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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 14,217 ― 919 ― 1,170 ― 633 ―

20年3月期第1四半期 14,853 10.4 1,144 14.8 1,313 13.9 651 4.3

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

21年3月期第1四半期 9.76 9.75
20年3月期第1四半期 10.04 10.03

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

21年3月期第1四半期 54,467 35,748 65.1 545.97
20年3月期 55,788 36,789 65.4 561.81

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  35,437百万円 20年3月期  36,467百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 30,000 ― 2,100 ― 2,300 ― 1,300 ― 20.02
通期 60,000 1.7 4,000 3.4 4,500 2.7 2,600 6.8 40.05

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  

(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） 

［（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他 をご覧ください。］  

(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 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸
表規則を早期に適用しております。 
業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は今後の
様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  65,140,945株 20年3月期  65,140,945株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  234,203株 20年3月期  230,096株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  64,909,015株 20年3月期第1四半期  64,921,272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１四半期の経済環境は、米国サブプライムローン問題を発端とする金融市場の混乱および米国経済の
減速懸念などに加え、原油や原材料価格の高騰が企業収益や個人消費を圧迫し、前年度後半から引き続き景
気は減速基調で推移しました。
　このような状況下、当社グループは、国際的な経営環境の変化に対応した事業構造と収益体制の強化を目
標とする中期経営計画「Value」の最終年度を迎え、「Value」で掲げた事業構造の再構築、新規技術による高
機能化のさらなる推進と用途拡大、生産体制の適正化、経営資源の効率的運用と企業価値の向上などの諸課
題に積極的に取り組んでおります。 
　しかし、市場の落ち込みの影響および対米ドル為替レートが大幅に円高になったことから、当第１四半期
の連結売上高は前年同期に比べ6億3千5百万円減の142億1千7百万円(前年同期比4.3％減)になり、連結経常利
益は1億4千3百万円減の11億7千万円(前年同期比10.9％減)、連結四半期純利益は1千8百万円減の6億3千3百万
円(前年同期比2.8％減)になりました。 

平成19年６月期
（百万円）

平成20年６月期
（百万円）

増減比（％）

為替影響排除後

売上高 14,853 14,217 △4.3 △1.3

営業利益 1,144 919 △19.7 △15.4

経常利益 1,313 1,170 △10.9 △6.6

当期純利益 651 633 △2.8 2.9

(注) 在外関係会社の現地通貨建業績を円貨に換算するための主な為替レート

　  期中平均：平成20年1月～3月は 105.25円/米ドル（前年同期 119.45円/米ドル）です。

部門別の概況

部門別販売高
平成19年６月期

（百万円）
平成20年６月期

（百万円）

増減比（％）

為替影響排除後

《不織布関連事業》

衣料・メディカル資材部門 2,992 2,836 △5.2 △5.2

産業資材部門 2,681 2,676 △0.2 △0.2

自動車資材部門 6,591 5,982 △9.2 △2.5

空調資材部門 2,184 2,321 6.3 6.3

不織布関連事業計 14,450 13,816 △4.4 △1.3

《その他の事業》

その他の事業 402 401 △0.2 △0.2

その他の事業計 402 401 △0.2 △0.2

合 計 14,853 14,217 △4.3 △1.3

(注) 在外関係会社の現地通貨建業績を円貨に換算するための主な為替レート

　  期中平均：平成20年1月～3月は 105.25円/米ドル（前年同期 119.45円/米ドル）です。
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(ⅰ）不織布関連事業

①衣料・メディカル資材部門（売上高28億3千6百万円、前年同期比5.2％減）

不織布芯地は、アパレル製品生産拠点の海外移転に伴う副資材の現地調達化の影響などにより、前年

同期を下回りました。織編芯地は、不織布芯地同様、海外現地調達化による影響などにより、前年同期

を大きく下回りました。中綿は、新製品販売寄与により、前年同期を上回りました。 

　貼付薬基布は、プラスター用での新製品販売の寄与が大きく、パップ用を含めた全体で前年同期を上

回りました。産業用防じんマスクは、前期後半から新製品を市場投入し、差別化戦略を進めております

が、海外競合品の影響により、前年同期を大きく下回りました。

(注) 当期より衣料資材部門とメディカル・コンシューマー資材部門を統合し、衣料・メディカル資材部

門に変更いたしました。

②産業資材部門（売上高26億7千6百万円、前年同期比0.2％減）

ニッケル水素電池用セパレータは、ハイブリッド自動車用が、世界的なガソリン価格の高騰、環境意

識の高まりおよび主要ユーザーの増産などにより、前年同期を大きく上回りました。民生用は北米の住

宅建設減少により電動工具用途向けが減少したものの、乾電池代替の充電池用途が拡大傾向にあり、前

年同期並みを維持しました。

　ニカド電池用セパレータは、ニッケル水素電池用同様、北米の住宅建設減少による汎用工具向けの減

少などにより、前年同期を大きく下回りました。 

　複写機用クリーニングロールは、前年同期を大きく上回りました。液体ろ過材は、ビバレッジ用、電

子・半導体用および水処理用などが好調に推移し前年同期を大きく上回りました。プリント配線基板材

は、前年同期に特需などがあった影響もあり、前年同期を大きく下回りました。

③自動車資材部門（売上高59億8千2百万円、前年同期比9.2％減）

自動車用天井材およびエアクリーナーは、輸出用車種の生産増により、前年同期を大きく上回りまし

た。しかし、主力のフロアマットは、国内および北米における自動車販売台数の減少の影響および対米

ドル為替レートが大幅に円高になったことから、前年同期を大きく下回りました。

④空調資材部門（売上高23億2千1百万円、前年同期比6.3％増）

汎用エアフィルタは、ディスポタイプなどの販売が堅調に推移し、前年同期並みになりました。ビル

用・産業用中高性能エアフィルタは、環境配慮型製品を中心に環境施策の徹底による差別化営業の推進

を継続しましたが、大型オフィスビル建設の減少、価格競争およびフィルタの交換周期の延長による影

響もあり、前年同期を下回りました。機器内蔵用フィルタ分野は、国内空気清浄機用、ＯＡ機器用とも

に前年同期を下回りました。クリーンルーム機器は、厳しい価格競争は続いているものの、大型物件の

商権獲得もあり、前年同期を大きく上回りました。自動車用キャビンエアフィルタは、新製品販売の寄

与により、前年同期を大きく上回りました。

(ⅱ）その他の事業（売上高4億1百万円、前年同期比0.2％減）

受取ロイヤルティ、販売コミッションおよび関係会社向け原料販売などのその他事業は、前年同期並

みを維持しました。
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所在地別の概況

(ⅰ）日本

空調資材部門は、新製品販売の寄与などにより販売増になりました。自動車資材部門および産業資材部

門の販売は、前年同期並みになったものの、衣料資材部門では海外現地調達化の傾向は変わらず、国内販

売は縮小傾向で推移いたしました。この結果、売上高は109億4千5百万円と前年同期並みになりました。

しかし、営業利益は原材料価格の上昇などにより前年同期比10.0％減の5億4千4百万円になりました。

(ⅱ）北米

バイアムマニファクチュアリングインコーポレーテッドの自動車用フロアマットは、北米における自

動車販売台数の減少の影響を受け販売減になったことおよび対米ドル為替レートが大幅に円高になった

ことから、売上高は前年同期比15.9％減の32億9千5百万円、営業利益は前年同期比32.8％減の3億6千6百

万円になりました。

(ⅲ）アジア

天津バイアムオートモーティブプロダクツカンパニーリミテッドの自動車用フロアマットの販売は順

調に拡大を続け、売上高は前年同期比15.0％増の2億5千4百万円、営業利益は前年同期比78.9％増の7百

万円になりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末における総資産合計は544億６千７百万円と前連結会計年度末に比べ13億２千

１百万円の減少になりました。 

流動資産の増加（前連結会計年度末比１億４千７百万円の増加）は、賞与引当金の減少に伴う繰延税金資産

の減少や受取手形及び売掛金の減少もありますが、短期借入金の借入による現金及び預金の増加およびたな

卸資産の増加によるものであります。固定資産の減少（前連結会計年度末比14億６千９百万円の減少）は、

本邦通貨への換算レート変動により在外子会社の有形固定資産や在外関連会社に係る投資有価証券が減少し

たことなどによるものであります。 

　負債合計は187億１千８百万円と前連結会計年度末に比べ２億８千万円の減少になりました。 

流動負債の減少（前連結会計年度末比２千６百万円の減少）は、短期借入金の借入が増加しましたが、賞与

引当金および支払手形及び買掛金の減少によるものであります。固定負債の減少（前連結会計年度末比２億

５千４百万円の減少）は、長期借入金および退職給付引当金の減少によるものであります。 

　純資産合計は357億４千８百万円と前連結会計年度末に比べ10億４千１百万円の減少になりました。利益剰

余金は２億４千４百万円増加しましたが、本邦通貨への換算レート変動により為替換算調整勘定が13億８千

万円減少したことなどによるものであります。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報
今後の見通しにつきましては、景気は企業収益が弱含みとなるなど足踏み状態が続いており、また、米国

経済、為替、原材料価格の動向が懸念され、当社グループを取り巻く経営環境は厳しい状況が続くものと思

われます。

　本年５月15日に平成21年３月期の第２四半期累計期間、通期の業績予想を発表しておりますが、修正が必

要な場合は適宜開示いたします。
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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)

　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有形固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する

方法により算定しております。

(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
①四半期財務諸表に関する会計基準および四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針の適用

当第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年
３月14日 企業会計基準第12号)および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準
委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。
　また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、当社は総平均法による原価法、連結子会社は主と
して最終仕入原価法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の
評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、当社は総
平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、連結子会社
は主として最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法）により算定しております。これにより、営業利益および経常利益は43百万円、税金等調整前四
半期純利益は100百万円減少しております。

③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取
扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結財務諸表上必要な修正を行っておりま
す。
　なお、これによる営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

④リース取引に関する会計基準等の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30
日 企業会計基準第13号）および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平
成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計
期間より早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。
　また、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
　なお、当第１四半期連結会計期間においては該当事項がないため、この変更による影響はありません。

（追加情報）

当第１四半期連結会計期間より当社は機械及び装置の耐用年数について法人税法の改正を契機として
見直しを行った結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利
益は、それぞれ34百万円減少しております。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,144 2,758

受取手形及び売掛金 12,807 12,917

商品及び製品 4,789 4,338

仕掛品 629 772

原材料及び貯蔵品 1,776 1,702

その他 1,653 2,167

貸倒引当金 △13 △15

流動資産合計 24,787 24,639

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,269 8,634

機械装置及び運搬具（純額） 5,448 5,700

土地 4,100 4,136

その他（純額） 1,307 1,311

有形固定資産合計 19,125 19,782

無形固定資産

無形固定資産合計 432 443

投資その他の資産

投資有価証券 5,445 5,879

その他 4,715 5,083

貸倒引当金 △39 △39

投資その他の資産合計 10,121 10,922

固定資産合計 29,679 31,149

資産合計 54,467 55,788
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（単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,449 5,654

短期借入金 5,113 4,339

1年内返済予定の長期借入金 146 154

未払法人税等 178 327

賞与引当金 485 1,025

役員賞与引当金 29 102

その他 2,784 2,609

流動負債合計 14,187 14,213

固定負債

長期借入金 648 753

退職給付引当金 2,442 2,526

役員退職慰労引当金 65 65

その他 1,374 1,439

固定負債合計 4,530 4,785

負債合計 18,718 18,998

純資産の部

株主資本

資本金 9,816 9,816

資本剰余金 7,493 7,493

利益剰余金 19,499 19,255

自己株式 △114 △112

株主資本合計 36,694 36,452

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 318 212

繰延ヘッジ損益 △0 △1

為替換算調整勘定 △1,575 △195

評価・換算差額等合計 △1,257 14

新株予約権 14 14

少数株主持分 296 307

純資産合計 35,748 36,789

負債純資産合計 54,467 55,788
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 14,217

売上原価 11,029

売上総利益 3,188

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 2,269

営業利益 919

営業外収益

受取配当金 50

持分法による投資利益 50

受取補償金 100

その他 117

営業外収益合計 318

営業外費用

支払利息 24

支払補償費 30

その他 12

営業外費用合計 67

経常利益 1,170

特別利益

固定資産売却益 13

その他 0

特別利益合計 13

特別損失

固定資産除却損 21

たな卸資産評価損 56

減損損失 10

特別損失合計 88

税金等調整前四半期純利益 1,095

法人税、住民税及び事業税 174

法人税等調整額 284

法人税等合計 458

少数株主利益 3

四半期純利益 633
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸表は「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７

条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 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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「参考」

(要約）前第１四半期連結損益計算書

区分

前第1四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日）

金額（百万円） 百 分 比

％

Ⅰ 売上高 14,853 100.0 

Ⅱ 売上原価 11,496 77.4 

 売上総利益 3,356 22.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,211 14.9 

営業利益 1,144 7.7 

Ⅳ 営業外収益 228

Ⅴ 営業外費用 59

経常利益 1,313 8.8 

Ⅵ 特別利益 0

Ⅶ 特別損失 2

税金等調整前四半期純利益 1,311 8.8 

法人税、住民税及び事業税 356

法人税等調整額 298

少数株主利益 4

四半期純利益 651 4.4 
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