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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 35,162 6.1 2,190 67.1 3,034 91.6 1,903 84.8
22年3月期第3四半期 33,136 △17.2 1,310 △35.6 1,583 △37.9 1,030 △2.6

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3四半期 38.20 38.19
22年3月期第3四半期 15.88 15.87

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3四半期 49,814 28,099 56.4 563.73
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3四半期  28,095百万円 22年3月期  27,494百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 4.00 ― 6.00 10.00
23年3月期 ― 7.00 ―

23年3月期 
（予想）

7.00 14.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 46,500 1.4 2,350 42.0 3,600 82.5 2,300 81.7 46.15



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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。 

(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の対象外でありますが、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おります。 

※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。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。）

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） 23年3月期3Q  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3Q  10,302,881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3Q  49,839,946株 22年3月期3Q  64,889,995株
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当第３四半期連結累計期間(平成22年4月1日～12月31日)の当社グループを取り巻く経済環境は、政府

の緊急経済対策効果や中国を中心とした海外経済の改善などを背景に景気は持ち直しの動きがあるもの

の、依然として円高やデフレ進行、雇用情勢の低迷など、景気を下押しするリスクは払拭されず依然先

行き不透明な状況で推移しました。 

 このような状況下、当社グループにおいては、第３四半期以降エコカー補助金の終了による国内自動車

販売台数の減少の影響を受け、自動車用フロアマットの国内販売などが苦戦しておりますが、第２四半

期までの国内外自動車販売台数の回復などにより自動車資材分野での販売が好調であったこと、および

市場環境の改善により電気・工業資材分野での販売が好調であったことなどにより、連結売上高は351億

6千2百万円（前年同期比6.1%増）になりました。利益面においても売上原価の改善および費用削減に努

めた結果、連結営業利益は21億9千万円（前年同期比67.1%増）になりました。 

  また、東アジアの関連会社の業績が衣料資材分野および空調資材分野を中心に好調に推移したこと、

関連会社のコリアバイリーンカンパニーリミテッドにおいて昨年2月に発生した火災にともなう受取保険

金などの影響により持分法投資利益は8億2千4百万円と前年同期よりも6億2千4百万円増加いたしまし

た。 

  この結果、連結経常利益は30億3千4百万円（前年同期比91.6%増）、連結四半期純利益は19億3百万円

（前年同期比84.8%増）と大幅に増加いたしました。 

 なお、海外売上高は、北米および中国における自動車用フロアマットの売上が堅調に推移したことに

より、前年同期比26.4％増の123億9千5百万円になりました。売上高に占める海外売上高の割合は、前年

同期よりも5.7％増の35.3%になりました。 

 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、89.49円/米ドル（平成22年1月～9月期

中平均：前年同期94.96円）です。 

 ※ 前第３四半期連結累計期間における売上高に占める海外売上高の割合を示します。 

  

セグメントの業績は以下のとおりです。 

  

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～９月期、それ以外の記載は平成22年４月～12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・工業資材分野における販売が好調に推移したことなどにより、売上高は202

億5千6百万円、営業利益9億1千万円になりました。 

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３四半期 
連結累計期間

8,375 3,723 296 12,395 35.3%

前年同期 
増減率

33.5% 14.1% 11.3% 26.4% ※     29.6%

日本バイリーン㈱（3514） 平成23年3月期 第3四半期決算短信

－2－



  
 産業資材事業における主な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67億6千万円） 

芯地は、国内大手アパレルメーカーを中心とした販売が好調で、前年同期を上回りました。中綿は

顧客の中綿入り防寒衣料の減産などの影響により、前年同期を大きく下回りました。 

 貼付薬用基布は、海外向けの販売は好調に推移したものの、国内向けの販売が減少したことによ

り、前年同期を下回りました。マスクの売上は、Ｎ９５マスクにおける新型インフルエンザ需要の大

幅な減少の影響により前年同期を大きく下回りました。 

  

◇電気・工業資材分野（売上高78億6千6百万円） 

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、エコカー補助金の終了によるハイブ

リッド自動車の販売台数減少の影響を受けて、前年同期を下回りました。一般用途向けニッケル水素

電池セパレータの売上は、乾電池代替用として充電式電池の需要が欧米を中心に堅調に推移してお

り、前年同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、電動工具の需要が堅調に推移

し、前年同期を大きく上回りました。 

 複写機用クリーニングロールの売上は、複写機需要の回復とアフターパーツの受注増により、ま

た、液体ろ過材は、エレクトロニクス分野が好調に推移したため、前年同期を大きく上回りました。

緩衝材は、薄型テレビ向けの需要増により、プリント配線基板材は、輸出が増加したため、ともに前

年同期を大きく上回りました。 

  

◇空調資材分野（売上高52億6千万円） 

汎用エアフィルタは、ビル空調業界における経費削減による交換周期の延長や競合メーカーの値下

げにより苦戦しましたが、再生洗浄タイプを中心に販売が増加したこと、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、および列車向け粗塵フィルタの販売が増

加したことなどから前年同期並みを維持しました。自動車用キャビンエアフィルタは、輸出増加およ

び花粉の時期を見越した国内のリピート需要も堅調なため、前年同期を大きく上回りました。機器内

蔵用フィルタは、ＯＡ機器、換気扇、集塵機用途およびハウスインテークフィルタなどの販売が好調

だったものの、個別空調および空気清浄機用途などの低迷により前年同期を下回りました。 

  

 なお、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反映しております。このため海外拠点の売

上高はありません。 
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②自動車資材事業 

自動車資材事業は、国内自動車販売台数減少の影響で自動車用フロアマットの国内販売が減少しまし

たが、北米における自動車用フロアマットの販売が好調であったこと、および国内における自動車用天

井材の販売が堅調に推移したことにより、売上高は149億6百万円、営業利益12億7千9百万円になりまし

た。 

  

 自動車用フロアマットは、北米においては、米国における新車販売が好調に推移したことを受けて前

年同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期を大きく上回りました。しかし、国内では、エコカー

補助金の終了などによる自動車販売台数の減少が影響し、前年同期を下回りました。 

 自動車用天井材の売上は、エコカー補助金の終了などによる需要減はあったものの、自動車輸出台数

が増加したことおよび当社製品の採用車種の販売が好調であったことから堅調に推移し、前年同期を大

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。 

（単位：百万円）

 
  

今後の経済情勢は、アジアの新興国を中心とする海外経済の改善および経済対策効果による景気の回

復が期待されますが、デフレ進行や雇用情勢の悪化などの景気を下押しするリスクは払拭されず依然先

行き不透明な状況が予想されます。 

 当社を取り巻く環境も引き続き厳しい状況が予想されますが、現時点では平成23年３月期第２四半期

決算短信（平成22年11月10日）時の通期の業績予想の変更はありません。修正が必要な場合は適宜開示

いたします。 

北   米 ア ジ ア

前年同期
増減率

前年同期
増減率

外部顧客に対する売上高 8,088 33.1% 323 371.3%

内部売上高 ― ― 841 66.5%

売上高合計 8,088 33.1% 1,164 102.9%

(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 

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、当第３四半期連結累計期間の経常利益および

税金等調整前四半期純利益は、それぞれ36百万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 

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、当第３四半期連結累計期間の営業利益および経常利益は、それぞれ18百万円減少し

ており、税金等調整前四半期純利益は、36百万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３四半期連結会計期間末 
(平成22年12月31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 7,338 6,158 
受取手形及び売掛金 9,878 11,165 
商品及び製品 4,432 4,079 
仕掛品 653 724 
原材料及び貯蔵品 1,364 1,351 
その他 1,269 1,681 
貸倒引当金 △4 △4 

流動資産合計 24,932 25,156 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 7,220 7,352 
機械装置及び運搬具（純額） 4,216 4,840 
土地 3,234 3,520 
その他（純額） 1,350 774 
有形固定資産合計 16,021 16,487 

無形固定資産 305 337 
投資その他の資産   
投資有価証券 4,085 4,064 
その他 4,484 4,534 
貸倒引当金 △15 △31 

投資その他の資産合計 8,555 8,567 

固定資産合計 24,881 25,392 

資産合計 49,814 50,549 
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年12月31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 3,852 4,240 
短期借入金 5,000 5,082 
1年内返済予定の長期借入金 223 150 
未払法人税等 43 351 
賞与引当金 400 908 
役員賞与引当金 72 54 
その他 2,214 2,427 
流動負債合計 11,806 13,215 

固定負債   
長期借入金 6,027 6,230 
退職給付引当金 2,319 2,204 
役員退職慰労引当金 12 11 
偶発損失引当金 83 83 
資産除去債務 149 － 
その他 1,316 1,303 
固定負債合計 9,908 9,832 

負債合計 21,715 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 18,749 19,504 
自己株式 △4,538 △6,741 

株主資本合計 31,519 30,071 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 132 147 
繰延ヘッジ損益 － △0 
為替換算調整勘定 △3,556 △2,723 

評価・換算差額等合計 △3,424 △2,576 

新株予約権 4 5 
純資産合計 28,099 27,500 

負債純資産合計 49,814 50,549 
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 33,136 35,162 
売上原価 26,035 26,915 
売上総利益 7,101 8,247 

販売費及び一般管理費 5,790 6,056 
営業利益 1,310 2,190 
営業外収益   
受取配当金 40 64 
持分法による投資利益 200 824 
その他 150 71 
営業外収益合計 391 961 

営業外費用   
支払利息 79 67 
その他 39 50 
営業外費用合計 118 117 

経常利益 1,583 3,034 
特別利益   
貸倒引当金戻入額 18 12 
固定資産売却益 21 15 
特別利益合計 40 28 

特別損失   
固定資産除却損 29 19 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18 
減損損失 22 178 
その他 12 4 
特別損失合計 64 220 

税金等調整前四半期純利益 1,560 2,842 
法人税、住民税及び事業税 263 613 
法人税等調整額 261 325 
法人税等合計 525 938 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,903 

少数株主利益 4 － 

四半期純利益 1,030 1,903 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 1,560 2,842 
減価償却費 1,949 1,758 
減損損失 22 178 
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） △16 △15 
賞与引当金の増減額（△は減少） △243 △507 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27 17 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △11 115 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △32 1 
固定資産除売却損益（△は益） 7 3 
投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － 3 
子会社株式売却損益（△は益） 12 － 
受取利息及び受取配当金 △68 △80 
支払利息 79 67 
持分法による投資損益(受取配当金相殺後・△は
益) 71 △303 

売上債権の増減額（△は増加） △2,118 1,177 
たな卸資産の増減額（△は増加） 593 △353 
仕入債務の増減額（△は減少） 1,496 △354 
その他 368 △169 

小計 3,642 4,398 

利息及び配当金の受取額 53 71 
利息の支払額 △79 △62 
法人税等の支払額 △231 △910 
法人税等の還付額 370 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,755 3,496 
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 － △268 
有形固定資産の取得による支出 △1,699 △1,568 
有形固定資産の売却による収入 348 181 
無形固定資産の取得による支出 △90 △59 
投資有価証券の取得による支出 △15 △15 
投資有価証券の売却による収入 － 7 
貸付けによる支出 △118 － 
貸付金の回収による収入 284 － 
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 29 71 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,224 △1,650 
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12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） △284 △76 
長期借入金の返済による支出 △105 △80 
自己株式の取得による支出 △2 △3 
自己株式の処分による収入 0 0 
配当金の支払額 △648 △647 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,040 △808 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 △108 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,483 928 
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 8,784 7,087 
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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３四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)   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 
  
  

 
(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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12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)

売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

26,992 6,075 68 33,136 ― 33,136

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

96 ― 505 601 (601) ―

計 27,088 6,075 573 33,737 (601) 33,136

営業利益 955 311 20 1,287 23 1,310

【海外売上高】

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,273 3,263 266 9,802

Ⅱ 連結売上高(百万円) 33,136

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

18.9 9.9 0.8 29.6
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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用フロアマットは、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、自動車用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３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31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）  

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３四半期連結累計期間において、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 20,256 14,906 35,162 ─ 35,162

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 20,256 14,906 35,162 ─ 35,162

セグメント利益 910 1,279 2,190 ─ 2,190

(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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