
平成 22 年５月 19 日 

 
各  位 

 

上場会社名   シノブフーズ 株式会社    

代表者    代表取締役社長 松本 崇志   

（コード   2903 大証第２部）       

問合せ先責任者 常務取締役管理本部長 加藤 健二 

（TEL    06－6474－1116）          

 
(訂正)「平成 22 年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 平成 22 年５月７日に発表しました平成 22 年３月期決算短信に一部訂正を要する箇所がありました

ので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所につきましては、＿線で示しております。 

 

記 
 

【訂正箇所】 

① 連結貸借対照表                       ６・７頁 

② 連結財務諸表に関する注記事項 税効果会計関係          22 頁 

③ 貸借対照表                         26･27 頁 

④ 個別財務諸表に関する注記事項 税効果会計関係          38 頁 
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(訂正箇所) 
4.【連結財務諸表等】     

(1) 【連結貸借対照表】     

 【訂正前】       (単位：千円)

    
前連結会計年度 

(平成 21 年３月 31 日) 
  

当連結会計年度 

(平成 22 年３月 31 日)

資産の部  

 流動資産  

        ・・・(省略)・・・  

  繰延税金資産 451,637  281,589

・・・(省略)・・・  

  流動資産合計 6,047,725  5,745,086

 固定資産  

  投資その他の資産  

        ・・・(省略)・・・  

   繰延税金資産 840,156  787,742

        ・・・(省略)・・・  

   投資その他の資産合計 2,295,489  2,043,207

固定資産合計 13,470,089  12,894,146

  

  

  

負債の部  

 流動負債  

       ・・・(省略)・・・  

  未払金 1,346,525  1,215,599

       ・・・(省略)・・・  

  流動負債合計 7,184,227  6,682,086

 固定負債  

       ・・・(省略)・・・  

  その他 72,640  444,634

 固定負債 3,155,191  2,515,151
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 【訂正後】       (単位：千円)

    
前連結会計年度 

(平成 21 年３月 31 日) 
  

当連結会計年度 

(平成 22 年３月 31 日)

資産の部  

 流動資産  

        ・・・(省略)・・・  

  繰延税金資産 451,637  329,384

・・・(省略)・・・  

  流動資産合計 6,047,725  5,792,881

 固定資産  

  投資その他の資産  

        ・・・(省略)・・・  

   繰延税金資産 840,156  739,947

        ・・・(省略)・・・  

   投資その他の資産合計 2,295,489  1,995,412

固定資産合計 13,470,089  12,846,351

負債の部  

 流動負債  

       ・・・(省略)・・・  

  未払金 1,346,525  1,537,324

       ・・・(省略)・・・  

  流動負債合計 7,184,227  7,003,811

 固定負債  

       ・・・(省略)・・・  

  その他 72,640  122,909

 固定負債 3,155,191  2,193,426
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【訂正前】 

当連結会計年度 
(平成 22 年３月 31 日)    

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 
  (流動の部) 

繰延税金資産 
 ・・・(省略)・・・ 
 繰越欠損金 227,633 千円

 その他 20,914 千円

繰延税金資産小計 336,059 千円

 ・・・(省略)・・・ 
繰延税金資産合計 282,463 千円

・・・(省略)・・・ 
繰延税金資産の純額 281,589 千円  

   

  (固定の部) 
繰延税金資産 
 ・・・(省略)・・・ 
 役員退職長期未払金 165,876 千円

 繰越欠損金 388,652 千円

 ・・・(省略)・・・ 
繰延税金資産小計 908,792 千円

 ・・・(省略)・・・ 
繰延税金資産合計 807,572 千円

・・・(省略)・・・ 
繰延税金資産の純額  787,742 千円    

    

【訂正後】    

当連結会計年度 
(平成 22 年３月 31 日)    

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 
  (流動の部) 

繰延税金資産 
 ・・・(省略)・・・ 
 繰越欠損金 144,679 千円

 その他 151,663 千円

繰延税金資産小計 383,854 千円

 ・・・(省略)・・・ 
繰延税金資産合計 330,258 千円

・・・(省略)・・・ 
繰延税金資産の純額 329,384 千円  

  (固定の部) 
繰延税金資産 
 ・・・(省略)・・・ 
 役員退職長期未払金 35,127 千円

 繰越欠損金 471,606 千円

 ・・・(省略)・・・ 
繰延税金資産小計 860,997 千円

 ・・・(省略)・・・ 
繰延税金資産合計 759,777 千円

・・・(省略)・・・ 
繰延税金資産の純額 739,947 千円     
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6.【個別財務諸表】    

(1) 【貸借対照表】    

 【訂正前】     (単位：千円)

 前事業年度 

(平成 21 年３月 31 日) 
  

当事業年度 

(平成 22 年３月 31 日)

資産の部 

 流動資産 

  ・・・(省略)・・・ 

  繰延税金資産 325,657 171,886

  ・・・(省略)・・・ 

  流動資産合計 5,189,366 4,986,377

 固定資産 

  投資その他の資産 

   ・・・(省略)・・・ 

   繰延税金資産 784,523 783,076

   ・・・(省略)・・・ 

   投資その他の資産合計 2,318,628 2,171,140

  固定資産合計 12,909,381 12,485,833

負債の部 

 流動負債 

       ・・・(省略)・・・ 

  未払金 993,381 881,828

       ・・・(省略)・・・ 

  流動負債合計 5,670,332 5,634,338

 固定負債 

       ・・・(省略)・・・ 

  長期未払金 ― 408,160

 固定負債 3,066,811 2,460,622
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(1) 【貸借対照表】     

 【訂正後】       (単位：千円)

 前事業年度 

(平成 21 年３月 31 日) 
  

当事業年度 

(平成 22 年３月 31 日)

資産の部  

 流動資産  

  ・・・(省略)・・・  

  繰延税金資産 325,657  219,681

  ・・・(省略)・・・  

  流動資産合計 5,189,366  5,034,172

 固定資産  

  投資その他の資産  

   ・・・(省略)・・・  

   繰延税金資産 784,523  735,281

   ・・・(省略)・・・  

   投資その他の資産合計 2,318,628  2,123,345

  固定資産合計 12,909,381  12,438,038

負債の部  

 流動負債  

       ・・・(省略)・・・  

  未払金 993,381  1,203,553

       ・・・(省略)・・・  

  流動負債合計 5,670,332  5,956,063

 固定負債  

       ・・・(省略)・・・  

  長期未払金 ―  86,435

 固定負債 3,066,811  2,138,897

  

6



 【訂正前】 
当事業年度 

(平成 22 年３月 31 日) 
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 
  (流動の部) 

繰延税金資産 
 ・・・(省略)・・・ 
 繰越欠損金 82,953 千円

 その他 18,074 千円

繰延税金資産合計 172,760 千円

・・・(省略)・・・ 
繰延税金資産の純額 171,886 千円  

  (固定の部) 
繰延税金資産 
 ・・・(省略)・・・ 
 役員退職長期未払金 165,876 千円

 繰越欠損金 354,361 千円

 ・・・(省略)・・・ 
繰延税金資産小計 872,575 千円

 ・・・(省略)・・・ 
繰延税金資産合計 802,470 千円

・・・(省略)・・・ 
繰延税金資産の純額 783,076 千円      

【訂正後】 

当事業年度 
(平成 22 年３月 31 日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 
  (流動の部) 

繰延税金資産 
 ・・・(省略)・・・ 
 繰越欠損金   ― 
 その他 148,823 千円

繰延税金資産合計 220,555 千円

・・・(省略)・・・ 
繰延税金資産の純額 219,681 千円  

  (固定の部) 
繰延税金資産 
 ・・・(省略)・・・ 
 役員退職長期未払金 35,127 千円

 繰越欠損金 437,315 千円

 ・・・(省略)・・・ 
繰延税金資産小計 824,780 千円

 ・・・(省略)・・・ 
繰延税金資産合計 754,675 千円

・・・(省略)・・・ 
繰延税金資産の純額 735,281 千円     
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