の急変動により、先行きが不透明な状況となっております。また、新型コロナウイルス感染症についても、

新規陽性者数が低い水準に落ち着きつつありましたが、新たな変異株の市中感染が続いており、景気の下振れリスク

となっております。主要事業において、ご葬儀のご用命数が堅調に推移したこと、さらには行動制限の緩和によりご

宴席や集会の機会が増加したことにより、売上高は前年同四半期比14.3％増の5,916百万円、営業利益は301百万円

（前年同四半期は６百万円の営業利益）、経常利益は前年同四半期比442.2％増の342百万円となりました。

また、2022年６月24日開催の第４回定時株主総会において、退任取締役に対し特別功労金360百万円を贈呈する議案

が承認され、これを当第２四半期連結累計期間において特別損失として計上したことに伴い、親会社株主に帰属する

四半期純損失は126百万円（前年同四半期は１百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益）となりました。

各セグメントの業績を示すと次のとおりであります。

①ホテル事業（ホテル・ブライダル事業）

ホテル事業では、2022年４月より行動制限が緩和され、ご婚礼の施行組数、ご宴会の件数、宿泊の稼働率、ご

婚礼の新規予約組数が増加しました。政府が推奨する「感染拡大防止に向けた取組」を徹底し、ご利用者様、ス

タッフの安全を確保しながら事業運営をさせていただいております。積極的な広告宣伝を行い、業績回復を目指

した結果、売上高は前年同四半期比55.9％増の445百万円、営業損失は71百万円（前年同四半期は145百万円の営

業損失）となりました。

②式典事業（葬祭・法要事業）

式典事業では、競合環境の激化、新型コロナウイルス感染症の影響による儀式儀礼の小規模化の流れの中、お

客様からご用命いただけるよう企業基盤を強化していくことが求められております。

ご葬儀、仏壇仏具、法事法要、埋葬や相続などのアフターフォローのご用命数を増やすため、集客型イベント

の開催、広告による認知度向上策、ご相談体制の強化、人材教育を強化してまいりました。2022年９月には家族

葬対応施設「ファミリーホール茅ヶ崎」（神奈川県茅ケ崎市）を開設しました。また、施設のご利用価値向上の

ため2022年６月に平塚斎場（神奈川県平塚市）のご安置室の改装を行いました。引き続き、施設の新規開設のほ

か既存施設のリニューアルを積極的に行い、ご利用者様の利便性を高めてまいります。

その結果、ご葬儀件数は増加し、売上高は前年同四半期比15.8％増の4,253百万円、営業利益は前年同四半期比

32.4％増の900百万円となりました。

③介護事業（介護事業・有料老人ホーム事業）

介護事業では、サービス利用者の増加とサービス品質向上に努めました。デイサービス・ショートステイの施

設であるエミーズや住宅型有料老人ホームのクローバーライフにおいて、2022年３月と７月に発生した新型コロ

ナウイルス感染拡大に伴う営業休止やサービス件数低下の影響を受けております。施設の入居率、サービス利用

件数は回復しつつあるものの、売上高は前年同四半期比3.4％減の939百万円、営業損失は54百万円（前年同四半

期は２百万円の営業損失）となりました。

④その他事業（少額短期保険他）

その他の事業では、各種手数料・管理収入、少額短期保険収入やハウスクリーニング事業収入の増加等があり、

売上高は前年同四半期比12.1％増の277百万円、営業利益は７百万円（前年同四半期は０百万円の営業損失）とな

りました。
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（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ536百万円減少し、34,750百万円とな

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180百万円、のれんの減少等による無形固定資

産の減少77百万円、投資有価証券の減少等による投資その他の資産の減少292百万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301百万円減少し、30,089百万円とな

りました。これは、買掛金及び引当金の増加があった一方、その他流動負債の減少等による流動負債の減少３

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298百万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234百万円減少し、4,661百万円と

なりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純損失126百万円の計上と配当金の支払97百万円により、利

益剰余金が224百万円減少し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

連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間における実績及び最近の業績動向等を踏まえ、2022年

５月27日の「特別損失の計上及び2023年３月期連結業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました2023年

３月期の通期連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（2022年11月９日）公表の「2023年３

月期第２四半期（累計）における業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご

覧ください。
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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
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,993,583 8,733,122

売掛金 573,648 616,286

有価証券 235 279

商品 34,374 39,352

原材料及び貯蔵品 60,199 61,568

預け金 551,641 554,576

その他 439,671 467,937

貸倒引当金 △808 △894

流動資産合計 10,652,546 10,472,229

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,651,989 6,624,202

土地 8,309,677 8,314,033

その他（純額） 411,069 447,922

有形固定資産合計 15,372,737 15,386,159

無形固定資産

のれん 1,163,400 1,084,416

その他 208,079 209,811

無形固定資産合計 1,371,480 1,294,228

投資その他の資産

投資有価証券 2,633,522 2,317,746

供託金 1,182,465 1,186,965

その他 4,107,333 4,124,512

貸倒引当金 △32,723 △30,895

投資その他の資産合計 7,890,596 7,598,327

固定資産合計 24,634,814 24,278,715

資産合計 35,287,360 34,750,945

負債の部

流動負債

買掛金 445,359 469,224

未払金 266,827 275,927

未払法人税等 121,582 108,652

引当金 188,330 217,530

その他 1,083,372 1,030,247

流動負債合計 2,105,471 2,101,581

固定負債

前払式特定取引前受金 26,559,267 26,461,982

引当金 47,030 45,335

退職給付に係る負債 161,705 161,976

その他 1,518,324 1,318,993

固定負債合計 28,286,327 27,988,287

負債合計 30,391,798 30,089,869
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 761,914 761,914

利益剰余金 4,686,731 4,462,646

自己株式 △685,696 △685,696

株主資本合計 4,862,950 4,638,865

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 31,452 21,041

その他の包括利益累計額合計 31,452 21,041

非支配株主持分 1,159 1,169

純資産合計 4,895,562 4,661,076

負債純資産合計 35,287,360 34,750,945
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 5,178,604 5,916,741

売上原価 4,124,763 4,574,722

売上総利益 1,053,840 1,342,018

販売費及び一般管理費 1,047,794 1,040,383

営業利益 6,045 301,634

営業外収益

受取利息 7,798 3,609

受取配当金 6,002 6,428

前受金月掛中断収入 9,287 11,835

不動産賃貸収入 10,323 10,316

助成金収入 22,076 5,384

その他 17,959 20,691

営業外収益合計 73,447 58,266

営業外費用

不動産賃貸費用 3,672 3,600

前受金復活損失引当金繰入額 11,353 12,752

その他 1,219 653

営業外費用合計 16,245 17,006

経常利益 63,247 342,894

特別利益

固定資産売却益 19,999 -

受取保険金 2,200 -

特別利益合計 22,199 -

特別損失

固定資産除売却損 10,631 12,168

特別功労金 - 360,000

特別損失合計 10,631 372,168

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

74,815 △29,273

法人税、住民税及び事業税 83,280 102,397

法人税等調整額 △9,538 △5,565

法人税等合計 73,742 96,831

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,073 △126,105

非支配株主に帰属する四半期純利益 7 9

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

1,065 △126,114
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,073 △126,105

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,940 △10,410

その他の包括利益合計 3,940 △10,410

四半期包括利益 5,014 △136,515

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,006 △136,524

非支配株主に係る四半期包括利益 7 9
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

74,815 △29,273

減価償却費 285,630 256,373

特別功労金 - 360,000

のれん償却額 86,496 78,983

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 2,583 271

貸倒引当金の増減額（△は減少） 191 △1,741

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,254 29,200

前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） △5,031 △1,695

受取利息及び受取配当金 △13,800 △10,038

受取保険金 △2,200 -

有形固定資産除売却損益（△は益） △9,368 12,168

助成金収入 △22,076 △5,384

売上債権の増減額（△は増加） △46,641 △42,638

棚卸資産の増減額（△は増加） 1,476 △6,347

仕入債務の増減額（△は減少） △46,882 23,865

未払金の増減額（△は減少） 6,023 △237

前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) △43,180 △97,284

その他の流動資産の増減額（△は増加） △36,684 △32,621

その他の流動負債の増減額（△は減少） △20,626 △80,600

その他 16,710 △178,044

小計 235,689 274,953

利息及び配当金の受取額 15,250 8,276

特別功労金の支払額 - △360,000

保険金の受取額 2,200 -

助成金の受取額 22,076 5,384

法人税等の支払額 △100,427 △151,566

法人税等の還付額 27,490 44,993

営業活動によるキャッシュ・フロー 202,278 △177,958

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 △345,424 △252,807

有形及び無形固定資産の売却による収入 43,512 -

投資有価証券の取得による支出 △1,002,940 -

投資有価証券の償還による収入 - 300,000

供託金の預入による支出 △55,000 △4,500

定期預金の預入による支出 △150,000 -

貸付けによる支出 △6,810 △1,000

貸付金の回収による収入 2,370 2,457

その他 △2,693 △23,072

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,516,985 21,077
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △97,751 △97,578

短期借入金の増減額(△は減少） 150,000 △6,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 52,248 △103,578

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,396 2,977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,261,061 △257,482

現金及び現金同等物の期首残高 8,992,218 8,934,916

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,731,157 8,677,433
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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 2021年４月１日 至 2021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 介護事業 計

売上高

(1) 外部顧客への売上高 285,772 3,672,182 972,781 4,930,736 247,867 5,178,604 ― 5,178,604

(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

38,080 14,600 347 53,028 16,986 70,014 △70,014 ―

計 323,853 3,686,783 973,128 4,983,765 264,853 5,248,618 △70,014 5,178,604

セグメント利益又は
損失(△)

△145,425 680,530 △2,484 532,620 △125 532,495 △526,449 6,045

(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、ファイナンシャル・サポート・サ

ービス、少額短期保険業、清掃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△526,449千円には、セグメント間取引消去26,329千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△552,779千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 セグメント利益又は損失（△）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２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022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 介護事業 計

売上高

(1) 外部顧客への売上高 445,496 4,253,890 939,592 5,638,980 277,761 5,916,741 ― 5,916,741

(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

41,928 22,167 327 64,423 18,714 83,138 △83,138 ―

計 487,425 4,276,058 939,920 5,703,403 296,475 5,999,879 △83,138 5,916,741

セグメント利益又は
損失(△)

△71,043 900,983 △54,833 775,105 7,177 782,283 △480,648 301,634

(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、ファイナンシャル・サポート・サ

ービス、少額短期保険業、清掃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△480,648千円には、セグメント間取引消去26,254千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△506,902千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 セグメント利益又は損失（△）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。

　


