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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 8,371 7.9 289 375.9 382 494.4 89 ―

23年3月期第2四半期 7,761 △0.6 60 △75.3 64 △80.5 △632 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △220百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △1,035百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 3.23 ―

23年3月期第2四半期 △22.73 ―

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

24年3月期第2四半期 22,292 12,622 56.6 454.08
23年3月期 23,757 12,912 54.4 464.49

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  12,622百万円 23年3月期  12,912百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

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

23年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00

24年3月期 ― 2.50

24年3月期（予想） ― 2.50 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 18,000 4.2 800 △9.4 800 △10.0 500 ― 17.99



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績予想の数値は、当社が現在入手している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、本業績
予想の数値と異なる場合があります。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 28,392,000 株 23年3月期 28,392,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 593,321 株 23年3月期 592,526 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 27,798,811 株 23年3月期2Q 27,807,191 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（1）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による影響から徐々に持ち直し

の傾向が見られたものの、急激な円高・株安の進行など先行き不透明な状況で推移しました。 

海外では米国の景気減速や欧州での財政不安が長期化し、今後における企業収益への影響が懸念

される状況です。 

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の課題を

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。 

このような状況の下で当社グループは、全世界を市場とする企業特性を活かし、市場ニーズを的

確にとらえるとともに、機械のより一層の標準化推進と、安全性の向上を図り、レオロジー（流動

工学）を基礎とする当社独自の開発技術の機械化により、多様な消費者ニーズに対応できる商品群

を国内および海外の食品業界へ提案してまいりました。 

当社グループでは、売上が顧客の設備投資の影響を受けるため、年度の中でも第２四半期連結会

計期間および第４四半期連結会計期間に多く計上される傾向にあります。 

食品成形機においては、国内では、大手ユーザー向けの「２列火星人 ＷＮ０５５型、ＷＮ０５

６型」の販売が減少したことなどにより売上が減少しました。海外では、ヨーロッパ、アジア地域

の売上は昨年並みでしたが、アメリカ地域では、景気低迷の影響を受け売上が減少しました。 

製パンライン等においては、国内では「ラックボックススチーマー」や「Ｖ４中華まんライン」、

「ＶＭ２５０製パンライン」、「インジェクションライン」などの販売が好調で、売上が増加しま

した。海外では、ヨーロッパ地域での財政不安による景気低迷の影響を受け、売上が減少しました。 

修理その他は、巡回点検活動が実を結び国内・海外ともに順調に売上を伸ばしました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は8,371百万円（対前年同四半期7.9％

増）、営業利益は289百万円（対前年同四半期375.9％増）、経常利益は382百万円（対前年同四半

期494.4％増）、四半期純利益は89百万円（前年同四半期は四半期純損失632百万円）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864百万円減少し、10,122百万円となりました。これは、

現金及び預金が192百万円減少、受取手形及び売掛金が回収により478百万円減少、仕掛品が114百

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599百万円減少し、12,170百万円となりました。これは、

減価償却および減損損失などにより有形固定資産が516百万円減少、投資有価証券が16百万円減少、

繰延税金資産が53百万円減少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1,464百万円減少し、22,292百万円となりまし

た。 
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（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,068百万円減少し、6,902百万円となりました。これは、

短期借入金が822百万円減少、前受金が151百万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105百万円減少し、2,767百万円となりました。これは、

長期借入金が118百万円増加、退職給付引当金が138百万円減少、繰延税金負債が18百万円減少、再

評価に係る繰延税金負債が22百万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1,174百万円減少し、9,670百万円となりまし

た。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて289百万円減少し、12,622百万円となりました。これ

は、利益剰余金が53百万円増加、為替換算調整勘定が363百万円減少したことなどによります。 

 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末に比べて

2.3％増加の56.6％となりました。 

 

（3）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の決算発表時（平成23年５月16日）に公表いたしました第２四半期（累計）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23年10月28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。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

（3）会計方針の変更・会計上の見積り変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,282,009 2,089,160

受取手形及び売掛金 3,732,897 3,254,717

商品及び製品 3,037,361 3,019,175

仕掛品 790,169 675,679

原材料及び貯蔵品 461,001 493,397

繰延税金資産 341,810 324,233

その他 361,542 284,093

貸倒引当金 △19,636 △17,896

流動資産合計 10,987,156 10,122,560

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,390,172 11,217,117

減価償却累計額 △6,976,434 △7,031,413

建物及び構築物（純額） 4,413,738 4,185,703

機械装置及び運搬具 5,552,813 5,412,690

減価償却累計額 △4,075,455 △4,018,581

機械装置及び運搬具（純額） 1,477,357 1,394,109

工具、器具及び備品 1,682,227 1,633,750

減価償却累計額 △1,566,072 △1,534,004

工具、器具及び備品（純額） 116,155 99,745

土地 5,156,931 5,061,813

リース資産 131,031 148,279

減価償却累計額 △51,764 △66,026

リース資産（純額） 79,266 82,252

建設仮勘定 427,460 331,123

有形固定資産合計 11,670,910 11,154,746

無形固定資産   

のれん 13,381 －

その他 70,127 73,463

無形固定資産合計 83,508 73,463

投資その他の資産   

投資有価証券 465,588 448,788

長期貸付金 167,671 162,970

繰延税金資産 447,145 393,511

その他 124,079 116,464

貸倒引当金 △188,994 △176,843

投資損失引当金 － △2,800

投資その他の資産合計 1,015,489 942,091

固定資産合計 12,769,908 12,170,301

資産合計 23,757,065 22,292,861
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 785,943 676,867

短期借入金 5,119,217 4,297,135

リース債務 28,525 31,934

未払費用 422,764 323,204

未払法人税等 145,913 132,407

前受金 412,532 260,988

賞与引当金 377,672 458,476

役員賞与引当金 － 5,700

関係会社整理損失引当金 153,242 96,591

災害損失引当金 61,335 －

その他 464,090 619,264

流動負債合計 7,971,236 6,902,568

固定負債   

長期借入金 1,465,925 1,584,050

リース債務 53,991 54,110

繰延税金負債 227,572 209,419

再評価に係る繰延税金負債 734,254 711,919

退職給付引当金 227,411 88,676

資産除去債務 21,685 21,731

その他 142,378 97,682

固定負債合計 2,873,218 2,767,590

負債合計 10,844,455 9,670,158

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 5,713,793 5,766,859

自己株式 △167,435 △167,584

株主資本合計 19,958,857 20,011,775

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △74,622 △21,244

土地再評価差額金 △5,367,751 △5,400,647

為替換算調整勘定 △1,603,874 △1,967,179

その他の包括利益累計額合計 △7,046,247 △7,389,072

純資産合計 12,912,609 12,622,703

負債純資産合計 23,757,065 22,292,861
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 7,761,586 8,371,676

売上原価 4,158,582 4,582,755

売上総利益 3,603,004 3,788,921

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 175,308 127,580

荷造運搬費 187,332 212,983

貸倒引当金繰入額 18 513

販売手数料 163,798 129,243

給料及び手当 1,205,494 1,163,487

賞与引当金繰入額 193,179 245,027

役員賞与引当金繰入額 － 5,700

退職給付費用 170,667 160,300

旅費及び交通費 182,787 160,585

減価償却費 134,402 125,309

研究開発費 246,724 352,483

その他 882,534 816,593

販売費及び一般管理費合計 3,542,248 3,499,806

営業利益 60,755 289,114

営業外収益   

受取利息 3,610 6,021

受取配当金 6,626 6,459

物品売却益 19,808 8,047

為替差益 － 8,944

投資有価証券割当益 12,600 －

関係会社整理損失引当金戻入額 － 56,650

その他 32,878 45,068

営業外収益合計 75,523 131,192

営業外費用   

支払利息 37,142 33,882

為替差損 31,811 －

その他 2,925 3,620

営業外費用合計 71,879 37,503

経常利益 64,398 382,803

特別利益   

固定資産売却益 1,450 42

貸倒引当金戻入額 15,140 －

特別利益合計 16,590 42
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

特別損失   

固定資産売却損 1,385 －

固定資産除却損 2,855 －

減損損失 243,524 61,848

投資有価証券評価損 51,430 71,234

関係会社株式評価損 55,777 －

投資損失引当金繰入額 4,200 －

関係会社事業損失引当金繰入額 84,982 －

災害による損失 － 25,763

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 16,998 －

その他 100 －

特別損失合計 461,254 158,847

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（△）

△380,264 223,998

法人税、住民税及び事業税 127,869 87,784

法人税等調整額 123,904 46,546

法人税等合計 251,774 134,330

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△632,038 89,668

四半期純利益又は四半期純損失（△） △632,038 89,668
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△632,038 89,668

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △35,478 53,377

為替換算調整勘定 △368,454 △363,305

その他の包括利益合計 △403,932 △309,927

四半期包括利益 △1,035,971 △220,259

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,035,971 △220,259
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30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（△）

△380,264 223,998

減価償却費 396,520 355,032

減損損失 243,524 61,848

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 16,998 －

のれん償却額 16,650 13,381

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,985 △4,816

賞与引当金の増減額（△は減少） △56,176 83,596

退職給付引当金の増減額（△は減少） 99,204 83,561

投資損失引当金の増減額（△は減少） 4,200 2,800

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 5,700

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） 84,982 －

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） － △56,650

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △61,335

受取利息及び受取配当金 △10,236 △12,480

支払利息 37,142 33,882

投資有価証券評価損益（△は益） 107,207 71,234

売上債権の増減額（△は増加） 145,430 403,342

たな卸資産の増減額（△は増加） △742,023 △42,260

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,007 20,665

その他の固定資産の増減額（△は増加） △2,734 △2,907

未払費用の増減額（△は減少） 6,995 △75,227

仕入債務の増減額（△は減少） 293,672 △39,478

未収消費税等の増減額（△は増加） 779 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △26,955 13,210

その他の流動負債の増減額（△は減少） 310,521 33,407

その他の固定負債の増減額（△は減少） 1,927 △44,696

その他 △15,004 22,455

小計 521,385 1,088,263

利息及び配当金の受取額 10,204 11,405

利息の支払額 △38,628 △34,601

退職金制度移行に伴う支払額 △220,575 △222,296

法人税等の支払額 △110,895 △130,834

法人税等の還付額 334 77,916

営業活動によるキャッシュ・フロー 161,825 789,853

レオン自動機株式会社（6272）　平成24年３月期 第２四半期決算短信

－9－



(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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 △383,628 △98,908

無形固定資産の取得による支出 △6,187 △17,164

投資有価証券の取得による支出 △33,223 △2,345

貸付けによる支出 △26,120 △18,956

貸付金の回収による収入 29,574 15,487

その他 2,572 △335

投資活動によるキャッシュ・フロー △417,013 △122,223

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） 289,009 △752,475

長期借入れによる収入 300,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △441,175 △437,110

リース債務の返済による支出 △11,818 △14,225

自己株式の取得による支出 △782 △148

配当金の支払額 △69,759 △69,550

財務活動によるキャッシュ・フロー 65,475 △673,510

現金及び現金同等物に係る換算差額 △118,237 △186,968

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △307,950 △192,849

現金及び現金同等物の期首残高 1,885,804 2,282,009

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,577,853 2,089,160
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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) セグメント情報等 

 （セグメント情報） 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（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 

売上高  

(1)外部顧客への売上高 3,609,907 532,934 1,302,493 542,780 5,988,115

(2)セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

1,564,816 52,703 173 － 1,617,694

計 5,174,724 585,637 1,302,667 542,780 7,605,810

セグメント利益又は損失（△） 176,373 △9,955 70,635 67,062 304,116

 

食品製造販売事業  

北米・南米 日本 小計 
合計 

売上高 

(1)外部顧客への売上高 1,562,526 210,944 1,773,470 7,761,586

(2)セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

－ 71 71 1,617,765

計 1,562,526 211,015 1,773,542 9,379,352

セグメント利益又は損失（△） 156,768 3,081 159,849 463,966

(注) 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……………………台湾、中国、韓国、オーストラリア 

 

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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） 

利  益 金  額 

報告セグメント計 463,966

セグメント間取引消去 214,037

本社一般管理費（注） △617,248

四半期連結損益計算書の営業利益 60,755

（注）本社一般管理費は、当社の管理部門に係る費用であります。 
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当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（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 

売上高  

(1)外部顧客への売上高 4,471,607 493,210 1,142,375 515,286 6,622,481

(2)セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

1,393,160 7,173 － 4,875 1,405,209

計 5,864,767 500,384 1,142,375 520,162 8,027,690

セグメント利益 640,146 18,424 66,445 74,419 799,437

 

食品製造販売事業  

北米・南米 日本 小計 
合計 

売上高 

(1)外部顧客への売上高 1,548,546 200,648 1,749,195 8,371,676

(2)セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

－ 22 22 1,405,231

計 1,548,546 200,671 1,749,218 9,776,908

セグメント利益 44,439 5,306 49,746 849,183

(注) 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……………………台湾、中国、韓国、オーストラリア 

 

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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） 

利  益 金  額 

報告セグメント計 849,183

セグメント間取引消去 49,900

本社一般管理費（注） △609,969

四半期連結損益計算書の営業利益 289,114

（注）本社一般管理費は、当社の管理部門に係る費用であります。 

 

(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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