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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 12,040 21.0 848 588.5 962 758.7 528 ─

22年３月期第１四半期 9,954 △30.0 123 △86.6 112 △90.4 1 △99.7

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

23年３月期第１四半期 10 61 10 60
22年３月期第１四半期 0 03 0 03

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 50,293 28,085 55.8 563 42

22年３月期 50,549 27,500 54.4 551 67

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 28,079百万円 22年３月期 27,494百万円

2. 配当の状況

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

22年３月期 ─ 4 00 ─ 6 00 10 00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 6 00 ─ 6 00 12 00

3. 平成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(累計)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) 24,500 17.2 1,600 222.9 1,900 210.2 1,100 210.0 22 07

通 期 48,500 5.8 2,600 57.1 3,100 57.2 1,850 46.2 37 12



 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・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は終了していませ

ん。 

  

・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。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、

四半期決算短信（添付資料）４ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.５「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ─ 社 (            )  除外 ─ 社 (            )

   （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

   （注）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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

   （注）「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、表示方法等の変更の有無となります。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 60,140,945株 22年３月期 65,140,945株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 10,303,294株 22年３月期 15,301,695株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 49,838,462株 22年３月期１Ｑ 64,872,055株

※ 四半期レビュー手続きの実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結会計期間の経済環境は、政府の緊急経済対策を始めとする政策の効果や中国を中心

とした海外経済の改善などを背景に、企業収益の改善や個人消費が持ち直し、景気は回復傾向にあるも

のの、アメリカ・欧州を中心とした海外景気の下振れ懸念による株安や円高の傾向などの懸念材料によ

り、当社グループを取り巻く環境は、依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況下、当社グループは、生産の効率化やコスト削減に努めるとともに、国内外自動車販

売台数の回復、ハイブリッド自動車の増産などの影響により、連結売上高は120億4千万円（前年同四半

期比21.0%増）になりました。また利益面でも連結営業利益は8億4千8百万円（前年同四半期比588.5%

増）、連結経常利益は9億6千2百万円（前年同四半期比758.7%増）、連結四半期純利益は前年同四半期

よりも大幅増の5億2千8百万円になりました。 

 なお、当社グループの海外売上高は以下のとおりです。   

（単位：百万円）

 
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は、90.69円/米ドル（平成22年1月～3月期

中平均：前年同四半期93.76円）です。 

 ※前第１四半期における売上高に占める海外売上高の割合を示します。 

  

また、当社グループは、当年５月に策定した中期経営ビジョン「Engineering Fabric Innovation」

における基本戦略をもとに、既存ビジネスの選択と集中、業務改善による経営の効率化および開発アイ

テムの早期事業化などの諸施策に着手いたしております。 

  

セグメントの業績は以下のとおりです。 

  

当第１四半期連結会計期間より、「産業資材事業」、「自動車資材事業」の２つのセグメントに分け

ております。 

なお、当社グループの決算期は、海外子会社が12月、国内会社は３月であるため、業績の状況に関す

る海外についての記載は平成22年１月～３月期、それ以外の記載は平成22年４月～６月期についてであ

ります。 

①産業資材事業 

産業資材事業は、電気・工業資材分野での販売が好調に推移したことなどにより、売上高は69億8千

万円、営業利益3億8千9百万円になりました。  

産業資材事業における主な各分野の売上高は以下のとおりです。  

◇衣料・メディカル資材分野（売上高22億6千6百万円） 

芯地の売上は、長期間続いていた市場の縮小傾向が鈍化したことおよび積極的な営業活動により、

前年同四半期並みを維持しました。中綿は顧客の防寒衣料の生産数量が大幅に減少した影響を受け

て、前年同四半期を大きく下回りました。  

 貼付薬市場では、パップ剤の需要減少とプラスター剤の需要拡大が進行しております。この市場動

1. 当四半期の連結業績等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

北米 アジア その他の地域 合 計
売上高に占める海外 

売上高の割合

当第１四半期 2,878 1,451 92 4,423 36.7%

前年同四半期 
増減率

70.9% 55.0% 17.8% 63.8% ※  27.1%
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向に連動して当社パップ剤基布の売上は前年同四半期を下回り、プラスター剤基布の売上は前年同

四半期を上回りましたが、貼付薬基布全体としては前年同四半期を下回りました。マスクの売上は前

期新型インフルエンザ対策として販売増になったＮ９５マスクにおける需要減の影響により前年同四

半期を大きく下回りました。  

  

◇電気・工業資材分野（売上高28億5百万円） 

ハイブリッド自動車用ニッケル水素電池セパレータの売上は、エコカー減税の継続と新車買い替え

補助金の延長によるハイブリッド自動車の増産により前年同四半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の売上は、乾電池代替の充電池の需要増加および中国電池メーカー

への販売増加により前年同四半期を大きく上回りました。ニカド電池セパレータの売上は、北米を中

心としたガーデンツール関連などの電動工具の需要増に伴い大きく増加いたしました。  

 複写機用クリーニングロールの売上は、新機種モデル向の受注増およびアフターパーツの受注増に

より前年同四半期を大きく上回りました。液体ろ過材は、ビバレッジ用が夏場に向けた備蓄生産によ

り販売増となり前年同期を大きく上回りました。  

  

◇空調資材分野（売上高17億8千1百万円） 

汎用エアフィルタの売上は、市況が緩やかな回復傾向にあり、洗浄再生タイプを中心に販売が増加

したこと、および自動車工場の稼動率のアップに伴い塗装ブース用フィルタの交換需要が増加したこ

とから前年同四半期を上回りました。  

 自動車用キャビンエアフィルタの売上は、エコカー減税の継続と新車買い替え補助金の延長による

新車販売が好調であったこと、および中国、アジアへの輸出増加を受けて、新車搭載用およびサービ

スパーツ用ともに増加したことから前年同四半期を大きく上回りました。  

  

 産業資材事業における海外展開は、主としてフロイデンベルグ社との協力関係をベースに共同で行

われており、持分法適用関連会社として財務諸表に取り込んでおります。このため海外拠点の売上高

はありません。  

  

②自動車資材事業 

自動車資材事業は、自動車用フロアマット、および自動車用天井材の販売が好調に推移したことによ

り売上高は50億5千9百万円、営業利益4億5千8百万円になりました。  

 自動車用フロアマットの売上は、国内では、エコカー減税の継続と新車買い替え補助金の延長による

新車販売台数の増加により、前年同四半期を大きく上回りました。  

 北米においても、米国における新車販売が急回復したことを受けて前年同四半期を大きく上回りまし

た。  

 またアジアにおいても、中国の景気回復による新車販売の増加を受け、中国国内での販売が増加した

ことにより前年同四半期を大きく上回りました。  

 自動車用天井材は、国内自動車生産の回復を受けて、前年同四半期を大きく上回りました。  

 なお、自動車資材事業の海外拠点における売上高は以下のとおりです。  
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（単位：百万円）   

 
  

平成22年５月14日に公表いたしました第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想につきまし

ては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しておりますので、ご

参照ください。 

北   米 ア ジ ア

前年同四半期
増減率

前年同四半期
増減率

外部顧客に対する売上高 2,790 67.5% 123 13倍増

内部売上高 ― ― 279 44.5%

売上高合計 2,790 67.5% 402 99.3%

(2) 連結業績予想に関する定性的情報
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 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。 

  

①「持分法に関する会計基準」および「持分法適用関連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、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号）および

「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号）を適用し、連結

決算上必要な修正を行っております。 

これにより、期首利益剰余金が193百万円増加し、経常利益および税金等調整前四半期純利益

は、それぞれ40百万円増加しております。  

②資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号）お

よび「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21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6百万円減少しており、税金等調整前四半期

純利益は、24百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動

額は147百万円であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,450 6,158

受取手形及び売掛金 10,471 11,165

商品及び製品 4,141 4,079

仕掛品 733 724

原材料及び貯蔵品 1,394 1,351

その他 1,300 1,681

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 24,486 25,156

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,409 7,352

機械装置及び運搬具（純額） 4,738 4,840

土地 3,521 3,520

その他（純額） 896 774

有形固定資産合計 16,566 16,487

無形固定資産   

無形固定資産合計 320 337

投資その他の資産   

投資有価証券 4,385 4,064

その他 4,565 4,534

貸倒引当金 △31 △31

投資その他の資産合計 8,919 8,567

固定資産合計 25,806 25,392

資産合計 50,293 50,549
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,099 4,240

短期借入金 5,005 5,082

1年内返済予定の長期借入金 165 150

未払法人税等 28 351

賞与引当金 347 908

役員賞与引当金 19 54

その他 2,541 2,427

流動負債合計 12,206 13,215

固定負債   

長期借入金 6,194 6,230

退職給付引当金 2,232 2,204

役員退職慰労引当金 11 11

偶発損失引当金 83 83

資産除去債務 148 －

その他 1,331 1,303

固定負債合計 10,001 9,832

負債合計 22,208 23,048

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,816 9,816

資本剰余金 7,492 7,492

利益剰余金 17,724 19,504

自己株式 △4,539 △6,741

株主資本合計 30,493 30,071

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 146 147

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 △2,559 △2,723

評価・換算差額等合計 △2,414 △2,576

新株予約権 5 5

純資産合計 28,085 27,500

負債純資産合計 50,293 50,549

日本バイリーン㈱ （3514） 平成23年３月期 第１四半期決算短信

7



(2) 四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 9,954 12,040

売上原価 7,922 9,169

売上総利益 2,031 2,870

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 1,908 2,021

営業利益 123 848

営業外収益   

受取配当金 30 54

持分法による投資利益 － 78

助成金収入 36 －

その他 35 28

営業外収益合計 103 162

営業外費用   

支払利息 30 24

持分法による投資損失 63 －

為替差損 9 10

その他 10 13

営業外費用合計 114 48

経常利益 112 962

特別利益   

貸倒引当金戻入額 18 －

固定資産売却益 － 11

その他 － 0

特別利益合計 18 11

特別損失   

固定資産除却損 3 1

子会社株式売却損 12 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18

減損損失 22 －

その他 － 0

特別損失合計 38 19

税金等調整前四半期純利益 92 954

法人税、住民税及び事業税 6 153

法人税等調整額 80 273

法人税等合計 86 426

少数株主損益調整前四半期純利益 － 528

少数株主利益 4 －

四半期純利益 1 528
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 92 954

減価償却費 629 571

減損損失 22 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △284 △561

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45 △35

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19 27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △33 0

固定資産除売却損益（△は益） 3 △9

子会社株式売却損益（△は益） 12 －

受取利息及び受取配当金 △40 △59

支払利息 30 24

持分法による投資損益(受取配当金相殺後・△は
益)

63 △78

売上債権の増減額（△は増加） △241 708

たな卸資産の増減額（△は増加） 377 △105

仕入債務の増減額（△は減少） 123 △149

その他 181 224

小計 853 1,530

利息及び配当金の受取額 26 59

利息の支払額 △9 △16

法人税等の支払額 △9 △496

営業活動によるキャッシュ・フロー 861 1,076

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 △838 △392

有形固定資産の売却による収入 － 13

無形固定資産の取得による支出 △20 △14

投資有価証券の取得による支出 △5 △6

貸付けによる支出 △117 －

貸付金の回収による収入 6 －

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 7 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △931 △394

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） △6 △77

長期借入金の返済による支出 △35 △26

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △389 △299

財務活動によるキャッシュ・フロー △432 △403

現金及び現金同等物に係る換算差額 34 14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △467 292

現金及び現金同等物の期首残高 7,301 6,158

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,834 6,450
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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１四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。 

  

 
(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。 

・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 
  
  

 
(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 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 8,280 1,665 8 9,954 － 9,954

(2)セグメント間の 
  内部売上高

27 － 193 221 (221) －

計 8,307 1,665 202 10,175 (221) 9,954

  営業利益 92 25 8 126 (3) 123

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,684 936 78 2,700

Ⅱ 連結売上高(百万円) 9,954

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.9 9.4 0.8 27.1
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１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会

が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象になっているもので

あります。 

当社は、「産業資材」および「自動車資材」の２つの事業部を置き、両事業部は、取り扱う製品・

サービスについて国内および海外の包括的な事業戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

「産業資材事業」は、主として不織布事業を中心とした事業部であり、販売先としては多岐にわた

りますが、技術ノウハウの基本は同じものであり、国内工場を生産拠点として事業展開を行っており

ます。また、フロイデンベルグ社との協力関係をベースに技術力を強化するとともに、東アジアを中

心に同社と合弁で不織布事業を展開しております。 

「自動車資材事業」の中心アイテムである自動車フロアマットは、当社グループ内の拠点において

生産を行っておりますが、その生産工程、技術ノウハウは不織布事業とは異なるものであります。ま

た、自動車フロアマット事業は、当社単独で世界展開を図っており、北米・中国にも進出しておりま

す。自動車部品として使用されている天井材等は不織布の技術をもとにしておりますが、販売先が自

動車関連メーカーであることから自動車資材事業部に含めております。また、当社グループではリサ

イクル原料によるポリエステル・ファイバーの生産を行っており、主として天井材等の原料として使

用するとともに外部に販売を行っております。 

２  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 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
  ※セグメント利益合計と四半期連結損益計算書の営業利益計上額は一致いたします。 

（追加情報）  

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号）

を適用しております。  

  

当社は、平成22年４月28日開催の取締役会で、会社法第178条の規定に基づき普通株式５百万株の自

己株式の消却を決議し、５月14日に実施いたしました。  

この結果、当第１四半期連結会計期間において、利益剰余金および自己株式がそれぞれ2,202百万円減

少いたしました。  

【セグメント情報】

(単位：百万円)

産業資材事業 自動車資材事業 合 計 調整額
四半期連結損益
計算書計上額

売上高

 外部顧客への売上高 6,980 5,059 12,040 － 12,040

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

－ － － － －

計 6,980 5,059 12,040 － 12,040

セグメント利益 389 458 848 － 848

(6) 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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