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平成 18 年７月 14 日 

各  位 

会 社 名 サトウ食品工業株式会社 

代表社名 代表取締役社長 佐藤功 

(コード番号 2923 東証第２部) 

問合せ先 取締役管理本部本部長 
笠原康司 

(ＴＥＬ ０２５－２７５－１１００) 

 

(訂正)平成 18 年４月期決算短信(連結)の一部訂正について 

 

平成 18 年６月 16 日に公表いたしました「平成 18 年４月期決算短信(連結)」 に一部修正

がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正部分には下線( )を付しております。 
 
記 

 
１. 連結財務諸表等 連－11 頁 

(4)連結キャッシュ・フロー計算書 
  (訂正前) 

                                  （単位：千円）             

前連結会計年度 当連結会計年度
自 平成16年5月 1日 自 平成17年5月 1日

至 平成17年4月30日 至 平成18年4月30日

金 額 金 額

 税金等調整前当期純利益 791,209 △105,653 △896,862
 減価償却費 1,104,804 979,916 △124,887
 減損損失 ― 528,026 528,026
 貸倒引当金の増減額(△：減少) 1,690 500 △1,190
 賞与引当金の増減額(△：減少) △6,428 6,872 13,300
 退職給付引当金の増減額(△：減少) 43,745 25,093 △18,651
 役員退職慰労引当金の増減額(△：減少) 960 1,250 290
 受取利息及び受取配当金 △5,965 △6,477 △512
 支払利息 178,714 173,703 △5,011
 固定資産売却益 △35 △35 0
 営業権譲渡益 △50,000 ― 50,000
 固定資産売却損 ― 143 143
 固定資産除却損 8,974 33,971 24,996
 投資有価証券評価損 ― 11,743 11,743
 売上債権の増減額(△：増加) △658,465 314,861 973,327
 たな卸資産の増減額(△：増加) △2,182,367 931,915 3,114,282
 仕入債務の増減額(△：減少) 330,065 △133,479 △463,545
 未収消費税等の増減額(△：増加) △64,125 64,125 128,250
 未払消費税等の増減額(△：減少) △23,153 124,724 147,877
 役員賞与の支払額 △12,000 △10,450 1,550
 その他 351,464 2,399 △349,064
　　 小計 △190,912 2,943,152 3,134,065
 保険金収入 87,257 ― △87,257
 法人税等の支払額 △520,267 △413,542 106,724

△623,922 2,529,609 3,153,531

増減額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　　営業活動によるキャッシュ･フロー
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  (訂正後) 
                                  （単位：千円）             

前連結会計年度 当連結会計年度
自 平成16年5月 1日 自 平成17年5月 1日

至 平成17年4月30日 至 平成18年4月30日

金 額 金 額

 税金等調整前当期純利益 791,209 △105,653 △896,862
 減価償却費 1,104,804 979,115 △125,689
 減損損失 ― 528,026 528,026
 貸倒引当金の増減額(△：減少) 1,690 500 △1,190
 賞与引当金の増減額(△：減少) △6,428 6,872 13,300
 退職給付引当金の増減額(△：減少) 43,745 25,093 △18,651
 役員退職慰労引当金の増減額(△：減少) 960 1,250 290
 受取利息及び受取配当金 △5,965 △6,477 △512
 支払利息 178,714 173,703 △5,011
 固定資産売却益 △35 △35 0
 営業権譲渡益 △50,000 ― 50,000
 固定資産売却損 ― 143 143
 固定資産除却損 8,974 33,971 24,996
 投資有価証券評価損 ― 11,743 11,743
 売上債権の増減額(△：増加) △658,465 314,861 973,327
 たな卸資産の増減額(△：増加) △2,182,367 931,915 3,114,282
 仕入債務の増減額(△：減少) 330,065 △133,479 △463,545
 未収消費税等の増減額(△：増加) △64,125 64,125 128,250
 未払消費税等の増減額(△：減少) △23,153 124,724 147,877
 役員賞与の支払額 △12,000 △10,450 1,550
 その他 351,464 3,201 △348,262
　　 小計 △190,912 2,943,152 3,134,065
 保険金収入 87,257 ― △87,257
 法人税等の支払額 △520,267 △413,542 106,724

△623,922 2,529,609 3,153,531

増減額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　　営業活動によるキャッシュ･フロー
 

 

２．セグメント情報 連－16 頁 
１.事業の種類別セグメント情報 

  (訂正前) 
 当連結会計年度 

（単位：千円） 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出  

 資 産 18,297,557 4,436,486 22,734,043 (248,141) 22,485,902

 減価償却費 859,849 119,265 979,115 ― 979,115

 減損損失 49,216 338,747 387,963 ― 387,963

 資本的支出 827,260 310,363 1,137,623 ― 1,137,623

 

  (訂正後) 
 当連結会計年度 

（単位：千円） 
Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び資
本的支出 

 

 資 産 18,297,557 4,436,486 22,734,043 (248,141) 22,485,902

 減価償却費 859,849 119,265 979,115 ― 979,115

 減損損失 49,216 478,810 528,026 ― 528,026

 資本的支出 827,260 310,363 1,137,623 ― 1,137,623

 

以 上 


