
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年11月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本バイリーン株式会社 上場取引所 東 

コード番号 3514 URL http://www.vilene.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 菅野 光雄

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営財務部担当 （氏名） 安保 敬二 TEL 03-3258-3333
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日 配当支払開始予定日 平成21年12月8日

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 20,897 △24.6 495 △69.1 612 △69.1 354 △63.3

21年3月期第2四半期 27,712 ― 1,602 ― 1,980 ― 966 ―

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2四半期 5.47 5.47
21年3月期第2四半期 14.89 14.88

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2四半期 52,505 33,745 64.3 519.85
21年3月期 52,619 33,824 63.7 516.33

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  33,739百万円 21年3月期  33,496百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00

22年3月期 ― 4.00

22年3月期 
（予想）

― 4.00 8.00

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 44,000 △12.4 1,100 △16.9 1,300 △31.8 800 19.0 12.33

‐1‐



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、6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 

 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。なお、業績予想に関する事項は、6ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績
予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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2四半期 65,140,945株 21年3月期  65,140,945株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  238,903株 21年3月期  266,606株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 64,885,004株 21年3月期第2四半期 64,903,494株
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当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）の経済環境は、各国政府による経済

対策効果などにより、世界的不況に底打ちの兆しはあるものの、雇用情勢の悪化や企業収益の減少および設

備投資抑制など、依然先行き不透明感は強く深刻な状況は続いており、当社グループを取り巻く経営環境は

引き続き厳しい状況で推移しております。  

  このような状況下、当社グループは、２月に設置した経営改革委員会を中心に、収益構造を抜本的に見直

し、継続的に収益の確保ができるよう、業務・費用効率化の徹底、在庫の圧縮、生産効率の更なる改善、財

務面での強化など緊急対策を推進しており、一定の成果を上げることができました。また、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

価値の向上などの必須課題についても引き続き積極的に取り組んでおります。  

  しかし、市場環境が引き続き低調に推移していることおよび円高などの影響により、当第２四半期連結累

計期間の連結売上高は208億9千7百万円 (前年同期比24.6％減)になり、連結経常利益は6億1千2百万円(前年

同期比69.1％減)、連結四半期純利益は3億5千4百万円(前年同期比63.3％減)になりました。  

  

  

 
(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21年1月～6月は95.60円/米ドル（前年同期 104.90円/米ドル）です。 

  

 
(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21年1月～6月は95.60円/米ドル（前年同期 104.90円/米ドル）です。 

・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

平成20年９月期
(4月～9月） 
（百万円）

平成21年９月期
（4月～9月） 
（百万円）

増減比（％）

為替影響排除後

売上高 27,712 20,897 △24.6 △23.4

営業利益 1,602 495 △69.1 △68.8

経常利益 1,980 612 △69.1 △67.1

四半期純利益 966 354 △63.3 △59.2

部門別の概況

部門別販売高
平成20年９月期
（4月～9月） 
（百万円）

平成21年９月期
（4月～9月） 
（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 5,560 5,381 △3.2 △3.2

産業資材部門 5,167 4,398 △14.9 △14.9

自動車資材部門 11,752 7,282 △38.0 △35.1

空調資材部門 4,372 3,256 △25.5 △25.5

不織布関連事業計 26,852 20,318 △24.3 △23.1

《その他の事業》

その他の事業 860 578 △32.7 △32.7

その他の事業計 860 578 △32.7 △32.7

合 計 27,712 20,897 △24.6 △23.4
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①衣料・メディカル資材部門（売上高53億8千1百万円、前年同期比3.2％減） 

不織布・織編芯地は、大手アパレルメーカーなどの副資材の現地調達化が活発になっていること、

および衣料品の店頭販売不振による販売数量の減少が影響し、前年同期を大きく下回りました。中綿

は、防寒衣料用の販売が減少し、前年同期を下回りました。 

  貼付薬基布のうちパップ用は、市場縮小の影響を受けて、前年同期を下回りましたが、プラスター

用は、市場が拡大傾向にあることから前年同期を上回りました。産業用防じんマスクは、自動車関連

を中心とした需要減により販売が縮小しましたが、新型インフルエンザ対策用でＮ９５マスク、二つ

折りマスクなどが企業備蓄向けや一般消費者向けに販売が大幅に増加し、マスク全体として前年同期

を大きく上回りました。 

  

②産業資材部門（売上高43億9千8百万円、前年同期比14.9％減） 

ハイブリッド自動車用二次電池セパレータは、国内のエコカー減税・補助金の実施に加え、北米で

の新車買替え助成制度が実施され、ハイブリッド自動車の需要が増加したことにより、前年同期を大

きく上回りました。一般用途向け二次電池セパレータは、北米の住宅着工件数減少などによる電動工

具用途の需要減少などにより、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、企業の経費削減による複写機の販売不振の影響により、前年同期

を大きく下回りました。液体ろ過材は、国内電子業界の不振によ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72億8千2百万円、前年同期比38.0％減） 

自動車用天井材は、国内自動車メーカー各社の生産台数減少が影響し、前年同期を大きく下回りま

した。  

  自動車用フロアマットは、国内では、第2四半期以降、エコカー減税・補助金の実施による自動車

販売台数の回復により、販売が持ち直してはいるものの、前半の落ち込みをカバーできず、前年同期

を大きく下回りました。北米（1～6月）においては、自動車販売台数減少および円高などの影響によ

り前年同期を大きく下回りました。中国（1～6月）においては、日本向け販売が減少したため、前年

同期を大きく下回り、自動車用フロアマット事業全体としても、前年同期を大きく下回りました。  

  

④空調資材部門（売上高32億5千6百万円、前年同期比25.5％減） 

汎用エアフィルタおよびビル用・産業用中高性能エアフィルタは、交換周期延長、市場価格の大幅

な下落および新規設備投資物件の減少などが影響し、前年同期を大きく下回りました。機器内蔵用フ

ィルタは、市場環境の低迷により、前年同期を大きく下回りました。クリーンルーム機器は、企業の

新規設備投資抑制などが影響し、前年同期を大きく下回りました。自動車用キャビンエアフィルタ

は、国内自動車販売に持ち直しの動きは見られるものの、昨年来の在庫調整やリピート市場の低迷な

どの影響で販売が減少し、前年同期を大きく下回りました。 

  

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

を大きく下回りました。 

  

(ⅰ）不織布関連事業

（ⅱ）その他の事業（売上高5億7千8百万円、前年同期比32.7％減）
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衣料・メディカル資材部門は、マスクなど一部の製品の販売が好調に推移したものの、他の製品の

販売減少により前年同期比微減になりました。産業資材、自動車資材および空調資材部門の販売は、

市場環境の低迷などにより減少し、全体として売上高は前年同期比18.2%減の174億3千6百万円、営業

利益は前年同期比49.5％減の4億2千5百万円になりました。 

  

北米（1～6月）における自動車販売台数減少および円高の影響などにより自動車用フロアマットの

販売が減少し、売上高は前年同期比45.8％減の34億8千7百万円、営業利益は前年同期比94.1％減の4

千4百万円になりました。 

  

中国（1～6月）では、日本向け自動車用フロアマットの販売が減少し、売上高は前年同期比34.2％

減の3億7千9百万円、営業利益は前年同期比75.0％減の6百万円になりました。 

  

（1）資産 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、525億5百万円と前連結会計年度末に比べ1億1千4百

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2億4千9百万円の増加）は、たな卸資産が減少したものの主に受

取手形及び売掛金が増加したことなどによるものです。  

 固定資産の減少（前連結会計年度末比3億6千4百万円の減少）は、投資有価証券の時価評価などにより

投資その他の資産が増加したものの、主に有形固定資産が減少したことなどによるものです。  

  

（2）負債 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、187億6千万円と前連結会計年度末に比べ3千5百万円

の減少になりました。  

 流動負債の増加（前連結会計年度末比2億1千3百万円の増加）は、主に支払手形及び買掛金が増加した

ことなどによるものです。  

 固定負債の減少（前連結会計年度末比2億4千8百万円の減少）は、主に長期借入金および役員退職慰労

引当金がそれぞれ減少したことなどによるものです。  

  

（3）純資産 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、337億4千5百万円と前連結会計年度末に比べ7千9

百万円の減少になりました。  

 評価・換算差額等が増加したものの、株主への配当金支払いなどにより利益剰余金が減少したことなど

によるものです。  

  

  

所在地別の概況

(ⅰ）日本

(ⅱ）北米

(ⅲ）アジア

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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今後の経済情勢につきましては、雇用情勢の一層の悪化、個人消費の低迷および企業収益の低下など懸

念材料も多く、先行きは極めて不透明な状況が予想されます。  

 当社を取り巻く環境も、予断を許さない状況ではありますが、自動車用を含めた二次電池セパレータや

マスクなど一部の製品については堅調に推移するものと予想されます。  

  このような経営環境の中で、より一層の業務・費用効率化の徹底、在庫の適正化、生産効率の更なる改

善、財務面での強化を迅速かつ継続的に進めてまいります。また、この厳しい環境を、当社グループにと

って事業構造変革の機会と捉え、強固な企業体質の構築ならびに収益向上を実現することを目指してまい

ります。  

  一方で、経営の効率性と透明性をより向上させるために、コーポレートガバナンスおよびコンプライア

ンス体制の一層の充実を引き続き図ってまいります。  

通期の業績見通しといたしましては、連結売上高440億円（前期比12.4%減）、連結経常利益13億円（前期

比31.8%減）、連結当期純利益8億円（前期比19.0%増）を予想しております。  

  

 該当事項はありません。 
  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,431 7,320

受取手形及び売掛金 9,866 8,901

商品及び製品 4,073 4,664

仕掛品 775 605

原材料及び貯蔵品 1,449 1,651

その他 1,852 2,050

貸倒引当金 △8 △4

流動資産合計 25,439 25,189

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,712 7,878

機械装置及び運搬具（純額） 5,335 5,519

土地 3,762 4,076

その他（純額） 1,031 1,007

有形固定資産合計 17,842 18,482

無形固定資産   

無形固定資産合計 385 369

投資その他の資産   

投資有価証券 4,211 3,912

その他 4,659 4,715

貸倒引当金 △32 △50

投資その他の資産合計 8,838 8,577

固定資産合計 27,066 27,430

資産合計 52,505 52,619
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,715 3,162

短期借入金 5,348 5,366

1年内返済予定の長期借入金 115 147

未払法人税等 82 29

賞与引当金 588 592

役員賞与引当金 21 64

その他 2,002 2,296

流動負債合計 11,873 11,660

固定負債   

長期借入金 3,350 3,416

退職給付引当金 2,153 2,182

役員退職慰労引当金 16 67

偶発損失引当金 83 83

その他 1,283 1,385

固定負債合計 6,886 7,135

負債合計 18,760 18,795

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,816 9,816

資本剰余金 7,492 7,493

利益剰余金 18,853 19,148

自己株式 △115 △128

株主資本合計 36,046 36,329

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 166 94

繰延ヘッジ損益 △1 △1

為替換算調整勘定 △2,472 △2,925

評価・換算差額等合計 △2,307 △2,833

新株予約権 5 14

少数株主持分 － 312

純資産合計 33,745 33,824

負債純資産合計 52,505 52,619
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 27,712 20,897

売上原価 21,676 16,586

売上総利益 6,036 4,310

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 4,433 3,815

営業利益 1,602 495

営業外収益   

受取配当金 53 32

持分法による投資利益 193 55

受取補償金 100 －

助成金収入 － 48

その他 143 67

営業外収益合計 490 203

営業外費用   

支払利息 49 56

支払補償費 35 －

その他 26 30

営業外費用合計 112 86

経常利益 1,980 612

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 18

固定資産売却益 18 0

その他 1 －

特別利益合計 19 19

特別損失   

固定資産除却損 42 11

子会社株式売却損 － 12

たな卸資産評価損 56 －

減損損失 250 22

偶発損失引当金繰入額 83 －

その他 0 －

特別損失合計 432 45

税金等調整前四半期純利益 1,568 586

法人税、住民税及び事業税 528 113

法人税等調整額 60 113

法人税等合計 589 226

少数株主利益 12 4

四半期純利益 966 354
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該当事項はありません。 

  

  

当社および連結子会社は、不織布製品・その付属品等の製造、加工、販売の事業を行っておりま

す。当第２四半期連結累計期間については、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計の金額

に占める「不織布関連事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情

報の記載を省略しております。 

  

当社および連結子会社は、不織布製品・その付属品等の製造、加工、販売の事業を行っておりま

す。当第２四半期連結累計期間については、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計の金額

に占める「不織布関連事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情

報の記載を省略しております。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)
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(注) １ 国または地域の区分の方法および各区分に属する主な国または地域  

  (1) 国または地域の区分の方法……地理的近接度によっております。  

  (2) 日本以外の区分に属する主な国または地域……北 米：米国  

                           アジア：中国  

２ 第１四半期連結会計期間より、当社および国内連結子会社は「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）を適用しております。  

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業利益は41百万円減少しております。  

  

 
(注) 国または地域の区分の方法および各区分に属する主な国または地域 

    (1) 国または地域の区分の方法……地理的近接度によっております。 

    (2) 日本以外の区分に属する主な国または地域……北 米：米国 

                      アジア：中国 
  
  

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

  売上高

(1)外部顧客に対する売上高 21,217 6,429 65 27,712 ─ 27,712

(2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

103 ─ 511 614 (614) ─

計 21,320 6,429 577 28,327 (614) 27,712

  営業利益 841 752 27 1,621 (18) 1,602

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

    売上高

(1)外部顧客に対する売上高 17,381 3,487 29 20,897 ― 20,897

(2)セグメント間の内部  
  売上高又は振替高

55 ― 350 406 (406) ―

計 17,436 3,487 379 21,303 (406) 20,897

  営業利益 425 44 6 476 19 495
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(注) １ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。  

       ２ 国または地域の区分の方法および各区分に属する主な国または地域  

         (1) 国または地域の区分の方法……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または地域……アジア：中国、香港、台湾、韓国他  

                     北 米：米国、カナダ  

                     その他の地域：オーストラリア、ドイツ他  

  

 
(注) １ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

２ 国または地域の区分の方法および各区分に属する主な国または地域 

(1) 国または地域の区分の方法……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または地域……アジア：中国、香港、台湾、韓国他 

                   北 米：米国、カナダ 

                   その他の地域：オーストラリア、ドイツ他 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

【海外売上高】

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,837 6,546 200 9,583

Ⅱ 連結売上高(百万円) 27,712

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

10.3 23.6 0.7 34.6

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,161 3,590 137 5,888

Ⅱ 連結売上高(百万円) 20,897

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

10.3 17.2 0.7 28.2

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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