
 

平成 22 年９月３日 

各  位 

会社名  レオン自動機株式会社 

代表者名 代表取締役社長  林 啓二 

 （コード番号 ６２７２  東証第１部） 

問合せ先 常務取締役兼上席執行役員 

     管理本部担当  山崎 俊明 

 （ＴＥＬ. ０２８－６６５－１１１１） 

 

     （訂正・数値データ訂正あり） 

「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 17 日に公表いたしました「平成 22 年３月期 決算短信」の内容について、一部誤り

がありましたので、下記の通り訂正いたします。 

 

記 

 

訂正箇所 （訂正箇所は下線で表示しております。） 

 

（５ページ） 

１．経営成績 

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（ハ）純資産 

【訂正前】 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて259百万円増加（前年同期比1.9％増）して、13,631百万

円となりました。これは、主に利益剰余金が452百万円増加したことなどによるものであります。ま

た、自己資本比率は、前連結会計年度末の57.7％から59.3％となりました。 

 

【訂正後】 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて259百万円増加（前年同期比1.9％増）して、13,631百万

円となりました。これは、主に利益剰余金が453百万円増加したことなどによるものであります。ま

た、自己資本比率は、前連結会計年度末の57.7％から59.3％となりました。 
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（10 ページ） 

４．連結財務諸表 

（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) 

（省略）  

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 5,459,906  5,912,820

  自己株式 △162,715  △165,493

  株主資本合計 19,709,690  20,159,826

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △4,765  △30,861

  土地再評価差額金 △5,215,780  △5,224,224

  為替換算調整勘定 △1,117,250  △1,273,172

  評価・換算差額等合計 △6,337,796  △6,528,258

 純資産合計 13,371,893  13,631,568

負債純資産合計 23,165,553  22,972,525

 

【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) 

（省略）  

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 5,459,906  5,913,193

  自己株式 △162,715  △165,493

  株主資本合計 19,709,690  20,160,200

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △4,765  △30,861

  土地再評価差額金 △5,215,780  △5,224,598

  為替換算調整勘定 △1,117,250  △1,273,172

  評価・換算差額等合計 △6,337,796  △6,528,632

 純資産合計 13,371,893  13,631,568

負債純資産合計 23,165,553  22,972,525
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４．連結財務諸表 

（３）連結株主資本等変動計算書 

【訂正前】 

  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

 （省略）  

 利益剰余金  

  前期末残高 6,068,522  5,459,906

  当期変動額  

   剰余金の配当 △211,273  △139,081

   当期純利益又は当期純損失（△） △397,342  583,551

   土地再評価差額金の取崩 －  8,444

   当期変動額合計 △608,616  452,913

  当期末残高 5,459,906  5,912,820

 （省略）  

 株主資本合計  

  前期末残高 20,419,128  19,709,690

  当期変動額  

   剰余金の配当 △211,273  △139,081

   当期純利益又は当期純損失（△） △397,342  583,551

   自己株式の取得 △100,822  △2,777

   土地再評価差額金の取崩 －  8,444

   当期変動額合計 △709,438  450,136

  当期末残高 19,709,690  20,159,826

 
【訂正後】 

  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

 （省略）  

 利益剰余金  

  前期末残高 6,068,522  5,459,906

  当期変動額  

   剰余金の配当 △211,273  △139,081

   当期純利益又は当期純損失（△） △397,342  583,551

   土地再評価差額金の取崩 －  8,817

   当期変動額合計 △608,616  453,287

  当期末残高 5,459,906  5,913,193

 （省略）  

 株主資本合計  

  前期末残高 20,419,128  19,709,690

  当期変動額  

   剰余金の配当 △211,273  △139,081

   当期純利益又は当期純損失（△） △397,342  583,551

   自己株式の取得 △100,822  △2,777

   土地再評価差額金の取崩 －  8,817

   当期変動額合計 △709,438  450,510

  当期末残高 19,709,690  20,160,200
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４．連結財務諸表 

（３）連結株主資本等変動計算書 

【訂正前】 

  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

 （省略）  

 土地再評価差額金  

  前期末残高 △5,215,780  △5,215,780

  当期変動額  

   土地再評価差額金の取崩 －  △8,444

   当期変動額合計 －  △8,444

  当期末残高 △5,215,780  △5,224,224

 （省略）  

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 △6,035,184  △6,337,796

  当期変動額  

   土地再評価差額金の取崩 －  △8,444

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △302,612  △182,017

   当期変動額合計 △302,612  △190,461

  当期末残高 △6,337,796  △6,528,258

 
【訂正後】 

  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

 （省略）  

 土地再評価差額金  

  前期末残高 △5,215,780  △5,215,780

  当期変動額  

   土地再評価差額金の取崩 －  △8,817

   当期変動額合計 －  △8,817

  当期末残高 △5,215,780  △5,224,598

 （省略）  

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 △6,035,184  △6,337,796

  当期変動額  

   土地再評価差額金の取崩 －  △8,817

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △302,612  △182,017

   当期変動額合計 △302,612  △190,835

  当期末残高 △6,337,796  △6,528,632
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