
 

平成 23 年６月 29 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  田代 康憲 

 （コード番号 ６２７２  東証第１部） 

問合せ先 取締役兼執行役員 羽石 是之 

 （ＴＥＬ. ０２８－６６５－１１１１） 

 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成 23 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 平成 23 年５月 16 日に公表いたしました「平成 23 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載

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。また、数値データにも訂正

がありましたので訂正後の数値データも送信します。 

 

 

記 

 

 

訂正箇所 （訂正箇所は下線で表示しております。） 

 

（サマリー情報） 

 

【訂正前】 
１．平成 23 年３月期の連結業績（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 
(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23 年３月期 17,276 6.6 882 △4.0 889 △15.3 △203 －
22 年３月期 16,211 △9.3 919 90.2 1,049 145.9 583 －

（注） 包括利益     23 年３月期 △721 百万円 22 年３月期 392 百万円 
 

【訂正後】 
１．平成 23 年３月期の連結業績（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 
(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23 年３月期 17,276 6.6 882 △4.0 889 △15.3 △203 －
22 年３月期 16,211 △9.3 919 90.2 1,049 145.9 583 －

（注） 包括利益     23 年３月期 △577 百万円 22 年３月期 401 百万円 
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（15 ページ） 

４．連結財務諸表 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

 

【訂正前】 

 連結包括利益計算書 

  (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） －  △203,519

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 －  △43,761

 土地再評価差額金 －  △143,152

 為替換算調整勘定 －  △330,702

 その他の包括利益合計 － ※２ △517,615

包括利益 － ※１ △721,134

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 －  △721,134

 

【訂正後】 

 連結包括利益計算書 

  (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） －  △203,519

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 －  △43,761

 為替換算調整勘定 －  △330,702

 その他の包括利益合計 － ※２ △374,463

包括利益 － ※１ △577,982

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 －  △577,982
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４．連結財務諸表 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 

  （連結包括利益計算書関係） 

 

【訂正前】 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 
※１  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

親会社株主に係る包括利益 392,716千円

計 392,716千円

 
※２  当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △26,095千円

土地再評価差額金 △8,817千円

為替換算調整勘定 △155,921千円

計 △190,835千円

 

【訂正後】 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 
※１  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

親会社株主に係る包括利益 401,534千円

計 401,534千円

 
※２  当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △26,095千円

為替換算調整勘定 △155,921千円

計 △182,017千円
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４．連結財務諸表 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 

  （セグメント情報） 
 

【訂正前】 

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 
（単位：千円） 

食品加工機械製造販売事業 
 

日本 北米・南米 ヨーロッパ アジア 小計 

（省略）  

セグメント利益 1,465,242 22,997 5,874 125,964 1,620,077

セグメント資産 19,481,358 1,367,566 2,169,384 590,033 23,608,342

セグメント負債 7,226,387 520,765 1,062,250 299,478 9,108,882

その他の項目  

（省略）  

  有形固定資産及び 

  無形固定資産の増加額 
1,477,506 4,304 21,762 1,416 1,504,990

 
食品製造販売事業  

北米・南米 日本 小計 
合計 

（省略）  

セグメント利益 430,554 61,547 492,101 2,112,179

セグメント資産 3,382,079 344,793 3,726,873 27,335,215

セグメント負債 1,786,170 45,725 1,831,896 10,940,778

その他の項目  

（省略）  

  有形固定資産及び 

  無形固定資産の増加額 
87,373 9,039 96,413 1,601,403

 

【訂正後】 

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 
（単位：千円） 

食品加工機械製造販売事業 
 

日本 北米・南米 ヨーロッパ アジア 小計 

（省略）  

セグメント利益 1,465,242 22,997 5,874 125,964 1,620,077

セグメント資産 19,548,266 1,367,566 2,169,384 590,033 23,675,250

セグメント負債 7,226,387 520,765 1,062,250 299,478 9,108,882

その他の項目  

（省略）  

  有形固定資産及び 

  無形固定資産の増加額 
1,185,344 4,304 21,762 1,416 1,212,828

 
食品製造販売事業  

北米・南米 日本 小計 
合計 

（省略）  

セグメント利益 430,554 61,547 492,101 2,112,179

セグメント資産 3,382,079 491,375 3,873,454 27,548,705

セグメント負債 1,786,170 45,725 1,831,896 10,940,778

その他の項目  

（省略）  

  有形固定資産及び 

  無形固定資産の増加額 
87,373 9,039 96,413 1,309,241
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４．連結財務諸表 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 

  （セグメント情報） 

 

【訂正前】 

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 
（単位：千円） 

食品加工機械製造販売事業 
 

日本 北米・南米 ヨーロッパ アジア 小計 

（省略）  

セグメント利益 1,336,544 22,756 137,500 166,373 1,663,175

セグメント資産 19,781,649 1,234,343 2,118,803 1,010,167 24,144,964

セグメント負債 8,162,189 468,788 974,381 591,774 10,197,134

（省略）  

 

食品製造販売事業  

北米・南米 日本 小計 
合計 

（省略）  

セグメント利益 178,987 26,858 205,846 1,869,021

セグメント資産 3,381,346 337,019 3,718,366 27,863,330

セグメント負債 1,920,698 34,174 1,954,873 12,152,007

（省略）  

 

【訂正後】 

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 
（単位：千円） 

食品加工機械製造販売事業 
 

日本 北米・南米 ヨーロッパ アジア 小計 

（省略）  

セグメント利益 1,336,544 22,756 137,500 166,373 1,663,175

セグメント資産 19,848,557 1,234,343 2,118,803 1,010,167 24,211,872

セグメント負債 8,162,189 468,788 974,381 591,774 10,197,134

（省略）  

 

食品製造販売事業  

北米・南米 日本 小計 
合計 

（省略）  

セグメント利益 178,987 26,858 205,846 1,869,021

セグメント資産 3,381,346 483,601 3,864,947 28,076,820

セグメント負債 1,920,698 34,174 1,954,873 12,152,007

（省略）  
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４．連結財務諸表 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 

  （セグメント情報） 

 

【訂正前】 

４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関
する事項） 

（単位：千円） 

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 27,335,215 27,863,330

セグメント間取引消去 △5,868,489 △5,410,910

全社資産 1,505,800 1,304,645

連結財務諸表の資産合計 22,972,525 23,757,065

（注）全社資産は、当社の管理部門に係る資産であります。 

 

【訂正後】 

４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関
する事項） 

（単位：千円） 

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 27,548,705 28,076,820

セグメント間取引消去 △6,081,979 △5,624,399

全社資産 1,505,800 1,304,645

連結財務諸表の資産合計 22,972,525 23,757,065

（注）全社資産は、当社の管理部門に係る資産であります。 
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４．連結財務諸表 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 

  （セグメント情報） 

 

【訂正前】 

４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関
する事項） 

（単位：千円） 

報告セグメント計 調整額 
連結財務諸表 

計上額 
その他の項目 

前連結 
会計年度

当連結 
会計年度

前連結 
会計年度

当連結 
会計年度 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度

（省略）   

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

1,601,403 775,430 △146,081 21,395 1,455,322 796,825

 

【訂正後】 

４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関
する事項） 

（単位：千円） 

報告セグメント計 調整額 
連結財務諸表 

計上額 
その他の項目 

前連結 
会計年度

当連結 
会計年度

前連結 
会計年度

当連結 
会計年度 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度

（省略）   

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

1,309,241 775,430 146,081 21,395 1,455,322 796,825
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