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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 11,357 △12.4 368 64.1 486 525.6 0 ―

21年3月期第3四半期 12,970 ― 224 ― 77 ― △730 ―

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

22年3月期第3四半期 0.01 ―

21年3月期第3四半期 △25.94 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第3四半期 22,430 13,064 58.2 469.80
21年3月期 23,165 13,371 57.7 480.66

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  13,064百万円 21年3月期  13,371百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 3.50 ― 2.50 6.00
22年3月期 ― 2.50 ―

22年3月期 
（予想）

2.50 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 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 16,500 △7.7 500 3.4 500 17.1 200 ― 7.19
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
 （注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 ・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、今後様々な要因によって、上記予想数値と異な
る場合があります。なお、連結業績予想に関する定性的情報は、３ページをご参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 28,392,000株 21年3月期  28,392,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  582,653株 21年3月期  572,374株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 27,814,795株 21年3月期第3四半期 28,160,498株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における経済環境は、個人消費の低迷と設備投資の抑制傾向の続く、

厳しい受注状況にあります。 

 当社グループが市場とする食品業界は、消費の不振による商品の低価格化や差別化など課題をか

かえております。また、食の安全性、健康志向の増大、環境問題など市場のニーズが多様化してお

ります。 

 食品加工機械製造販売事業については、製パンライン等はヨーロッパ・アジア・アメリカ地域で、

売上が増加しましたが、食品成形機の売上が全地域で減少したことにより売上高は8,676百万円（対

前年同四半期1,523百万円減）となりました。 

 食品製造販売事業については、売上高は2,689百万円（対前年同四半期97百万円減）となりました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高は11,357百万円

（対前年同四半期1,613百万円減）、営業利益は368百万円（対前年同四半期143百万円増）、経常利

益は486百万円（対前年同四半期408百万円増）、四半期純利益201千円（前年同四半期は、四半期純

損失730百万円）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、926百万円減少し、8,432百万円となりました。これは、

売上高の減少等により、受取手形及び売掛金が861百万円減少したことなどによります。固定資産は、

前連結会計年度末に比べて、191百万円増加し、13,997百万円となりました。これは、当社の 新鋭

生産設備レーザタレパン、ＤＮＣライン新設により機械装置及び運搬具（純額）が557百万円増加し

たことなどによります。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、735百万円減少し、

22,430百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、578百万円減少し、5,448百万円となりました。これは、

短期借入金が562百万円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて、

150百万円増加し、3,917百万円となりました。これは、長期借入金が328百万円増加、退職給付引当

金が164百万円減少したことなどによります。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、

428百万円減少し、9,365百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、307百万円減少し、13,064百万円となりました。これは、

利益剰余金が136百万円減少、為替換算調整勘定が127百万円減少したことなどによります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の決算発表時（平成21年５月14日）に公表いたしました通期の連結業績予想を変

更しております。具体的な内容については、平成21年11月５日に公表しております「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

 該当事項はありません。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

出する方法によっております。 
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(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 該当事項はありません。 

 

 

レオン自動機㈱　（6272）　平成22年３月期　第３四半期決算短信

－4－



5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,667,435 2,019,347

受取手形及び売掛金 2,314,196 3,176,179

商品及び製品 2,826,819 2,019,435

仕掛品 760,807 1,078,055

原材料及び貯蔵品 435,131 439,558

繰延税金資産 118,921 307,220

その他 333,453 354,222

貸倒引当金 △24,588 △35,200

流動資産合計 8,432,177 9,358,819

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,822,623 11,649,365

減価償却累計額 △6,732,233 △6,539,792

建物及び構築物（純額） 5,090,390 5,109,572

機械装置及び運搬具 6,394,812 5,876,976

減価償却累計額 △4,854,866 △4,894,089

機械装置及び運搬具（純額） 1,539,946 982,886

工具、器具及び備品 1,772,589 1,706,279

減価償却累計額 △1,569,263 △1,548,145

工具、器具及び備品（純額） 203,326 158,133

土地 5,474,934 5,506,319

リース資産 95,001 69,045

減価償却累計額 △21,377 △9,644

リース資産（純額） 73,623 59,401

建設仮勘定 37,109 272,059

有形固定資産合計 12,419,330 12,088,373

無形固定資産   

のれん 55,006 79,981

その他 99,354 56,776

無形固定資産合計 154,361 136,757

投資その他の資産   

投資有価証券 586,483 616,722

長期貸付金 184,895 203,554

繰延税金資産 715,553 808,379

その他 135,950 163,245

貸倒引当金 △198,681 △210,298

投資その他の資産合計 1,424,202 1,581,603

固定資産合計 13,997,895 13,806,734

資産合計 22,430,072 23,165,553
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 612,457 336,807

短期借入金 3,045,570 3,608,059

リース債務 22,191 14,514

未払法人税等 152,213 139,425

前受金 386,365 399,066

賞与引当金 199,287 486,638

その他 1,029,927 1,042,101

流動負債合計 5,448,012 6,026,612

固定負債   

長期借入金 2,263,725 1,934,935

リース債務 54,952 47,953

繰延税金負債 98,015 118,065

再評価に係る繰延税金負債 839,123 840,241

退職給付引当金 520,851 685,222

その他 140,630 140,630

固定負債合計 3,917,299 3,767,047

負債合計 9,365,311 9,793,660

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,351,750 7,351,750

資本剰余金 7,060,750 7,060,750

利益剰余金 5,323,699 5,459,906

自己株式 △165,278 △162,715

株主資本合計 19,570,920 19,709,690

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △43,732 △4,765

土地再評価差額金 △5,217,427 △5,215,780

為替換算調整勘定 △1,245,000 △1,117,250

評価・換算差額等合計 △6,506,160 △6,337,796

純資産合計 13,064,760 13,371,893

負債純資産合計 22,430,072 23,165,553
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(2)【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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 12,970,973 11,357,754

売上原価 6,729,384 5,945,024

売上総利益 6,241,589 5,412,730

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 249,596 146,802

荷造運搬費 355,491 274,250

貸倒引当金繰入額 190 4,872

販売手数料 314,540 240,793

給料及び手当 2,143,639 1,926,751

賞与引当金繰入額 133,616 101,751

退職給付費用 257,379 257,902

旅費及び交通費 337,705 272,255

減価償却費 181,325 207,002

研究開発費 567,648 327,370

その他 1,475,770 1,284,326

販売費及び一般管理費合計 6,016,904 5,044,079

営業利益 224,684 368,651

営業外収益   

受取利息 21,683 7,050

受取配当金 8,234 8,407

物品売却益 31,718 23,345

補助金収入 － 50,000

その他 48,659 93,531

営業外収益合計 110,296 182,335

営業外費用   

支払利息 68,708 59,257

貸倒引当金繰入額 56,085 －

為替差損 130,495 －

その他 2,003 5,699

営業外費用合計 257,293 64,957

経常利益 77,688 486,029

特別利益   

固定資産売却益 1,778 3,162

貸倒引当金戻入額 11,130 21,052

投資損失引当金戻入額 17,485 －

特別利益合計 30,394 24,214

特別損失   

固定資産売却損 183 6,361

固定資産除却損 20,031 173

減損損失 － 9,074

たな卸資産評価損 87,580 －

退職給付制度一部終了損 380,247 －

特別損失合計 488,042 15,609
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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（△）

△379,959 494,634

法人税、住民税及び事業税 149,858 233,337

過年度法人税等 9,061 588

法人税等調整額 191,482 260,506

法人税等合計 350,402 494,432

四半期純利益又は四半期純損失（△） △730,361 201
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△）

△379,959 494,634

減価償却費 438,160 538,970

減損損失 － 9,074

のれん償却額 24,975 24,975

貸倒引当金の増減額（△は減少） 77,078 △15,398

賞与引当金の増減額（△は減少） △322,073 △284,523

退職給付引当金の増減額（△は減少） 476,974 158,403

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,100 －

投資損失引当金の増減額（△は減少） △17,485 －

受取利息及び受取配当金 △29,918 △15,458

支払利息 68,708 59,257

有形固定資産売却損益（△は益） △1,595 3,199

有形固定資産除却損 20,031 173

たな卸資産評価損 87,580 －

売上債権の増減額（△は増加） 152,289 856,545

たな卸資産の増減額（△は増加） △770,057 △521,020

その他の流動資産の増減額（△は増加） － △1,689

その他の固定資産の増減額（△は増加） － △4,054

未払費用の増減額（△は減少） － △38,891

仕入債務の増減額（△は減少） 43,026 281,543

未収消費税等の増減額（△は増加） － 69,066

未払消費税等の増減額（△は減少） 34,896 228

その他の流動負債の増減額（△は減少） － △99,890

その他 580,819 △17,064

小計 460,352 1,498,082

利息及び配当金の受取額 30,482 14,821

利息の支払額 △74,544 △61,258

退職金制度移行に伴う支払額 △609,572 △323,159

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 21,274 －

法人税等の支払額 － △236,399

法人税等の還付額 － 96,867

営業活動によるキャッシュ・フロー △172,006 988,953

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,494,584 △1,009,473

有形固定資産の売却による収入 2,982 29,604

無形固定資産の取得による支出 △27,273 △54,322

投資有価証券の取得による支出 △109,055 △2,742

貸付けによる支出 △74,263 △81,571

貸付金の回収による収入 610 33,729

その他 △3,526 11,239

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,705,110 △1,073,535
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,311,226 △820,376

長期借入れによる収入 1,514,200 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △219,130 △512,020

リース債務の返済による支出 － △10,174

自己株式の取得による支出 △46,116 △2,562

配当金の支払額 △201,144 △131,910

その他 △3,401 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,355,633 △277,043

現金及び現金同等物に係る換算差額 △290,903 9,713

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 187,611 △351,912

現金及び現金同等物の期首残高 1,858,093 2,019,347

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,045,705 1,667,435
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

食品加工機械
製造販売事業

(千円) 

食品製造 
販売事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 10,184,283 2,786,689 12,970,973 － 12,970,973

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高 

15,696 187 15,884 (15,884) －

計 10,199,980 2,786,877 12,986,857 (15,884) 12,970,973

営業利益 1,094,209 77,869 1,172,079 (947,394) 224,684

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 

食品加工機械
製造販売事業

(千円) 

食品製造 
販売事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 8,668,100 2,689,653 11,357,754 － 11,357,754

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高 

8,089 190 8,279 (8,279) －

計 8,676,189 2,689,844 11,366,033 (8,279) 11,357,754

営業利益 884,625 337,166 1,221,791 (853,140) 368,651

 

レオン自動機㈱　（6272）　平成22年３月期　第３四半期決算短信

－11－



 

(注) １ 事業区分の方法 

  当社および連結子会社の取扱い商品および製品をその種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性に基

づき判別し、食品加工機械製造販売事業と食品製造販売事業にセグメンテーションしております。 

２ 各事業区分の主要商品および製品 

事業区分 売上区分 主要商品および製品 

食品成形機 

万能自動包あん機（N209型・卓上包あん機）、火星人

（CN010型・CN500型・CN570型・CN600型・KN500型・

KN508型・KN550型・WN055型・WN056型・WN066型）、ロボ

ットEP 

製パンライン等 

ストレスフリーV４ システム、ストレスフリーVMシステ

ム、V４ フリーデバイダー、ツインデバイダー、フリーデ

バイダーVs、ADライン、リングエクストルーダーライ

ン、マルチコエクストルーダーライン、MMライン、HMラ

イン、EZテーブルライン、コンパクトEZテーブル、マル

チヘッドインクラスターライン、USライン、ミニスチー

マー、コンパクトパンナー、クワトロフォーマー、マル

チサンドライン、ラックBOXスチーマー、イージーインク

ラスター、卓上型ガトーデポ、リテイルマイスター 

修理その他 部品、オプション、技術指導料、修理工賃 

食品加工機械 
製造販売事業 

仕入商品 オーブン、ミキサー、包装機等の他社よりの仕入商品 

食品製造販売 
事業 

食品 
クロワッサン、デニッシュペストリー、クッキー類 

天然酵母パン種 
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【所在地別セグメント情報】 

 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 
日本 

(千円) 

北米 

(千円) 

ヨーロッパ

(千円) 

アジア 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高   

(1)外部顧客に対す
る売上高 

6,326,722 3,372,592 2,505,238 766,420 12,970,973 － 12,970,973

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

2,888,326 3 1,415 － 2,889,745 (2,889,745) －

計 9,215,048 3,372,595 2,506,653 766,420 15,860,718 (2,889,745) 12,970,973

営業利益 722,450 82,319 209,466 122,464 1,136,700 (912,015) 224,684

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 
日本 

(千円) 

北米 

(千円) 

ヨーロッパ

(千円) 

アジア 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高   

(1)外部顧客に対す
る売上高 

5,456,077 3,142,584 1,979,013 780,078 11,357,754 － 11,357,754

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

2,492,467 102 52 － 2,492,622 (2,492,622) －

計 7,948,545 3,142,687 1,979,066 780,078 13,850,377 (2,492,622) 11,357,754

営業利益 681,972 306,905 12,709 105,485 1,107,073 (738,422) 368,651

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………………アメリカ合衆国 

(2) ヨーロッパ………………ドイツ 

(3) アジア……………………台湾 
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【海外売上高】 

 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 北米・南米 ヨーロッパ アジア・オセアニア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 3,372,592 2,505,238 766,420 6,644,251

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 12,970,973

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

26.0 19.3 5.9 51.2

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 北米・南米 ヨーロッパ アジア・オセアニア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 3,142,584 1,979,013 780,078 5,901,677

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 11,357,754

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

27.7 17.4 6.9 52.0

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米・南米………………アメリカ合衆国、カナダ、ブラジル 

(2) ヨーロッパ………………ドイツ、スペイン、イタリア、イギリス、ロシア 

(3) アジア・オセアニア……台湾、中国、韓国、オーストラリア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

(6) 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。 
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