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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

22年3月期 45,837 △8.8 1,654 25.0 1,972 3.5 1,265 88.3
21年3月期 50,239 △14.9 1,323 △65.8 1,905 △56.5 672 △72.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 20.60 20.59 4.1 3.8 3.6
21年3月期 10.36 10.35 1.9 3.5 2.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  242百万円 21年3月期  336百万円

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 50,549 27,500 54.4 551.67
21年3月期 52,619 33,824 63.7 516.33

（参考） 自己資本   22年3月期  27,494百万円 21年3月期  33,496百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 5,030 △1,476 △4,693 6,158
21年3月期 4,082 △2,393 3,052 7,301

2.  配当の状況 

（注） 22年３月期期末配当金の内訳 記念配当 ２円00銭 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 778 115.8 2.2
22年3月期 ― 4.00 ― 6.00 10.00 558 48.5 1.9

23年3月期 
（予想）

― 6.00 ― 6.00 12.00 39.9

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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 24,000 14.8 1,000 101.8 1,200 95.9 750 111.4 15.05

通期 48,000 4.7 2,000 20.9 2,400 21.7 1,500 18.5 30.10
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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）  無  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 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 15,301,695株 21年3月期  266,606株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

22年3月期 33,043 △1.9 529 ― 1,222 △11.7 1,104 23.9
21年3月期 33,682 △13.2 △225 ― 1,384 △50.2 891 △42.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 17.98 17.97
21年3月期 13.74 13.73

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

22年3月期 43,974 23,294 53.0 467.27
21年3月期 45,494 29,413 64.6 453.17

（参考） 自己資本 22年3月期  23,288百万円 21年3月期  29,398百万円

※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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、5～6ページ「1.経営成績」の「(1)経営成績に関する分
析 次期の見通し」をご覧ください。 
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当期の経済環境は、年度前半においては一昨年秋からの金融危機を端緒とする世界同時不況に直面し

ておりましたが、各国経済対策の効果などによりその 悪期を脱し、緩やかな回復局面に入りつつあ

り、我が国においても、中国などの需要拡大により輸出が改善するなど一部景気持ち直しの動きも見ら

れました。しかし、失業率は依然高い水準にあり、設備投資の低迷やデフレの影響など、引き続き先行

き不透明感が強く、当社グループを取り巻く経営環境は依然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、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などの必須課題について積極的に取り組み、企業

価値の向上に努めてまいりました。さらには昨年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

のさらなる改善、財務面での強化など緊急対策を推進し、また、営業面においても、顧客ニーズの開拓

による受注確保の促進、早期製品化などの施策を推進いたしました。  

  その結果、年度後半には、市場環境の一部回復も相俟って受注が増加いたしましたが、年度前半にお

ける在庫調整や設備投資抑制に伴う受注減をカバーできず、当期の連結売上高は、458億3千7百万円

(前期比8.8％減)になりました。しかし、利益面では、上記施策に伴う売上原価率の改善などにより、

連結経常利益は19億7千2百万円(前期比3.5％増)、連結当期純利益は12億6千5百万円(前期比88.3％増)

を計上することができました。  

  

 
(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～12月は 93.65円/米ドル（前期 103.49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～12月は93.65円/米ドル（前期 103.49円/米ドル）です。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

平成21年３月期
（百万円）

平成22年３月期
（百万円）

増減比（％）

為替影響排除後

売上高 50,239 45,837 △8.8 △6.9

営業利益 1,323 1,654 25.0 29.7

経常利益 1,905 1,972 3.5 9.9

当期純利益 672 1,265 88.3 104.0

部門別の概況

部門別販売高
平成21年３月期
（百万円）

平成22年３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 10,517 10,086 △4.1 △4.1

産業資材部門 8,700 9,768 12.3 12.3

自動車資材部門 21,613 17,744 △17.9 △13.5

空調資材部門 8,029 6,911 △13.9 △13.9

不織布関連事業計 48,860 44,511 △8.9 △6.9

《その他の事業》

その他の事業 1,379 1,326 △3.9 △3.9

その他の事業計 1,379 1,326 △3.9 △3.9

合 計 50,239 45,837 △8.8 △6.9
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①衣料・メディカル資材部門（売上高100億8千6百万円、前期比4.1%減） 

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、衣料品の店頭

販売不振による販売数量の減少および価格競争の激化などが影響し、前期を大きく下回りました。中

綿は、ホビー用の販売が堅調に推移したものの、防寒衣料品の店頭販売不振に伴う販売数量減少によ

り、前期を大きく下回りました。 

  貼付薬基布のうちパップ用は、需要減少の影響を受けて前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や新規アイテムへの採用などにより前期を大きく上回りました。産業用防

じんマスクは、メイン市場である製造業が本格回復に至っていないものの、積極的な販売促進活動に

より前期並みを維持しました。また、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、マスク全体としては前期を大きく上回り

ました。 

  

②産業資材部門（売上高97億6千8百万円、前期比12.3％増） 

ハイブリッド自動車用ニッケル水素電池セパレータは、国内のエコカー減税・補助金の実施による

ハイブリッド自動車の需要増加などにより、前期を大きく上回りました。一般用途向けニッケル水素

電池セパレータは、乾電池代替の充電池用途や非常用電源などの需要増加および電動工具用途の需要

回復などにより販売が増加し、前期を大きく上回りました。ニカド電池セパレータは、電動工具関連

の流通在庫が一掃されたこと、および安価なニカド電池搭載モデルの販売増加などにより、前期を上

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およびアフターパ

ーツ用の在庫調整などにより、前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やビ

バレッジ用途の低迷により前期を大きく下回りました。 

  

③自動車資材部門（売上高177億4千4百万円、前期比17.9％減） 

自動車用フロアマットは、国内では、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前期を上回りました。北米（1～12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期を大きく下回りました。自動車用フロアマット事業全体としては、北米で

の販売落込みの影響により前期を大きく下回りました。  

  自動車用天井材は、輸出車の大幅減少による国内自動車メーカー各社の生産台数減少が影響し、前

期を大きく下回りました。  

  

④空調資材部門（売上高69億1千1百万円、前期比13.9％減） 

汎用エアフィルタは、ユーザーの経費削減による交換周期延長や自動車工場向け塗装ブース用フィ

ルタの低迷などが影響し、前期を大きく下回りました。ビル用・産業用中高性能エアフィルタは、大

口の交換需要物件の受注があったものの、交換周期延長および新規設備投資物件の減少などが影響

し、前期を大きく下回りました。機器内蔵用フィルタは、年度後半からは新規アイテムへの採用など

により販売が回復基調にありますが、通期では景気低迷による買い控えの影響などにより、前期を大

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、国内自動車販売の回復により、年度後半から受注が

増加しておりますが、年度前半における一昨年来の在庫調整やリピート市場の低迷などの影響によ

り、前期を下回りました。 

  

(ⅰ）不織布関連事業

-4-

日本バイリーン㈱ （3514） 平成22年3月期 決算短信



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、前期を下

回りました。 

  

エコカー減税・補助金の実施による国内自動車販売台数の回復により、ハイブリッド自動車用ニッ

ケル水素電池セパレータおよび自動車用フロアマットの販売が好調に推移しました。また、マスクな

ど一部の製品についても販売が好調に推移したものの、その他の製品の年度前半における景気低迷の

影響による販売減少をカバーできず、全体として売上高は前期比3.4%減の368億4千2百万円になりま

した。しかし、営業利益は、原料費・経費の削減や年度後半の売上の急激な回復などにより、前期比

23.5倍の10億2千9百万円になりました。 

  

北米（1～12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、売上高は前期比26.3％減の89億8千2百万円、営業利益は前期比55.5％減の5億5千4

百万円になりました。  

  

中国（1～12月）では、日本向け自動車用フロアマットの輸出販売が減少し、売上高は前期比

20.1％減の8億5千7百万円でしたが、原価低減などの合理化により、営業利益は前期比10.6％増の5千

6百万円になりました。 

  

  

今後の日本経済は、国内の設備投資や雇用情勢に厳しさが残るものの、引き続き近隣アジア諸国を中

心とした新興国の内需拡大に牽引され、輸出の増加が見込まれるほか、国内外の諸経済対策を背景に、

緩やかな景気の回復傾向が期待されます。一方で、海外経済の下振れリスクや、金融資本市場の変動、

石油関連原材料価格の上昇、また、国内経済においては、デフレのリスクを抱えており、収益に対する

不透明感は払拭されておらず、当社グループを取り巻く経営環境は引き続き予断を許さない状況が予想

されます。  

  このような状況のもとで当社グループは、今後も収益の増加が見込める二次電池用セパレータ、貼付

薬基材、自動車用フロアマットを既存事業の重要な柱として位置づけ、経営資源の集中や、積極的海外

展開を図ってまいります。また、創業50周年を機に、Engineering Fabric Innovationにチャレンジ

し、原材料技術、豊富な製造プロセス、多様な加工法の複合化から新高機能製品の創出に取り組んでま

いります。経営全般においては、一層の業務・費用効率化の徹底、生産効率のさらなる改善、財務面で

の強化を継続的に進め、厳しい経営環境に耐えうる高収益企業を目指してまいります。  

  一方で、健全で公正な企業活動を行うために規範となる諸規程の整備や、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強化を継続的に推進してまいります。  

次期の見通しといたしましては、連結売上高480億円、連結経常利益24億円、また、連結当期純利益

15億円を予想しております。  

(ⅱ）その他の事業（売上高13億2千6百万円、前期比3.9％減）

所在地別の概況

(ⅰ）日本

(ⅱ）北米

(ⅲ）アジア

次期の見通し
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次期の業績全般の見通し 

 
(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22年1月～12月の想定は90.00円/米ドル（前期 93.65円/米ドル）です。 

  

次期の部門別売上高見通し 

 
(注) 1.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22年1月～12月の想定は90.00円/米ドル（前期 93.65円/米ドル）です。 

2.平成23年3月期より産業資材事業部、自動車資材事業部の２つに組織変更を行っております。平成

22年3月期の部門別売上高は平成23年3月期の基準に基づき組替えております。 

  

当期実績
(平成22年３月期) 

（百万円）

次期見通し
(平成23年３月期) 

（百万円）

増減比（％）

為替影響排除後

売上高 45,837 48,000 4.7% 5.7%

営業利益 1,654 2,000 20.9% 24.6%

経常利益 1,972 2,400 21.7% 23.3%

当期純利益 1,265 1,500 18.5% 20.0%

部門別販売高
当期実績

(平成22年３月期)
（百万円）

次期見通し
(平成23年３月期)

（百万円）

増減比（％）

為替影響排除後

産業資材事業部 27,645 27,800 0.6% 0.6%

自動車資材事業部 18,192 20,200 11.0% 13.6%

合 計 45,837 48,000 4.7% 5.7%
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資産 

資産合計は、505億4千9百万円と前連結会計年度末に比べ20億７千万円の減少になりました。  

流動資産（前連結会計年度末比32百万円の減少）は、年度後半にかけて販売が回復したことにより、

受取手形及び売掛金が増加しましたが、たな卸資産が減少したこと、ならびに自己株式の公開買付け

などにより現金及び預金が減少したことで、わずかに減少しました。  

固定資産の減少（前連結会計年度末比20億3千7百万円の減少）は、主に有形固定資産が19億9千5百万

円減少したことによります。これは設備投資を抑制したこと、および不動産の売却によります。 

  

負債 

負債合計は、230億4千8百万円と前連結会計年度末に比べ42億5千3百万円の増加になりました。  

流動負債の増加（前連結会計年度末比15億5千5百万円の増加）は、主に販売増にともなう商品、原材

料の購入増加により支払手形及び買掛金が増加したこと、および未払法人税等が増加したことにより

ます。  

固定負債の増加（前連結会計年度末比26億9千7百万円の増加）は、主に自己株式の公開買付けに対応

するために長期の借入を実施したことによります。   

  

純資産 

純資産の合計は、275億円と前連結会計年度末に比べ63億2千3百万円の減少になりました。 

公開買付けにより自己株式を取得したこと、彦富工業株式会社を連結除外したことにより少数株主持

分が無くなったことなどによります。 

  

  

当期のキャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は61億5千8百

万円になり、前連結会計年度末に比べ11億4千2百万円減少いたしました。各活動別のキャッシュ・フ

ローの状況は以下のとおりであります。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ9億4千7百万円増加し、50億3千万円になりま

した。主な要因は、年度後半にかけて販売が回復したことにより、売上債権が増加しましたが、仕入

債務および引当金が増加したこと、たな卸資産および法人税等の負担が減少したことによります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用した資金は、前連結会計年度に比べ9億1千7百万円減少し、14億7千6百万円になりま

した。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が減少したこと、有形固定資産の売却による収

入、貸付金の回収による収入がそれぞれ増加したことによります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー） 

前連結会計年度は30億5千2百万円の収入でしたが、当連結会計年度は46億9千3百万円の支出になりま

した。主な要因は、当連結会計年度に自社株式の公開買付けを実施したことにより、自己株式の取得

による支出が66億1千2百万円増加したことなどによります。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
※ 自己資本比率：（純資産－新株予約権－少数株主持分）÷総資産 

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額÷総資産 

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債÷営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー÷利払い 

   1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

  2.株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式総数により算出しております。 

  3.営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象にし

ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

  

当社は、利益配分に関する基本方針として、平成21年５月15日の取締役会で以下の内容を決議してお

ります。 

 
※上記方針の「今後」とは、取締役会決議日である平成21年５月15日以降を指します。 

   

 当期の期末配当金につきましては、当期業績ならびに今後の経営環境などを勘案し、上記方針に基づ

き、普通配当については１株につき4円とさせていただきます。また、当社は、1960年6月1日国内初の

不織布専業メーカーとして設立され、本年で創業50周年を迎えました。これまでご支援いただきました

株主の皆様への感謝の意を表し、1株につき2円の記念配当をさせていただき、期末配当金は合計6円と

させていただきます。  

 なお、当期の配当は、すでにお支払いしている中間配当金1株あたり4円と合わせて、年間1株あたり

10円となります。  

 次期の配当につきましては、上記利益配分の基本方針に基づき、予想利益の達成を勘案して1株あた

り年間12円（うち中間配当6円）とさせていただく予定です。   

  

  

  

  

  

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％） 60.3 65.4 63.7 54.4

時価ベースの自己資本比率（％） 83.7 52.4 48.1 42.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 1.7 1.1 2.2 2.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 33.4 28.8 42.2 45.6

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、安定配当の考え方を

堅持しつつ、事業収益ならびにキャッシュフローの状況等を勘案し、連結当期純利益の一定比

率を配当の目安としてまいりました。  

 なお、今後につきましては、事業収益ならびにキャッシュフローの状況等を勘案したうえ

で、一定の安定的な配当を行うとともに、連結当期純利益の30％以上を配当の目安とし、業績

向上に努めてまいります。 
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 当企業集団は、日本バイリーン㈱（当社）および子会社11社・関連会社12社で構成されており、不織布

製品およびその加工品の製造販売を主な事業内容にしております。 

 企業集団の概略図は以下のとおりです。 

  

  

 

2. 企業集団の状況
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当社グループは、継続的な成長と収益の実現できる健全な企業体質を構築することにより、お客様、

株主の満足度を高め、従業員、地域社会との調和を保ち、企業の社会的責任を果たしてまいります。 

① 顧客・市場・社会のニーズに的確に応え、高品質・高機能な不織布を通じて提供する財、サービ

スの拡大をはかる。 

② グローバルネットワークの有効活用と、グループ相互の緊密な連繋および 適地生産により、海

外事業の競争力の強化に努める。  

③ 人的資源の有効活用と働き甲斐のある職場づくりにより、自由闊達でチャレンジ精神あふれた企

業風土を目指す。  

④ 資源の節約・再利用や環境保護に努め、自然環境との調和・共生をはかる。   

⑤ 企業活動の透明性を維持・確保し、経営理念およびＣＳＲ憲章に基づく運用に努める。 

当社グループは、５年後（平成27年３月期）の経営指標の目標を次のとおり設定いたします。 

■ 売上高        70,000百万円     ■ 経常利益      6,500百万円  

 ■ 当期利益        3,900百万円     ■ 売上高経常利益率    9％以上   

 ■ 総資本利益率       11％以上      ■ 投下資本利益率     9％以上 

① 中期経営ビジョンの策定 

 本年創業50周年を迎える当社グループは、中期経営ビジョンを策定し、長期的視野のもと、次

の50年のための基盤づくりに着手します。中期経営ビジョンでは、「Engineering Fabric 

Innovationへの挑戦」の基本方針のもと、当社グループの持つ原材料技術、製造プロセス及び加

工法から生み出される高機能製品を「Engineering Fabrics」と位置づけ、顧客のニーズや製品

づくりを機能で支えることに主眼をおき、5年後の経営目標を設定いたします。経営目標達成に

向け、以下の8つの基本戦略を定め、本年より実行してまいります。   

a. 新規事業の推進  

「Engineering Fabrics」の機能を活かし、「ヘルスケア、エコロジー、コンフォート」のタ

ーゲット市場で新製品開発や新たなマーケット・地域への進出など、新規事業の推進に傾注し

ます。  

b. 海外事業展開  

北米とアジアを重点地域とし、当社グループのグローバル・ネットワークを有効活用して事業

の拡大を図ります。  

c. 開発アイテムの早期事業化 

「Engineering Fabrics」の複合化技術をベースに、マネージメント・オブ・テクノロジー(Ｍ

ＯＴ)※(注)の手法を活用し、開発の仕組みの改革など、開発アイテムの早期事業化を推進しま

す。  

※(注)技術を核にした事業展開で、顧客や事業に貢献する技術開発を促進すること 

d. 既存事業の方向付け 

既存事業の選択と集中、効率化や 適化、ビジネスモデルの見直しを行い、戦略的事業拡大と

収益性の向上を図ります。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 会社の対処すべき課題および経営戦略

-10-

日本バイリーン㈱ （3514） 平成22年3月期 決算短信



e. 生産拠点の 適化  

グローバル生産拠点を活用した 適地生産を行い、また、国内生産拠点では、さらに効率的で

生産性の高いものづくりを行います。  

f. 業務改善と経営の効率化 

業務イノベーション、サプライチェーン・マネージメント強化およびコスト構造見直しを積極

的に推進し、資本効率やコスト効率を高め、キャッシュフローの増加を目指します。 

g. 求められる人材の養成  

人材の育成と確保は経営目標達成のための重要課題であり、人材育成、採用および人事制度を

戦略的に展開していきます。 

h. CSR・環境経営  

コンプライアンスを重視し、制度や規程、コーポレート・ガバナンス体制を継続的に整備強化

します。また、環境基本理念に基づき、環境負荷の少ないオペレーションや環境に配慮した製

品の提供を行います。  

② 事業部組織の改編 

 中期経営ビジョンに揚げた目標の達成に向けて、経営資源の 適配分と経営の意思決定の迅速

化をより重視した経営を行ってまいります。このために平成22年４月１日付で事業部組織を産業

資材事業部と自動車資材事業部の２つに改編しております。  
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

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) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,320 6,158

受取手形及び売掛金 8,901 11,165

商品及び製品 4,664 4,079

仕掛品 605 724

原材料及び貯蔵品 1,651 1,351

繰延税金資産 437 668

その他 1,613 1,013

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 25,189 25,156

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,014 21,239

減価償却累計額 △14,135 △13,887

建物及び構築物（純額） 7,878 7,352

機械装置及び運搬具 35,284 34,682

減価償却累計額 △29,764 △29,841

機械装置及び運搬具（純額） 5,519 4,840

工具、器具及び備品 5,937 5,727

減価償却累計額 △5,154 △5,109

工具、器具及び備品（純額） 783 617

土地 4,076 3,520

建設仮勘定 224 156

有形固定資産合計 18,482 16,487

無形固定資産   

ソフトウエア 308 285

その他 61 52

無形固定資産合計 369 337

投資その他の資産   

投資有価証券 3,912 4,064

繰延税金資産 974 838

その他 3,740 3,696

貸倒引当金 △50 △31

投資その他の資産合計 8,577 8,567

固定資産合計 27,430 25,392

資産合計 52,619 50,549
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(単位：百万円)

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,162 4,240

短期借入金 5,366 5,082

1年内返済予定の長期借入金 147 150

未払金 803 1,141

未払法人税等 29 351

賞与引当金 592 908

役員賞与引当金 64 54

設備関係支払手形 234 81

その他 1,258 1,204

流動負債合計 11,660 13,215

固定負債   

長期借入金 3,416 6,230

繰延税金負債 573 630

退職給付引当金 2,182 2,204

役員退職慰労引当金 67 11

偶発損失引当金 83 83

その他 812 672

固定負債合計 7,135 9,832

負債合計 18,795 23,048

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,816 9,816

資本剰余金 7,493 7,492

利益剰余金 19,148 19,504

自己株式 △128 △6,741

株主資本合計 36,329 30,071

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 94 147

繰延ヘッジ損益 △1 △0

為替換算調整勘定 △2,925 △2,723

評価・換算差額等合計 △2,833 △2,576

新株予約権 14 5

少数株主持分 312 －

純資産合計 33,824 27,500

負債純資産合計 52,619 50,549
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

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) 

売上高 50,239 45,837

売上原価 40,392 36,236

売上総利益 9,846 9,600

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 8,522 7,945

営業利益 1,323 1,654

営業外収益   

受取利息 27 33

受取配当金 72 41

持分法による投資利益 336 242

為替差益 23 －

受取補償金 100 －

助成金収入 － 55

その他 237 92

営業外収益合計 798 467

営業外費用   

支払利息 104 106

支払補償費 57 －

その他 54 43

営業外費用合計 216 149

経常利益 1,905 1,972

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8 20

固定資産売却益 21 26

投資有価証券売却益 17 －

特別利益合計 46 46

特別損失   

固定資産除却損 80 115

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 4 17

特別損失合計 475 155

税金等調整前当期純利益 1,476 1,862

法人税、住民税及び事業税 440 681

法人税等還付税額 △160 －

法人税等調整額 505 △88

法人税等合計 785 592

少数株主利益 19 4

当期純利益 672 1,265
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

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) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 9,816 9,816

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,816 9,816

資本剰余金   

前期末残高 7,493 7,493

当期変動額   

自己株式の処分 － △6

自己株式処分差損の振替 － 5

当期変動額合計 － △1

当期末残高 7,493 7,492

利益剰余金   

前期末残高 19,255 19,148

当期変動額   

剰余金の配当 △778 △648

当期純利益 672 1,265

連結除外による減少高 － △255

自己株式処分差損の振替 － △5

当期変動額合計 △106 355

当期末残高 19,148 19,504

自己株式   

前期末残高 △112 △128

当期変動額   

自己株式の取得 △16 △6,628

自己株式の処分 － 15

当期変動額合計 △16 △6,612

当期末残高 △128 △6,741

株主資本合計   

前期末残高 36,452 36,329

当期変動額   

剰余金の配当 △778 △648

当期純利益 672 1,265

連結除外による減少高 － △255

自己株式の取得 △16 △6,628

自己株式の処分 － 8

自己株式処分差損の振替 － －

当期変動額合計 △122 △6,258

当期末残高 36,329 30,071
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(単位：百万円)

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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 212 94

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △117 53

当期変動額合計 △117 53

当期末残高 94 147

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1 △1

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 △1 △0

為替換算調整勘定   

前期末残高 △195 △2,925

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,730 202

当期変動額合計 △2,730 202

当期末残高 △2,925 △2,723

評価・換算差額等合計   

前期末残高 14 △2,833

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,847 256

当期変動額合計 △2,847 256

当期末残高 △2,833 △2,576

新株予約権   

前期末残高 14 14

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △8

当期変動額合計 － △8

当期末残高 14 5

少数株主持分   

前期末残高 307 312

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 △312

当期変動額合計 5 △312

当期末残高 312 －
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(単位：百万円)

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) 

純資産合計   

前期末残高 36,789 33,824

当期変動額   

剰余金の配当 △778 △648

当期純利益 672 1,265

連結除外による減少高 － △255

自己株式の取得 △16 △6,628

自己株式の処分 － 8

自己株式処分差損の振替 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,842 △65

当期変動額合計 △2,965 △6,323

当期末残高 33,824 27,500
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,476 1,862

減価償却費 2,770 2,622

減損損失 250 22

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △17

賞与引当金の増減額（△は減少） △432 316

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △37 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △343 38

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 △38

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 83 －

固定資産除売却損益（△は益） 59 94

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △13 －

子会社株式売却損益（△は益） － 12

受取利息及び受取配当金 △100 △75

支払利息 104 106

持分法による投資損益(受取配当金相殺後・△は
益)

472 153

売上債権の増減額（△は増加） 3,805 △2,349

たな卸資産の増減額（△は増加） △279 717

仕入債務の増減額（△は減少） △2,407 983

その他 △333 556

小計 5,076 5,005

利息及び配当金の受取額 98 72

利息の支払額 △96 △110

法人税等の支払額 △996 △307

法人税等の還付額 － 370

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,082 5,030

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △0 －

有形固定資産の取得による支出 △2,119 △1,930

有形固定資産の売却による収入 26 374

無形固定資産の取得による支出 △93 △101

投資有価証券の取得による支出 △19 △19

投資有価証券の売却による収入 34 －

貸付けによる支出 △284 △117

貸付金の回収による収入 － 284

出資金の回収による収入 20 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 37

その他 42 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,393 △1,476
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(単位：百万円)

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) 

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） 1,060 △284

長期借入れによる収入 2,950 3,000

長期借入金の返済による支出 △148 △131

自己株式の取得による支出 △16 △6,628

自己株式の処分による収入 － 0

配当金の支払額 △778 △648

少数株主への配当金の支払額 △14 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,052 △4,693

現金及び現金同等物に係る換算差額 △179 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,562 △1,142

現金及び現金同等物の期首残高 2,739 7,301

現金及び現金同等物の期末残高 7,301 6,158
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(5)【継続企業の前提に関する注記】

   該当事項はありません。

   

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

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)

 １ 連結の範囲に関する事項

連結子会社は12社であり、非連結子会社はありま

せん。

国内連結子会社であったブイエスエス株式会社は

平成21年3月18日に清算を結了したため、連結子

会社数には含めておりませんが、清算日までの損

益計算書を連結しております。

連結子会社名は、「２ 企業集団の状況」に記載

しているため省略しております。

 １ 連結の範囲に関する事項

連結子会社は11社であり、非連結子会社はありま

せん。

国内連結子会社であった彦富工業株式会社は、当

社が所有する株式の一部売却に伴い議決権所有割

合が33.3%に低下したため、連結の範囲から除外

しております。

連結子会社名は、「２ 企業集団の状況」に記載

しているため省略しております。

 ２ 持分法の適用に関する事項

関連会社11社のうちフロイデンベルグ＆バイリー

ンインターナショナルリミテッド他９社に対する

投資について持分法を適用しております。

関連会社㈱新和製作所は、連結純損益および連結

利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がないため持分法は適用してお

りません。

また、フロイデンベルグ＆バイリーントレーディ

ング(スーチョウ）カンパニーリミテッドは平成

20年8月12日に清算を結了したため、関係会社数

には含めておりません。

 ２ 持分法の適用に関する事項

関連会社12社のうちフロイデンベルグ＆バイリー

ンインターナショナルリミテッド他９社に対する

投資について持分法を適用しております。

関連会社彦富工業㈱、㈱新和製作所の２社は、連

結純損益および連結利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても重要性がないため

持分法は適用しておりません。

 ３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社８社の決算日は３月31日であり、バイ

アムマニファクチュアリングインコーポレーテッ

ド他３社の決算日は12月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、当該財務諸表

を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引

については必要な調整を行っております。

 ３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社７社の決算日は３月31日であり、バイ

アムマニファクチュアリングインコーポレーテッ

ド他３社の決算日は12月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、当該財務諸表

を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引

については必要な調整を行っております。
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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)

４ 会計処理基準に関する事項

  (1) 重要な資産の評価基準および評価方法

   ①有価証券

    その他有価証券

時価のあるもの……決算期末日の市場価格

等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定)によっております。

４ 会計処理基準に関する事項

  (1) 重要な資産の評価基準および評価方法

   ①有価証券

    その他有価証券

     時価のあるもの

         同左

時価のないもの……主に移動平均法による

原価法によっております。

     時価のないもの

         同左

   ②デリバティブ取引

    時価法によっております。

   ②デリバティブ取引

同左

   ③たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

当社は総平均法による原価法(貸借対照表価額

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 終仕入原価法による原

価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法)によっております。

(会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」(企業会計基準第９号）を適用し

ております。これにより営業利益および経常利

益はそれぞれ103百万円、税金等調整前当期純

利益は160百万円減少しております。 

なお、セグメントに与える影響は当該箇所に記

載しております。 

 

   ③たな卸資産

同左

 ――――――――――――――――

   (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法      

     ①有形固定資産（リース資産は除く） 

当社は建物(附属設備を除く)は定額法、その他

の有形固定資産は定率法によっております。ま

た、国内連結子会社は主に定率法によっており

ますが、平成10年４月１日以降に取得した建物

(附属設備を除く)については定額法を採用して

おります。在外連結子会社は定額法および加速

度償却法を採用しております。主な耐用年数

は、建物38年～50年、機械装置７年でありま

す。 

   (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法      

     ①有形固定資産（リース資産は除く）

当社は建物(附属設備を除く)は定額法、その他

の有形固定資産は定率法によっております。ま

た、国内連結子会社は主に定率法によっており

ますが、平成10年４月１日以降に取得した建物

(附属設備を除く)については定額法を採用して

おります。在外連結子会社は定額法を採用して

おります。主な耐用年数は、建物38年～50年、

機械装置７年であります。 

   （追加情報）

有形固定資産の耐用年数の変更 

平成20年度の法人税法の改正を契機に、当社の

機械装置につき経済耐用年数の見直しを行った

結果、従来耐用年数を９年としておりました

「不織布製造設備」を、当連結会計年度より７

年に変更しております。  

これにより、営業利益、経常利益および税金等

調整前当期純利益はそれぞれ134百万円減少し

ております。   

 ――――――――――――――――

   

      ②無形固定資産（リース資産は除く）

    当社および連結子会社は定額法を採用しており

ます。なお、自社利用ソフトウェアについて

は、社内における見込み利用可能期間(５年)に

よる定額法によっております。

     ②無形固定資産（リース資産は除く）

同左
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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)

  (3) 重要な引当金の計上基準

   ①貸倒引当金：当社および連結子会社は債権の貸

倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に債権の回収可能性

を検討して回収不能見込額を計上

しております。

  (3) 重要な引当金の計上基準

   ①貸倒引当金

同左

   ②賞与引当金：当社および国内連結子会社は従業

員に対して支給する賞与の支出に

充てるため支給見込額により計上

しております。

   ②賞与引当金

同左

   ③役員賞与引当金：当社および国内連結子会社は

役員賞与の支出に備えて、当

連結会計年度末における支給

見込額により計上しておりま

す。

      ③役員賞与引当金 
同左

   ④退職給付引当金：当社および国内連結子会社は

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務および年金資

産の見込額に基づき計上して

おります。

            過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(５年)によ

る定額法により費用処理して

おります。

            数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)による定

額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。

   ④退職給付引当金

同左

   ⑤役員退職慰労引当金：国内連結子会社の一部は

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく当連

結会計年度末支給見込額の

100％を計上しております。

   ⑤役員退職慰労引当金
   同左

   ⑥偶発損失引当金：将来発生する懸念がある偶発

損失に備え、将来発生する可

能性がある金額を見積り、必

要と認められる金額を計上し

ております。

   ⑥偶発損失引当金

同左

  (4) 重要な外貨建の資産および負債の本邦通貨への

換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

なお、在外子会社等の資産および負債は決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、収益およ

び費用並びにキャッシュ・フローは期中平均相

場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定に含めております。

  (4) 重要な外貨建の資産および負債の本邦通貨への

換算基準

同左
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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)

  (5) 重要なヘッジ会計の方法

   ①ヘッジ会計の方法

    原則として繰延ヘッジ処理によっております。

なお、特例処理の要件を満たしている金利スワ

ップについては特例処理を採用しております。

  (5) 重要なヘッジ会計の方法

   ①ヘッジ会計の方法

同左

   ②ヘッジ手段とヘッジ対象

    ヘッジ手段：金利スワップ

    ヘッジ対象：借入金

   ②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

   ③ヘッジ方針

    借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利

スワップを行っており、ヘッジ対象の識別は個

別契約ごとに行っております。

   ③ヘッジ方針

同左

   ④ヘッジ有効性評価の方法

    ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計ま

たは相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロ

ー変動の累計または相場変動を半期毎に比較

し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効

性を評価しております。ただし、特例処理によ

っている金利スワップについては、有効性の評

価を省略しております。

   ④ヘッジ有効性評価の方法

同左

   (6) その他連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項

   ①消費税等の会計処理

    国内連結会社は、税抜方式によっております。

②連結納税制度の適用

 連結納税制度を適用しております。

  (6) その他連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項

   ①消費税等の会計処理

同左

   ②連結納税制度の適用

同左

 ５ 連結子会社の資産および負債の評価に関する事項

   連結子会社の資産および負債の評価については、

全面時価評価法を採用しております。

 ５ 連結子会社の資産および負債の評価に関する事項

同左

 ６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲

  連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現

金および現金同等物)は、手許現金、随時引き出

し可能な預金および容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。

 ６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

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)

（リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、当連結会計年度より、「リ

ース取引に関する会計基準」（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」（企業会計基準適用指針第16号）を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。 

当連結会計年度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。 

 

（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）

当連結会計年度より、「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18号）を適用しております。 

これによる営業利益、経常利益および税金等調整前

当期純利益に与える影響はありません。 

 

    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

（退職給付に係る会計基準）

 当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」

の一部改正（その３）（企業会計基準第19号）を適

用しております。  

これによる営業利益、経常利益および税金等調整前

当期純利益に与える影響はありません。  

 

(8)【表示方法の変更】

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)

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、営業外収益の「その他」

に含めて表示しておりました「助成金収入」は、100

分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記

することといたしました。なお、前連結会計年度の

営業外収益の「その他」に含まれる「助成金収入」

は65百万円であります。

前連結会計年度において、区分掲記しておりました

営業外費用の「支払補償費」は、重要性が減少した

ため、当連結会計年度より営業外費用の「その他」

に含めて表示することに変更いたしました。なお、

当連結会計年度の営業外費用の「その他」に含まれ

る「支払補償費」は１百万円であります。
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連結貸借対照表、連結損益計算書（減損損失を除く）、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・
フロー計算書に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるた
め開示を省略いたします。 
  

 
  

(9)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結損益計算書関係)

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)

  減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて減損

損失を計上しております。

  減損損失 

   当社グループは、以下の資産グループについて減損

損失を計上しております。

 

用途 種類 場所
金額 

(百万円)

衣料分野の 
事業用資産

土地、  
機械装置他

滋賀県守山市 
宮城県白石市他

240

遊休資産 土地 宮城県白石市 7

賃貸資産 土地 宮城県白石市 2

衣料分野の事業用資産、遊休資産および賃貸資産に

ついて帳簿価額回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に250百万円計上して

おります。勘定科目別の主な内訳は、機械装置211

百万円および土地17百万円であります。  

事業用資産については、製品分野別にグルーピング

し、遊休資産、売却予定資産および賃貸資産につい

ては、個別の資産グループとしております。  

当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額

によって測定しております。その評価は、不動産鑑

定評価基準等に基づき算定した価額から処分費用見

込額を控除して算定しております。  

 

 

用途 種類 場所
金額 

(百万円)

衣料分野の 
事業用資産

土地 宮城県白石市 8

遊休資産 土地 宮城県白石市 9

賃貸資産 土地 宮城県白石市 4

衣料分野の事業用資産、遊休資産および賃貸資産に

ついては、保有資産の市場価額の悪化により、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失として特別損失に22百万円計上しております。

勘定科目別の主な内訳は土地であります。 

なお上記宮城県白石市に保有する不動産については

当連結会計年度末までに外部に売却しており、売却

益は18百万円です。  

事業用資産については、製品分野別にグルーピング

し、遊休資産、売却予定資産および賃貸資産につい

ては、個別の資産グループとしております。  

当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額

によって測定しております。その評価は、不動産鑑

定評価基準等に基づき算定した価額から処分費用見

込額を控除して算定しております。  
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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。当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資

産の金額に占める「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。当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資

産の金額に占める「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。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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)
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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 

・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。 

・各区分に属する主な国または地域……北 米：米国 

                  アジア：中国 

２ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、当連結会計年度より、「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第9号）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」の営業利益および経常利益はそれぞれ103百

万円、税金等調整前当期純利益は160百万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 

・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。 

・各区分に属する主な国または地域……北 米：米国 

                  アジア：中国 

  

２ 所在地別セグメント情報

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)

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)

Ⅰ 売上高および営業損益

  売上高

(1)外部顧客に対する売上高 37,944 12,182 112 50,239 － 50,239

(2)セグメント間の 
  内部売上高

186 － 960 1,147 (1,147) －

計 38,131 12,182 1,073 51,386 (1,147) 50,239

  営業費用 38,087 10,936 1,022 50,046 (1,131) 48,915

  営業利益 43 1,245 51 1,340 (16) 1,323

Ⅱ 資産 46,218 5,559 971 52,749 (129) 52,619

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)

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)

Ⅰ 売上高および営業損益

  売上高

(1)外部顧客に対する売上高 36,698 8,982 156 45,837 － 45,837

(2)セグメント間の 
  内部売上高

143 － 701 845 (845) －

計 36,842 8,982 857 46,682 (845) 45,837

  営業費用 35,813 8,428 801 45,042 (860) 44,182

  営業利益 1,029 554 56 1,639 14 1,654

Ⅱ 資産 43,760 5,856 1,133 50,750 (201) 50,549
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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……北 米：米国、カナダ 

                   アジア：中国、香港、台湾、韓国他 

                   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……北 米：米国、カナダ 

                   アジア：中国、香港、台湾、韓国他 

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

  

  

  

  

  

３ 海外売上高

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)

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 12,396 4,453 335 17,184

Ⅱ 連結売上高(百万円) 50,239

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

24.7 8.8 0.7 34.2

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)

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,268 4,528 413 14,210

Ⅱ 連結売上高(百万円) 45,837

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

20.2 9.9 0.9 31.0
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
２ １株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

  
  

(１株当たり情報)

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)

１株当たり純資産額 516円33銭 １株当たり純資産額 551円67銭

１株当たり当期純利益 10円36銭 １株当たり当期純利益 20円60銭

潜在株式調整後  
１株当たり当期純利益

10円35銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

20円59銭

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)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 33,824百万円 27,500百万円

普通株式に係る純資産額 33,496百万円 27,494百万円

差額の主な内訳

新株予約権 14百万円 5百万円

少数株主持分 312百万円 －

普通株式の発行済株式数 65,140,945株 65,140,945株

普通株式の自己株式数 266,606株 15,301,695株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通 
株式の数

64,874,339株 49,839,250株

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)

連結損益計算書上の当期純利益 672百万円 1,265百万円

普通株式に係る当期純利益 672百万円 1,265百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 － －

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式の期中平均株式数 64,894,012株 61,423,046株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に
用いられた当期純利益調整額の主な内訳

－ －

当期純利益調整額 － －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数の主な内訳

自己株式取得方式のストック・オプション
新株予約権方式のストック・オプション

－
52,878株 28,711株

普通株式増加数 52,878株 28,711株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益の算定に含まれなかった
潜在株式の概要

－ －

-29-

日本バイリーン㈱ （3514） 平成22年3月期 決算短信



  

 
  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給

付、ストック・オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信にお

ける開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

  

(重要な後発事象)

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)

 
 該当事項はありません。

（自己株式の消却について）

平成22年４月28日開催の当社取締役会において、会社
法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を以下のと
おり決議いたしました。 
 ①消却する株式の種類 
   普通株式 
 ②消却する株式の数 
   5,000,000株 
 ③消却予定日 
   平成22年５月14日 
 ④消却後の発行済株式総数 
   60,140,945株 
 

（火災による損害の発生について）

平成22年２月10日に、持分法適用関連会社であるコリ
アバイリーンカンパニーリミテッド(12月決算)の工場
（韓国 平澤市）において火災が発生し、棚卸資産、
建物及び機械装置等を焼失いたしました。 
焼失した資産の帳簿価額は約246百万円で、当該資産に
つきましては保険が付されておりますが、原状回復費
用等を含めた実際の影響額は、現時点では未確定であ
ります。 
 

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,217 4,808

受取手形 1,336 2,141

売掛金 6,070 7,090

商品及び製品 4,010 3,545

仕掛品 373 499

原材料及び貯蔵品 985 920

前払費用 91 135

繰延税金資産 237 470

関係会社短期貸付金 670 30

未収入金 1,015 1,517

未収還付法人税等 404 －

その他 70 21

貸倒引当金 △0 △2

流動資産合計 21,484 21,177

固定資産   

有形固定資産   

建物 15,886 15,363

減価償却累計額 △10,806 △10,601

建物（純額） 5,079 4,762

構築物 1,321 1,240

減価償却累計額 △1,051 △1,001

構築物（純額） 269 239

機械及び装置 27,053 26,504

減価償却累計額 △23,793 △23,841

機械及び装置（純額） 3,260 2,662

車両運搬具 292 292

減価償却累計額 △267 △273

車両運搬具（純額） 25 18

工具、器具及び備品 5,441 5,292

減価償却累計額 △4,758 △4,761

工具、器具及び備品（純額） 682 531

土地 2,306 2,081

建設仮勘定 14 14

有形固定資産合計 11,637 10,310

無形固定資産   

借地権 34 34

ソフトウエア 284 256

電話加入権 6 6

その他 13 5

無形固定資産合計 339 304
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 864 970

関係会社株式 7,525 7,608

関係会社出資金 981 981

従業員に対する長期貸付金 2 0

関係会社長期貸付金 － 40

破産更生債権等 36 35

差入保証金 1,024 1,022

長期預金 457 479

繰延税金資産 883 753

その他 290 317

貸倒引当金 △31 △29

投資その他の資産合計 12,033 12,181

固定資産合計 24,010 22,796

資産合計 45,494 43,974

負債の部   

流動負債   

支払手形 671 710

買掛金 2,295 3,384

短期借入金 5,344 5,310

1年内返済予定の長期借入金 71 90

未払金 1,451 1,469

未払費用 243 318

未払法人税等 － 291

未払消費税等 21 171

預り金 44 45

賞与引当金 429 726

役員賞与引当金 45 48

設備関係支払手形 207 50

その他 12 16

流動負債合計 10,839 12,632

固定負債   

長期借入金 2,588 5,498

退職給付引当金 1,885 1,917

長期預り保証金 459 481

偶発損失引当金 83 83

その他 226 67

固定負債合計 5,241 8,047

負債合計 16,081 20,680
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,816 9,816

資本剰余金   

資本準備金 7,492 7,492

その他資本剰余金 1 －

資本剰余金合計 7,493 7,492

利益剰余金   

利益準備金 1,078 1,078

その他利益剰余金   

別途積立金 6,533 6,533

繰越利益剰余金 4,513 4,963

利益剰余金合計 12,125 12,575

自己株式 △128 △6,741

株主資本合計 29,306 23,142

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 94 146

繰延ヘッジ損益 △1 △0

評価・換算差額等合計 92 145

新株予約権 14 5

純資産合計 29,413 23,294

負債純資産合計 45,494 43,974
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 33,682 33,043

売上原価 27,585 26,553

売上総利益 6,097 6,490

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 6,322 5,960

営業利益 △225 529

営業外収益   

受取利息 15 16

受取配当金 1,358 657

受取賃貸料 99 96

為替差益 25 8

その他 285 85

営業外収益合計 1,784 865

営業外費用   

支払利息 53 87

賃貸費用 58 57

支払補償費 18 －

その他 43 27

営業外費用合計 174 172

経常利益 1,384 1,222

特別利益   

固定資産売却益 0 5

関係会社株式売却益 － 183

投資有価証券売却益 17 －

貸倒引当金戻入額 7 1

特別利益合計 25 189

特別損失   

たな卸資産評価損 56 －

固定資産除却損 78 98

減損損失 40 22

偶発損失引当金繰入額 83 －

特別損失合計 259 121

税引前当期純利益 1,150 1,291

法人税、住民税及び事業税 19 325

法人税等還付税額 △190 －

法人税等調整額 430 △138

法人税等合計 259 187

当期純利益 891 1,104
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 9,816 9,816

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,816 9,816

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 7,492 7,492

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,492 7,492

その他資本剰余金   

前期末残高 1 1

当期変動額   

自己株式の処分 － △6

自己株式処分差損の振替 － 5

当期変動額合計 － △1

当期末残高 1 －

資本剰余金合計   

前期末残高 7,493 7,493

当期変動額   

自己株式の処分 － △6

自己株式処分差損の振替 － 5

当期変動額合計 － △1

当期末残高 7,493 7,492

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,078 1,078

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,078 1,078

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 6,533 6,533

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,533 6,533
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,400 4,513

当期変動額   

剰余金の配当 △778 △648

当期純利益 891 1,104

自己株式処分差損の振替 － △5

当期変動額合計 112 449

当期末残高 4,513 4,963

利益剰余金合計   

前期末残高 12,012 12,125

当期変動額   

剰余金の配当 △778 △648

当期純利益 891 1,104

自己株式処分差損の振替 － △5

当期変動額合計 112 449

当期末残高 12,125 12,575

自己株式   

前期末残高 △112 △128

当期変動額   

自己株式の取得 △16 △6,628

自己株式の処分 － 15

当期変動額合計 △16 △6,612

当期末残高 △128 △6,741

株主資本合計   

前期末残高 29,209 29,306

当期変動額   

剰余金の配当 △778 △648

当期純利益 891 1,104

自己株式の取得 △16 △6,628

自己株式の処分 － 8

当期変動額合計 96 △6,163

当期末残高 29,306 23,142
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 213 94

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △118 52

当期変動額合計 △118 52

当期末残高 94 146

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1 △1

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 △1 △0

評価・換算差額等合計   

前期末残高 211 92

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △118 53

当期変動額合計 △118 53

当期末残高 92 145

新株予約権   

前期末残高 14 14

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △8

当期変動額合計 － △8

当期末残高 14 5

純資産合計   

前期末残高 29,435 29,413

当期変動額   

剰余金の配当 △778 △648

当期純利益 891 1,104

自己株式の取得 △16 △6,628

自己株式の処分 － 8

自己株式処分差損の振替 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △118 44

当期変動額合計 △22 △6,119

当期末残高 29,413 23,294
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

(5)【重要な会計方針】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 有価証券の評価基準および評価方法

(1) 子会社株式および関連会社株式…… 移動平均法

による原価

法によって

おります。

１ 有価証券の評価基準および評価方法

(1) 子会社株式および関連会社株式

        同左

(2) その他有価証券

    時価のあるもの……期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は、全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は、移動平均

法により算定)によってお

ります。

(2) その他有価証券

    時価のあるもの

       同左

    時価のないもの……移動平均法による原価法に

よっております。

    時価のないもの

       同左

２ デリバティブの評価基準および評価方法

   時価法によっております。

２ デリバティブの評価基準および評価方法

       同左

３ たな卸資産の評価基準および評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法)によって  

おります。

（会計方針の変更）

当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第9号）を適用しております。 

これにより、営業損失が78百万円増加し、経常利

益が78百万円、税引前当期純利益が135百万円それ

ぞれ減少しております。

３ たな卸資産の評価基準および評価方法

   同左

   ――――――――――――――――
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前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

４ 固定資産の減価償却の方法

   有形固定資産（リース資産を除く）

建物(附属設備を除く)は定額法、その他の有形 

固定資産は定率法によっております。

なお、主な耐用年数は、建物38年～50年、機械装

置７年であります。

   （追加情報）

有形固定資産の耐用年数の変更 

平成20年度の法人税法の改正を契機に、当社の機

械及び装置につき経済耐用年数の見直しを行った

結果、従来耐用年数を９年としておりました「不

織布製造設備」を、当事業年度より７年に変更し

ております。 

これにより、営業損失が134百万円増加し、経常

利益および税引前当期純利益は、それぞれ134百

万円減少しております。

４ 固定資産の減価償却の方法

   有形固定資産（リース資産を除く）

同左

 

――――――――――――――――

   無形固定資産（リース資産を除く）

   定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における見込み利用可能期間(５年)による定額法

によっております。

   無形固定資産（リース資産を除く）

    同左

５ 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準

外貨建債権債務は、期末日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。

５ 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準

  同左
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前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

６ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金     債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に債権の回

収可能性を検討して回収不

能見込額を計上しておりま

す。

６ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金     

        同左

 (2) 賞与引当金     従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支

給見込額により計上してお

ります。

 (2) 賞与引当金    

       同左

 (3) 役員賞与引当金   役員賞与の支出に備えて、

当事業年度末における支給

見込額を計上しておりま

す。

 (3) 役員賞与引当金   

        同左

(4) 退職給付引当金   従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末におけ

る退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき計上

しております。

過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(５

年)による定額法により費

用処理しております。

数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理

しております。

 (4) 退職給付引当金   

        同左

 (5) 偶発損失引当金  

将来発生する懸念がある偶

発損失に備え、将来発生す

る可能性がある金額を見積

り、必要と認められる金額

を計上しております。

 (5) 偶発損失引当金     

 同左
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前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

７ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

  原則として繰延ヘッジ処理によっております。な

お、特例処理の要件を満たしている金利スワップ

については特例処理を採用しております。

７ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法
       同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段：金利スワップ

  ヘッジ対象：借入金

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
       同左

 (3) ヘッジ方針

  借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップを行っており、ヘッジ対象の識別は個別契

約ごとに行っております。

 (3) ヘッジ方針
       同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は

相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動

の累計又は相場変動を半期毎に比較し、両者の変

動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価してお

ります。ただし、特例処理によっている金利スワ

ップについては、有効性の評価を省略しておりま

す。

(4) ヘッジ有効性評価の方法
       同左

８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

  税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理
   同左
(2) 連結納税制度の適用
   同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

前事業年度
              (自 平成20年４月１日 
               至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

 （リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、当事業年度より、「リ

ース取引に関する会計基準」（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」（企業会計基準適用指針第16号）を適用し

ております。  

なお、当事業年度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。

―――――――――――――――― 

  

 

  

 

  

 

  

 

（退職給付に係る会計基準）

当事業年度より、「退職給付に係る会計基準」の一

部改正（その３）（企業会計基準第19号）を適用し

ております。この適用による営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益に与える影響はありません。

(7)【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（連結損益計算書関係）

前事業年度において、損益計算書上、営業外費用の

「支払補償費」（当事業年度1百万円）は、重要性が

減少したため、当事業年度より、営業外費用の「そ

の他」に含めて表示することに変更しております。
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貸借対照表、損益計算書（減損損失を除く）、株主資本等変動計算書、リース取引、有価証券、１株当
たり情報に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開
示を省略いたします。 

 
  

(8)【個別財務諸表に関する注記事項】

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

   減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失
を計上しております。

    減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を
計上しております。

 

用途 種類 場所
金額 

(百万円)

衣料分野の 
事業用資産

土地、  

機械及び装置他

滋賀県守山市 
宮城県白石市他

30

遊休資産 土地 宮城県白石市 7

賃貸資産 土地 宮城県白石市 2

衣料分野の事業用資産、遊休資産および賃貸資産に

ついて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として特別損失に40百万円計上して

おります。勘定科目別の主な内訳は、機械及び装置

21百万円および土地17百万円であります。

 事業用資産については、製品分野別にグルーピング

し、遊休資産、売却予定資産および賃貸資産につい

ては、個別の資産グループとしております。

 当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額

によって測定しております。その評価は、不動産鑑

定評価基準等に基づき算定した価額から処分費用見

込額を控除して算定しております。

 

用途 種類 場所
金額 

(百万円)

衣料分野の 
事業用資産

土地 宮城県白石市 8

遊休資産 土地 宮城県白石市 9

賃貸資産 土地 宮城県白石市 4

衣料分野の事業用資産、遊休資産および賃貸資産に

ついては、保有資産の市場価額の悪化により、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失として特別損失に22百万円計上しております。 

勘定科目別の主な内訳は土地であります。 

なお上記宮城県白石市に保有する不動産について

は、当事業年度末までに外部に売却しており、売却

益は5百万円です。  

事業用資産については、製品分野別にグルーピング

し、遊休資産、売却予定資産および賃貸資産につい

ては、個別の資産グループとしております。  

当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額

によって測定しております。その評価は、不動産鑑

定評価基準等に基づき算定した価額から処分費用見

込額を控除して算定しております。 
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 
 該当事項はありません。

（自己株式の消却について）
平成22年４月28日開催の当社取締役会において、会社
法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を以下の
とおり決議いたしました。 
 ①消却する株式の種類 
   普通株式 
 ②消却する株式の数 
   5,000,000株 
 ③消却予定日 
   平成22年５月14日 
 ④消却後の発行済株式総数 
   60,140,945株 
 

（火災による損害の発生について）
平成22年２月10日に、持分法適用関連会社であるコリ
アバイリーンカンパニーリミテッド(12月決算)の工場
（韓国 平澤市）において火災が発生し、棚卸資産、
建物及び機械装置等を焼失いたしました。 
焼失した資産の帳簿価額は約246百万円で、当該資産
につきましては保険が付されておりますが、原状回復
費用等を含めた実際の影響額は、現時点では未確定で
あります。
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役員の異動は平成22年４月28日に開示済みであります。 

  

  

6. その他

(1) 役員の異動
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