
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

     

 
     

   

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９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 ％

25年３月期第２四半期 24,570 18.7 803 168.3 1,342 47.2 939 47.3
24年３月期第２四半期 20,698 △14.6 299 △82.6 912 △62.5 637 △57.2

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 1,155百万円( 55.7％) 24年３月期第２四半期 741百万円(△22.0％)

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

25年３月期第２四半期 18.85 18.85
24年３月期第２四半期 12.80 12.79

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 52,153 29,512 56.6
24年３月期 51,388 28,706 55.9

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 29,510百万円 24年３月期 28,702百万円

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

24年３月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00

25年３月期 ― 7.00

25年３月期(予想) ― 7.00 14.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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 49,300 12.0 2,070 110.7 2,720 34.5 1,800 31.0 36.12

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

 
  

  

   

   

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細
は添付資料６ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正
再表示」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 60,140,945株 24年３月期 60,140,945株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 10,301,616株 24年３月期 10,307,605株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 49,836,008株 24年３月期２Ｑ 49,836,150株

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料５ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第２四半期連結累計期間の当社グループを取り巻く経済環境は、東日本大震災の影響から企業収益

や個人消費などが持ち直しの動きをみせているものの、欧州の債務危機や中国経済の減速等による海外

景気の悪化など懸念材料も引き続き存在し、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 このような状況のもと、当社は、常勤取締役をコアメンバーとする経営戦略会議を平成24年４月に設

置し、事業戦略の立案および収益構造の見直しを行い、これら諸施策の実施を推進しております。 

 また、平成22年に策定した中期経営ビジョンの基本戦略の一環として、メディカル分野関連において

は、貼付薬用基布の新生産ラインの稼動および海外向けマーケットへの販売促進に注力し、その結果、

海外向けの販売伸張に一定の成果を収めることができました。自動車事業関連では、メキシコに新たに

自動車用フロアマット製造販売子会社を設立し、稼動に向け工場建設を鋭意推進しております。 

 当第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、エコカー補助金の効果による需要増加でハイ

ブリッド自動車用ニッケル水素電池セパレータの販売が伸張したこと、国内外において自動車販売が好

調に推移したことにより自動車用フロアマットおよび自動車用天井表皮材の販売が大幅に伸張したこと

などから、売上高は245億7千万円（前年同四半期比18.7％増）となり、営業利益は8億3百万円（前年同

四半期比168.3％増）となりました。持分法投資利益は、韓国の関係会社における火災に伴う受取保険

金（2億7千9百万円）を計上した前年同四半期に比べ、当第２四半期は1億3千1百万円減少し、4億2千7

百万円となりました。 

 この結果、経常利益は13億4千2百万円（前年同四半期比47.2％増）、四半期純利益は9億3千9百万円

（前年同四半期比47.3％増）となり、大幅な増益となりました。 

 
(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24年１月～６月は79.77円/米ドル（前年同四半期82.01円/米ドル）です。 

  

１．当四半期決算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

  平成24年３月期
第２四半期
連結累計期間
（百万円）

平成25年３月期
第２四半期
連結累計期間
（百万円）

増減率（％）
増減率（％）
為替影響排除後

売上高 20,698 24,570 18.7 19.6

営業利益 299 803 168.3 172.8

経常利益 912 1,342 47.2 50.1

四半期純利益 637 939 47.3 50.7
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海外売上高およびセグメント別の概況は以下のとおりです。 

[海外売上高] 

 海外売上高は、平成23年12月に連結子会社化したバイテックマニファクチュアリングリミテッドパー

トナーシップの売上が加わったこと、および北米における自動車用フロアマットの売上が増加したこと

などにより、前年同四半期を大きく上回りました。 

 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）

 
 ※ 前年同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。 

  

 [セグメント別の概況] 

 当社グループの決算期は、海外子会社が12月、国内子会社は３月であるため、海外子会社の業績の状

況は平成24年１月～６月期について、当社および国内子会社の業績の状況は平成24年４月～９月期につ

いて記載しております。 

 セグメントの業績は以下のとおりです。 

  

セグメント別の売上高 

 
  

① 産業資材事業 

 衣料・メディカル資材分野は海外向け貼付薬用基布の販売好調により、また電気・工業資材分野はハ

イブリッド自動車用ニッケル水素電池セパレータの販売好調などにより、それぞれ前年同四半期を上回

りました。空調資材分野においては、ほぼ前年同四半期並みを維持し、産業資材事業全体での売上高は

133億2千9百万円（前年同四半期比3.6％増）となりました。しかし、営業利益は生産減少の影響などに

より2億3千6百万円（前年同四半期比10.1％減）となりました。 

 産業資材事業における分野別の売上高は以下のとおりです。 

  

 
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２四半期
連結累計期間

7,019 2,465 349 9,834 40.0%

対前年同四半期
増減率

62.8% 25.2% 62.1% 51.4% ※ 31.4%

セグメントの名称

平成24年３月期
第２四半期
連結累計期間
（百万円）

平成25年３月期
第２四半期
連結累計期間
（百万円）

増減率（％）
増減率（％）
為替影響排除後

産業資材事業 12,861 13,329 3.6 3.6

自動車資材事業 7,836 11,240 43.4 45.7

合計 20,698 24,570 18.7 19.6
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◇衣料・メディカル資材分野（売上高45億7千6百万円、前年同四半期比2.1％増） 

 芯地は、紳士用途が比較的堅調に推移したものの、ワーキングウェア用途の不振により販売が減少し

前年同四半期を下回りました。中わたは、スポーツ衣料向けが低調でしたが、カジュアルウェア向け企

画商品や新製品の機能性中わたなどが堅調に推移したため、前年同四半期並みを維持しました。 

 貼付薬用基布は、国内向けの販売が前年同四半期を下回ったものの、海外向けの販売が新規商権の獲

得により伸張し、前年同四半期を上回りました。マスクは、第２四半期に入り産業用途向けの販売が低

迷したため前年同四半期を下回りました。薬粧基布は、昨年節電による暑さ対策として冷却シート市場

が拡大したのに対し、本年は販売が従来並みに戻ったため、前年同四半期を下回りました。 

 衣料・メディカル資材分野全体としては、貼付薬用基布の販売伸張が寄与し、前年同四半期を上回り

ました。 

  

◇電気・工業資材分野（売上高51億2千9百万円、前年同四半期比9.2％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、エコカー補助金の実施および燃費性能指向に

よる販売台数の増加により販売が伸張し前年同四半期を大きく上回りました。民生用ニッケル水素電池

セパレータは、中国向けが回復基調にあるものの、乾電池代替品およびコードレスホン等の家電品向け

が低迷し、前年同四半期を大きく下回りました。ニカド電池セパレータは、電動工具のハイエンド機種

向けは堅調に推移したものの、汎用機種向けが低調に推移したことから、前年同四半期を大きく下回り

ました。 

 複写機用クリーニングロールは、北米向けアフターパーツの在庫調整および中国、欧州向けで高速機

の生産減少の影響を受け販売が減少し、前年同四半期を大きく下回りました。 

 液体ろ過材は、ビバレッジ分野で、猛暑による影響と新製品飲料用が好調に推移しましたが、国内半

導体向けおよび下水用分離膜支持体での需要が低迷し、前年同四半期を大きく下回りました。 

 電気・工業資材分野全体としては、主力製品であるハイブリッド自動車用ニッケル水素電池セパレー

タの販売伸張が寄与し前年同四半期を上回りました。 

  

◇空調資材分野（売上高33億8千7百万円、前年同四半期比1.4％減） 

 汎用エアフィルタは、自動車工場向けを中心に需要が回復し、塗装ブース用や再生洗浄タイプの販売

が好調に推移したことから、前年同四半期を上回りました。中高性能フィルタは、交換周期の延長や価

格競争の激化によりリピート分野での販売が減少しましたが、一部新規物件向け販売が好調に推移し、

前年同四半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、アフターマーケット用の在庫調

整や交換需要の後退の影響があったものの、米国やタイ向け輸出用の販売が好調に推移し、前年同四半

期並みを維持しました。機器内蔵用フィルタは、韓国向け空気清浄器用ろ材、集塵機用途および列車用

ロールフィルタが好調に推移したものの、OA機器向けや個別空調用などの販売が低調であったため前年

同四半期を下回りました。 

 空調資材分野全体としては、以上の結果、ほぼ前年同四半期並みを維持しました。 

  

 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、国内および米国における販売が好調に推移したことから、売上高は112億4千万円

（前年同四半期比43.4％増）、営業利益は5億6千7百万円（前年同四半期比15.6倍）になりました。 

 自動車用フロアマットは、アジアにおいては、中国における自動車販売が堅調に推移していることか

ら前年同四半期を大きく上回り、北米においても、自動車販売が好調に推移していることから、前年同

四半期を大きく上回りました。国内においては、エコカー補助金効果による自動車販売の回復に伴い、

前年同四半期を大きく上回りました。 

 自動車用天井表皮材は、平成23年12月に連結子会社化したバイテックマニファクチュアリングリミテ

ッドパートナーシップの売上が加わったこと、および国内ではエコカー補助金の実施、輸出台数の伸張

により自動車生産台数が増加したため、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。        

                                      （単位：百万円）

 
（注）上記は、外部顧客に対する売上高であります。 

  

今後の経済情勢は、欧州の債務危機や中国リスクなど経済の不安定要因が大きくなり、景気の先行き

が一層不透明な状況で推移するものと予想されます。また、当社を取り巻く環境もエコカー補助金の終

了、中国市場における日系自動車メーカーの減産など予断を許さない事業環境にありますが、一方で北

米での自動車市場は堅調に推移することも予想されます。 

 このような状況のなか、現時点では当社の業績への影響が不透明であることから平成24年５月11日付

の平成25年３月期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

    対前年同四半期
増減率

  対前年同四半期
増減率

売上高 6,563     58.7% 289     12.5%

（２）連結業績予想に関する定性的情報
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当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

これによる影響は軽微です。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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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)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,624 6,541

受取手形及び売掛金 10,855 10,656

商品及び製品 4,207 4,130

仕掛品 633 648

原材料及び貯蔵品 1,564 1,599

その他 1,363 1,277

貸倒引当金 △8 △5

流動資産合計 25,240 24,849

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,094 8,006

機械装置及び運搬具（純額） 4,663 5,805

土地 3,223 3,270

その他（純額） 3,074 1,524

有形固定資産合計 18,055 18,607

無形固定資産 477 481

投資その他の資産   

投資有価証券 4,183 4,570

その他 3,433 3,647

貸倒引当金 △2 △1

投資その他の資産合計 7,613 8,215

固定資産合計 26,147 27,303

資産合計 51,388 52,153
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,336 4,148

短期借入金 5,129 4,975

1年内返済予定の長期借入金 2,223 2,223

未払法人税等 74 174

賞与引当金 559 701

役員賞与引当金 54 39

資産除去債務 － 5

その他 2,523 2,471

流動負債合計 14,901 14,740

固定負債   

長期借入金 3,766 3,842

退職給付引当金 2,500 2,518

役員退職慰労引当金 14 14

偶発損失引当金 83 83

資産除去債務 147 142

その他 1,268 1,298

固定負債合計 7,779 7,900

負債合計 22,681 22,640

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 19,755 20,345

自己株式 △4,540 △4,537

株主資本合計 32,523 33,115

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 248 251

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 △4,069 △3,857

その他の包括利益累計額合計 △3,821 △3,605

新株予約権 4 2

純資産合計 28,706 29,512

負債純資産合計 51,388 52,153
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
   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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 20,698 24,570

売上原価 16,465 19,523

売上総利益 4,233 5,046

販売費及び一般管理費 3,933 4,242

営業利益 299 803

営業外収益   

受取配当金 81 39

持分法による投資利益 558 427

その他 48 122

営業外収益合計 689 588

営業外費用   

支払利息 41 29

その他 34 20

営業外費用合計 76 49

経常利益 912 1,342

特別利益   

固定資産売却益 0 8

特別利益合計 0 8

特別損失   

固定資産除却損 3 18

投資有価証券評価損 55 －

本社移転費用 51 －

特別損失合計 110 18

税金等調整前四半期純利益 801 1,332

法人税、住民税及び事業税 152 401

法人税等調整額 11 △8

法人税等合計 163 392

少数株主損益調整前四半期純利益 637 939

四半期純利益 637 939
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 637 939

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 56 3

為替換算調整勘定 △69 142

持分法適用会社に対する持分相当額 117 69

その他の包括利益合計 104 215

四半期包括利益 741 1,155

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 741 1,155
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該当事項はありません。 

  

セグメント別の情報につきましては、添付資料２ページ「連結経営成績に関する定性的情報」に記載

しておりますのでご参照ください。 

  

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

在外子会社の固定資産譲渡について 

当社は、平成24年９月６日開催の取締役会において、連結子会社である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カリフォルニア工場売却を以下のとおり決議いたしました。 

①譲渡の理由 

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カリフォルニア工場は平成23年12月

に生産を停止し、平成24年５月に設備の解体撤去が完了しております。当該資産の有効活用を検

討した結果、資金の効率面から譲渡することを決議いたしました。 

②譲渡する相手の名称 

Superior Press Incorporated 

③譲渡資産の概要 

 
④譲渡実施時期 

平成24年11月 

⑤譲渡価額 

478百万円(US$6,167,898) 

⑥損益に与える影響額 

上記固定資産の売却により、319百万円(US$4,121,392)の特別利益を見込んでおります。 
  

※上記円貨額は、平成24年９月末日現在の為替レートを使用して算出しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

譲渡資産の内容 所在地 セグメントの名称

土地  12,700㎡
建物   5,788㎡

9440  Norwalk  Blvd.,  Santa  Fe 
Springs, CA 90670, U.S.A.

自動車資材事業
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