
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

   

   

 

   

   

   

     

 

     

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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

25年３月期 48,123 9.4 1,031 5.0 1,959 △3.1 971 △29.3
24年３月期 44,004 △4.3 982 △56.0 2,021 △39.6 1,373 △38.5

(注) 包括利益 25年３月期 2,634百万円( 144.5％) 24年３月期 1,077百万円(△16.2％)

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 ％ ％ ％

25年３月期 19.49 19.48 3.3 3.8 2.1
24年３月期 27.57 27.56 4.8 4.0 2.2

(参考) 持分法投資損益 25年３月期 763百万円 24年３月期 948百万円

（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

25年３月期 50,948 30,641 60.1 614.80
24年３月期 51,388 28,706 55.9 575.96

(参考) 自己資本 25年３月期 30,639百万円 24年３月期 28,702百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況
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

25年３月期 5,690 △2,619 △4,443 5,332
24年３月期 3,763 △4,182 △686 6,624

２．配当の状況

年間配当金 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 ％ ％

24年３月期 － 7.00 － 7.00 14.00 697 50.8 2.4
25年３月期 － 7.00 － 7.00 14.00 697 71.8 2.4

26年３月期(予想) － 7.00 － 7.00 14.00 30.3

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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

第２四半期(累計) 25,400 3.4 1,200 49.3 1,600 19.2 1,100 17.1 22.07
通 期 51,500 7.0 2,500 142.3 3,400 73.5 2,300 136.8 46.15
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※ 注記事項

（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

  新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)

（２）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）当連結会計年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別する
ことが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料24ページ「４．連結財務諸表 (７)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。

（３）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 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 10,304,513株 24年３月期 10,307,605株

③ 期中平均株式数 25年３月期 49,836,840株 24年３月期 49,835,333株

(参考) 個別業績の概要
１．平成25年３月期の個別業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（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 ％

25年３月期 31,068 3.0 87 － 1,563 100.6 685 27.9
24年３月期 30,156 △4.2 △225 － 779 △27.5 536 4.9

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

25年３月期 13.76 13.76
24年３月期 10.76 10.75

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

25年３月期 39,119 23,234 59.4 466.17
24年３月期 42,349 23,093 54.5 463.33

(参考) 自己資本 25年３月期 23,232百万円 24年３月期 23,089百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商
品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 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及び合理的であると
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及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２ページ「経営成績に
関する分析」をご覧ください。

・当社は、平成25年５月15日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。当日使用する決
算説明資料は、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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１．経営成績 

（１） 経営成績に関する分析 

 当期(平成24年４月１日～平成25年３月31日)の当社グループを取り巻く経済環境は、東日本大

震災の復興需要を背景に国内景気に持ち直しの動きがあり、また、昨年末の政権交代後の大胆な

金融政策により景気回復感が高まったものの、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

おいて貼付薬用基布の新生産ラインを稼動させるとともに、海外マーケットへの販売促進強化を

推進しております。また、自動車事業関連においては、メキシコに自動車用フロアマット製造販

売子会社を設立・稼動するなど諸施策に積極的に注力してまいりました。 

当期の連結業績につきましては、ハイブリッド自動車用ニッケル水素電池セパレータや国内お

よび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

ことなどから売上高は481億2千3百万円（前期比9.4％増）となりました。営業利益は、北米のバ

イキャムインコーポレーテッドの本格稼動の遅れなどによる売上原価の増加、新規連結子会社が

加わったことや販売増に伴う販売管理費の増加の影響を受け、10億3千1百万円（前期比5.0％増）

となりました。 

持分法投資利益につきましては、東アジアの合弁会社の業績が好調に推移しておりますが、前

期に韓国の関係会社において受取保険金を計上した影響があり、7億6千3百万円と前期よりも1億

8千5百万円減少しました。この結果、経常利益は19億5千9百万円（前期比3.1％減）となりまし

た。 

また、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の売却益

など特別利益3億3千8百万円を計上しました。一方、キュムラス株式会社の工場用土地の一部売

却および工場立ち退きについて静岡県と合意したことに伴う固定資産売却損および減損損失、な

らびに取引先との和解に伴う訴訟関連損失が発生したことなどにより特別損失8億8千万円を計上

し、この結果、当期純利益は9億7千1百万円（前期比29.3％減）と大幅な減益になりました。 

 

 
平成24年３月期 

（百万円） 

平成25年３月期 

（百万円） 

増減率（％） 

 為替影響排除後 

売上高 44,004 48,123 9.4  9.3

営業利益 982 1,031 5.0  4.6 

経常利益 2,021 1,959 △3.1  △3.3 

当期純利益 1,373 971 △29.3  △29.6

(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～12月は79.81円/米ドル（前期 79.80円/米ドル）です。 
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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、北米での自動車用フロアマットの売上が増加したこ

と、および貼付薬用基布などの輸出が増加したことから前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） 

 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 期 13,496  4,903 740 19,139  39.8％ 

対前期 
増減率 

37.0％  31.3％ 81.5％ 36.7％  ※ 31.8％ 

※ 前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～12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

～平成25年３月期について記載しております。 

セグメント別の売上高は以下のとおりです。 

 

セグメントの名称 
平成24年３月期 
（百万円） 

平成25年３月期 
（百万円） 

増減率（％） 

 為替影響排除後 

産業資材事業 25,753 26,378 2.4  2.4

自動車資材事業 18,251 21,744 19.1  19.1 

合  計 44,004 48,123 9.4  9.3 

 

①産業資材事業 

衣料・メディカル資材分野の海外向け貼付薬用基布の販売好調、および電気・工業資材分野

の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、売上高は263億7

千8百万円（前期比2.4％増）になり、営業利益は5億2千万円（前期比81.5％増）と大幅に伸長

しました。 

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。 
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◇衣料・メディカル資材分野（売上高89億4千4百万円、前期比1.5％増） 

芯地は、紳士用途が堅調に推移したものの、婦人、ワーキングウェア用途が製品在庫調

整などにより苦戦し、前期を下回りました。 

中わたは、吸湿発熱など高機能製品については堅調に推移しましたが、一般防寒衣料、

スポーツ衣料向けは、ダウン仕様の防寒衣料が主流となり需要が減少し、前期を僅かに下

回りました。 

貼付薬用基布は、国内向けの販売が低調でしたが、海外向けの販売が新規商権の獲得に

より伸長し、前期を上回りました。マスクは、国内製造業向けについては低調でしたが、

PM2.5対策用にN95タイプのマスク等の販売が好調に推移し、前期並みを維持しました。薬

粧基布は、冷却シート販売が夏場の電力制限等の影響により需要増となった前期と比較し

低調に終わり、化粧品分野も新規採用が少なかったため、前期を下回りました。 

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長が寄与し、前期を上

回りました。 

 

◇電気・工業資材分野（売上高100億8千2百万円、前期比6.6％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、期前半におけるエコカー補助金の

実施および燃費性能指向により同自動車の販売が伸長し、前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、国内向けについては苦戦しましたが、海外向けが

堅調に推移し前期を上回りました。 

ニカド電池セパレータは、海外向け電動工具用途の販売は好調に推移しましたが、国内向

けが低調だったため前期を下回りました。 

複写機用クリーニングロールは、北米・欧州向け複写機販売台数の減少ならびに中国向け

販売の低迷およびアフターパーツの交換需要減により、前期を大きく下回りました。 

液体ろ過材は、ビバレッジ分野向けの販売が好調に推移し、半導体分野向けも回復傾向に

ありますが、前期に震災後の一時的な需要増があったため、前期実績を下回りました。 

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長が寄与し前期を上回りました。 
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◇空調資材分野（売上高68億5千9百万円、前期比2.6％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、自動巻取用、

再生洗浄用フィルタともに販売が好調に推移したことから、前期を上回りました。 

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、タイや米国向けの販売が好調であったものの、国内や

中国向けの需要が低迷したことにより前期を下回りました。 

機器内蔵用エアフィルタは、OA機器用や個別空調用途を中心に堅調に推移し前期並みとな

りました。 

以上の結果、空調資材分野全体としては、前期を下回りました。 

 

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

スに共同に行われており、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計上しておりません。 

 

②自動車資材事業 

自動車資材事業は、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、および国内外での販売が好調に推移したこ

とから、売上高は217億4千4百万円（前期比19.1％増）になりました。しかし、北米のバイキ

ャムインコーポレーテッドの本格稼動の遅れなどによる売上原価の増加により、営業利益は5

億1千1百万円（前期比26.5％減）になりました。 

 

自動車用フロアマットは、北米においては、自動車販売が好調に推移していることから、前

期を大きく上回りました。国内においては、エコカー補助金の終了により期後半は販売が落ち

込んだものの、期前半の自動車販売好調により、前期を上回りました。アジアにおいては、中

国での販売が不振であったことから前期を大きく下回りました。 

自動車用天井表皮材等は、新規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、および国内の期前半における自動車生産台数

の増加により好調に推移し、前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） 

 北   米 ア ジ ア 

 対前期 
増減率 

 対前期 
増減率 

売上高 12,578 35.7％ 505  △17.7％ 

（注）上記は、外部顧客に対する売上高であります。 
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次期の見通し 

  次期は、国内経済の回復に加え、積極的な営業・開発活動による販売増加と、米国での新

規商権の拡大およびメキシコの連結子会社の立上げによる大幅増などにより、連結売上高は

7.0%の増収を予想しております。また利益面でも販売・生産の増加による収益の改善に加え、

本格稼動が遅れていた米国連結子会社の安定稼動による売上原価の改善、固定費の削減、およ

び当期に発生した特別損失が無くなることなどから、営業利益、経常利益、当期純利益はそれ

ぞれ大幅な増益を予想しております。 

  なお、４月26日に開示いたしました「株式会社忍足研究所の完全子会社化に向けた基本合

意書締結に関するお知らせ」による影響は、現段階では確定出来ないことから業績予想には含

めておりません。 

年間業績および部門別の見通しは以下の通りです。 

 

次期の通期業績の見通し（連結）                  （単位：百万円） 

 
当期実績 

(平成25年３月期) 

次期見通し 

(平成26年３月期) 
増減率(％) 

売上高 48,123 51,500 7.0

営業利益 1,031 2,500 142.3

経常利益 1,959 3,400 73.5

当期純利益 971 2,300 136.8

(注)在外関係会社の現地通貨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25年１月～12月)の想定は88.00円/米ドル（前期 79.81円）です。 

 

次期のセグメント別の売上高・営業利益見通し            （単位：百万円） 

 
当期実績 

(平成25年３月期)

次期見通し 

(平成26年３月期) 
増減率(％) 

産業資材事業 
売上高 26,378 27,100 2.7

営業利益 520 1,360 161.3

自動車資材事業 
売上高 21,744 24,400 12.2

営業利益 511 1,140 123.0
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（２）財政状態に関する分析 

資産 

資産合計は509億4千8百万円と前連結会計年度末に比べ4億4千万円の減少になりました。 

流動資産（前連結会計年度末比12億5千2百万円の減少）は、主に借入金の返済のために現金及び

預金を12億9千1百万円減少させたことによります。 

固定資産（前連結会計年度末比8億1千2百万円の増加）は、主に投資有価証券が増加したことによ

り増加しました。保有する上場株式の時価評価が増加したこと、および関連会社株式が円安の影

響で増加したことによります。 

当期の有形固定資産の設備投資額は27億4千3百万円になりました。有形固定資産の減価償却費24

億6千5百万円、減損損失5億2百万円、売却および除却簿価5億4百万円でしたが円安の影響で海外

子会社の固定資産が増加したため2千5百万円の減少に留まりました。主な設備投資は、メキシコ

子会社における新工場建設（自動車資材事業）および米国子会社におけるフロアマット製造設備

増設（自動車資材事業）であります。 

 

負債 

負債合計は203億6百万円と前連結会計年度末に比べ23億7千5百万円の減少になりました。 

流動負債（前連結会計年度末比37億6千9百万円の減少）は、主に短期借入金が16億6千8百万円減

少したこと、1年内返済予定の長期借入金が19億9千1百万円減少したことにより減少しました。固

定負債（前連結会計年度末比13億9千3百万円の増加）は、主にその他に含めております長期前受

金が増加したことにより増加しました。 

 

純資産 

純資産の合計は306億4千1百万円と前連結会計年度末に比べ19億3千5百万円の増加になりました。 

株主資本（前連結会計年度末比2億7千4百万円の増加）は、主に当期純利益により増加いたしまし

た。 

その他の包括利益累計額（前連結会計年度末比16億6千3百万円の増加）は、在外子会社および関

係会社における換算レートが円安になったことで為替換算調整勘定のマイナスが減少したことな

どにより増加しました。 

 

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は53億3千2百万円になり、前連結会

計年度末に比べ12億9千1百万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

のとおりです。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは 56億9千万円になりました。(対前期19億2千6百万円収入

増) 

主な要因は、税金等調整前当期純利益14億1千8百万円、減価償却費25億8千9百万円、減損損失5億

6千5百万円、売上債権の減少6億5千1百万円、長期前受金の増加8億8千4百万円、その他△3億6百

万円などによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは△26億1千9百万円になりました。(対前期15億6千2百万円支

出減) 

主な要因は、有形固定資産の取得による支出△30億1千万円、有形固定資産の売却による収入6億8

千4百万円、無形固定資産の取得による支出△1億6千万円、関係会社出資金の払込による支出△1

億1千万円などによります。 

（財務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・フローは △44億4千3百万円になりました。(対前期37億5千7百万円

支出増) 

主な要因は、短期借入金の純減額△17億6千万円、長期借入れによる収入2億3千9百万円、長期借

入金の返済による支出△22億2千3百万円、配当金の支払額△6億9千7百万円などによります。 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率（％） 54.4 56.2 55.9 60.1

時価ベースの自己資本比率（％） 42.5 40.0 37.1 47.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 2.3 2.4 3.0 1.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 45.6 53.4 49.9 82.7

 

※ 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。 
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（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、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。 

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。 

※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、上記の業績ならびに今後の経営環境などを勘案し、剰余金の

配当等の決定に関する方針に基づき、1株につき7円とさせていただきます。これにより、すでにお

支払いしている中間配当金（1株につき7円）を加えました年間の配当金は1株につき14円になります。 

次期の配当金につきましては、今後の業績見通しおよび上記の基本方針に基づき1株につき年間14

円（うち中間7円）を予定しております。 
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２．企業集団の状況 

当企業集団は、日本バイリーン㈱（当社）および子会社14社・関連会社11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。 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

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。 

 

（２）目標とする経営指標及び達成状況 

当社グループが平成22年６月に公表した中期経営ビジョン「Engineering Fabric Innovation」に

おいて設定した５年後（平成27年３月期）の経営指標の目標と当期の進捗状況は以下のとおりです。 

(単位：百万円) 

 平成27年３月期 

目 標 

平成25年３月期 

実 績 

売上高 70,000 48,123 

経常利益 6,500 1,959 

当期純利益 3,900 971 

売上高経常利益率(ROS) 9%以上 4.1% 

総資本利益率(ROA) 11%以上 3.8% 

投下資本利益率(ROIC) 9%以上 3.4% 

投下資本利益率：(営業利益×（1-税率40%）＋持分利益）/（有利子負債＋株主資本） 

 

中期経営ビジョンの３年目にあたる当期は、売上高こそ１～２年目の数値を超えましたが、米国

における合成繊維製造・販売会社の本格稼動の遅れなどにより売上原価が悪化したこと、および減

損損失、訴訟関連損失の計上により経常利益、当期純利益ともに１～２年目の数値を下回り、売上

高経常利益率等の指標についても同様に下回りました。ただし特別損失は一過性の損失であり、売

上原価についても改善しつつあります。 

このような状況でありましたが、中期経営ビジョン「Engineering Fabric Innovation」の達成の

ため将来を見すえた積極的な投資を行うとともに、事業資産の集中と選択を行い競争力の強化を図

りました。 

 

 

 

日本バイリーン㈱　（3514）　平成25年3月期　決算短信

- 11 -



平成25年３月末までに以下の投資を行いました。 

・自動車用フィルタおよび産業用フィルタの製造・販売を目的とした関連会社の設立(中国） 

・自動車用フロアマット製造・販売子会社の設立(メキシコ） 

 

平成25年３月末までに以下の意思決定を行い完了しております。 

・米国子会社の工場売却 

・取引先との間の訴訟の和解による解決 

・静岡県への子会社工場用地の一部売却とそれにともなう減損損失の計上 

 

また平成26年３月期中の完了を目指して以下の意思決定を行っております。 

・衣料用芯地の海外生産移管 

・自動車用フロアマット製造・販売子会社の設立(タイ） 

・株式会社忍足研究所の完全子会社化 

 

（３）会社の対処すべき課題 

今後の当社を取り巻く経済環境は、円安や政策効果などによる景気回復が期待されておりますが、

原油など輸入物価の上昇も予想されるなど不安定な要素も多く抱えております。 

中期経営ビジョン３年目である当期の状況は、震災等の影響による経済状況の低迷や円高の影響

などにより目標とする経営指標には届いておりませんが、次の50年のための基盤づくりとして、今

後も積極的な投資を行うとともに、引き続き以下の中期経営ビジョンの基本戦略に取り組んでおり

ます。また、この基本戦略を継続する中で、平成25年を初年度とする中期３ヵ年計画の策定にも取

り組んでおります。 

 

この経営目標達成に向け、以下の８つの基本戦略を定め、実行しております。 

①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。 

②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。 

③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（MOT）(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 

④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。 
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⑤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。 

⑥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。 

⑦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。 

⑧CSR・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。 

 

日本バイリーン㈱　（3514）　平成25年3月期　決算短信

- 13 -



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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,624 5,332

受取手形及び売掛金 10,855 10,352

商品及び製品 4,207 4,073

仕掛品 633 652

原材料及び貯蔵品 1,564 1,768

繰延税金資産 542 638

その他 821 1,187

貸倒引当金 △8 △18

流動資産合計 25,240 23,987

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 21,569 23,070

減価償却累計額 △14,474 △14,803

建物及び構築物（純額） 7,094 8,266

機械装置及び運搬具 36,372 38,796

減価償却累計額 △31,709 △32,764

機械装置及び運搬具（純額） 4,663 6,031

工具、器具及び備品 5,894 5,951

減価償却累計額 △5,205 △5,424

工具、器具及び備品（純額） 688 526

土地 3,223 2,378

建設仮勘定 2,385 827

有形固定資産合計 18,055 18,030

無形固定資産   

のれん 94 19

ソフトウエア 257 312

その他 124 136

無形固定資産合計 477 469

投資その他の資産   

投資有価証券 4,183 4,834

繰延税金資産 753 736

その他 2,680 2,891

貸倒引当金 △2 △1

投資その他の資産合計 7,613 8,459

固定資産合計 26,147 26,960

資産合計 51,388 50,948
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,336 4,297

短期借入金 5,129 3,461

1年内返済予定の長期借入金 2,223 231

未払金 1,232 1,129

未払法人税等 74 117

賞与引当金 559 695

役員賞与引当金 54 51

設備関係支払手形 99 44

その他 1,192 1,103

流動負債合計 14,901 11,132

固定負債   

長期借入金 3,766 4,001

繰延税金負債 598 949

退職給付引当金 2,500 2,526

役員退職慰労引当金 14 15

偶発損失引当金 83 －

資産除去債務 147 144

その他 669 1,536

固定負債合計 7,779 9,173

負債合計 22,681 20,306

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 20,027

自己株式 △4,540 △4,539

株主資本合計 32,523 32,797

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 248 404

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 △4,069 △2,561

その他の包括利益累計額合計 △3,821 △2,157

新株予約権 4 2

純資産合計 28,706 30,641

負債純資産合計 51,388 50,948
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
     連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 44,004 48,123

売上原価 35,040 38,772

売上総利益 8,963 9,350

販売費及び一般管理費 7,981 8,318

営業利益 982 1,031

営業外収益   

受取利息 27 2

受取配当金 108 159

持分法による投資利益 948 763

その他 113 119

営業外収益合計 1,197 1,045

営業外費用   

支払利息 75 65

売上割引 12 14

為替差損 26 12

支払補償費 21 －

その他 22 25

営業外費用合計 158 117

経常利益 2,021 1,959

特別利益   

固定資産売却益 3 338

段階取得に係る差益 32 －

特別利益合計 35 338

特別損失   

固定資産売却損 － 111

固定資産除却損 29 47

投資有価証券評価損 50 －

減損損失 － 565

訴訟関連損失 － 155

本社移転費用 88 －

その他 0 0

特別損失合計 168 880

税金等調整前当期純利益 1,889 1,418

法人税、住民税及び事業税 387 322

法人税等調整額 127 124

法人税等合計 515 446

少数株主損益調整前当期純利益 1,373 971

当期純利益 1,373 971
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,373 971

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 120 155

為替換算調整勘定 △262 861

持分法適用会社に対する持分相当額 △154 646

その他の包括利益合計 △296 1,663

包括利益 1,077 2,634

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,077 2,634
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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

利益剰余金   

当期首残高 19,078 19,755

当期変動額   

剰余金の配当 △697 △697

当期純利益 1,373 971

自己株式の処分 － △0

当期変動額合計 676 272

当期末残高 19,755 20,027

自己株式   

当期首残高 △4,539 △4,540

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 － 2

当期変動額合計 △1 1

当期末残高 △4,540 △4,539

株主資本合計   

当期首残高 31,848 32,523

当期変動額   

剰余金の配当 △697 △697

当期純利益 1,373 971

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 － 1

当期変動額合計 674 274

当期末残高 32,523 32,797
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 128 248

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 120 155

当期変動額合計 120 155

当期末残高 248 404

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △1 △0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 0

当期変動額合計 1 0

当期末残高 △0 －

為替換算調整勘定   

当期首残高 △3,651 △4,069

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △418 1,507

当期変動額合計 △418 1,507

当期末残高 △4,069 △2,561

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △3,524 △3,821

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △296 1,663

当期変動額合計 △296 1,663

当期末残高 △3,821 △2,157

新株予約権   

当期首残高 4 4

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △1

当期変動額合計 － △1

当期末残高 4 2

純資産合計   

当期首残高 28,327 28,706

当期変動額   

剰余金の配当 △697 △697

当期純利益 1,373 971

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 － 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △296 1,661

当期変動額合計 378 1,935

当期末残高 28,706 30,641

日本バイリーン㈱　（3514）　平成25年3月期　決算短信

- 19 -



（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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 1,889 1,418

減価償却費 2,595 2,589

のれん償却額 6 13

減損損失 － 565

本社移転費用 88 －

訴訟関連損失 － 155

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 7

賞与引当金の増減額（△は減少） △253 135

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △36 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 131 25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 1

固定資産除売却損益（△は益） 25 △179

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 50 －

段階取得に係る差損益（△は益） △32 －

受取利息及び受取配当金 △135 △162

支払利息 75 65

持分法による投資損益(受取配当金相殺後・△は
益)

△281 214

売上債権の増減額（△は増加） △1,210 651

たな卸資産の増減額（△は増加） △48 24

仕入債務の増減額（△は減少） 927 △109

長期前受金の増減額（△は減少） － 884

その他 347 △306

小計 4,133 5,991

利息及び配当金の受取額 135 162

利息の支払額 △75 △68

法人税等の支払額 △437 △289

法人税等の還付額 7 132

訴訟関連損失の支払額 － △238

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,763 5,690
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 239 －

有形固定資産の取得による支出 △4,473 △3,010

有形固定資産の売却による収入 7 684

無形固定資産の取得による支出 △190 △160

投資有価証券の取得による支出 △20 △20

関係会社出資金の払込による支出 － △110

貸付けによる支出 △486 －

敷金及び保証金の差入による支出 △278 △3

敷金及び保証金の回収による収入 916 23

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

84 －

その他 17 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,182 △2,619

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） 198 △1,760

長期借入れによる収入 3,037 239

長期借入金の返済による支出 △3,223 △2,223

自己株式の取得による支出 △1 △1

自己株式の処分による収入 － 0

配当金の支払額 △697 △697

財務活動によるキャッシュ・フロー △686 △4,443

現金及び現金同等物に係る換算差額 △59 81

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,165 △1,291

現金及び現金同等物の期首残高 7,790 6,624

現金及び現金同等物の期末残高 6,624 5,332
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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 

当連結会計年度 
(自  平成24年４月１日 
  至  平成25年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社は14社であり、非連結子会社はありません。 

平成24年５月４日に新たに設立したバイアムマニファクチュアリングメキシコソシエダアノニマデカピ

タルバリアブレを連結の範囲に含めております。 

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 

平成24年３月８日に新たに設立したフロイデンベルグ&バイリーンフィルタ(チェンドゥ)カンパニーリ

ミテッドを持分法適用関連会社に含めております。 

変更後の持分法適用関連会社の数は９社であります。 

関連会社彦富工業㈱、㈱新和製作所の２社は、連結当期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６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

７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。 

 

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。 

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。 

②デリバティブ取引 

時価法によっております。 

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。 

(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。  

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。 
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当連結会計年度 
(自  平成24年４月１日 
  至  平成25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。 

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を計上し

ております。 

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を計

上しております。 

④退職給付引当金 

当社および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。 

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。 

(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。 
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当連結会計年度 
(自  平成24年４月１日 
  至  平成25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。 

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 

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。 

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。 

(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のれんの償却方法及び償却期間 

５年間の定額法により償却を行っております。 

②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。 

③連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

 

５ 連結子会社の資産および負債の評価に関する事項 

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。 

 

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(現金及び現金同等物)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。 

 

 

（７）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

（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） 

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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。 

これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益はそれぞれ31百万円増

加しております。 
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（８）表示方法の変更 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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「営業外費用」の「その他」に含めておりました「売上割引」は、営業外費用

の総額の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しております。この表示方法

の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。  

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた34

百万円は、「売上割引」12百万円、「その他」22百万円として組み替えております。 

 

（９）連結財務諸表に関する注記事項 

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、連結包括

利益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。 

 

（連結損益計算書関係） 

減損損失 

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

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 場所または会社 
金額 

(百万円) 

遊休資産 土地 静岡県富士市 502

その他 のれん 
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 
63

合計 565

事業用資産については、製品分野別にグルーピングし、遊休資産およびのれんについては、個々の

資産ごとに資産のグルーピングを行っております。 

静岡県富士市の土地は、産業資材分野の事業用資産として使用しておりましたが、静岡県に都市計

画道路用地として土地の一部を売却いたしました。売却後も継続して保有する土地については、将

来の用途が定まっていないため、保有資産のグルーピングを遊休資産に変更いたしました。 

この分類を変更した遊休資産については、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502百万円計上しております。 

なお、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、その評価は、不

動産鑑定評価基準等に基づき算定しております。 
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また、連結子会社バイアムホールディングインコーポレーテッドにおける、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事業譲受時に発生したのれんに関して、当初想定して

いた収益の獲得が見込めなくなったため、減損損失を計上しております。 

なお、米国会計基準に基づき当該子会社の財務諸表に減損損失が計上されましたが、連結財務諸表

上は、日本の会計基準に基づき５年間で定額償却を行っているため、連結子会社で認識された減損

損失のうち、連結上ではすでに償却した分を差し引いた63百万円を減損損失として特別損失に計上

しております。 

 

 （連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 6,624百万円

現金及び現金同等物 6,624百万円

  

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 5,332百万円

現金及び現金同等物 5,332百万円
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（セグメント情報等） 

（セグメント情報） 

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表皮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

井表皮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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項」における記載と概ね同一であります。 
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（単位：百万円） 

 
産業資材 
事業 

自動車資材 
事業 

計 調整額 
連結財務諸表

計上額 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 25,753 18,251 44,004 － 44,004

(2)セグメント間の内部売上高 － － － － －

計 25,753 18,251 44,004 － 44,004

セグメント利益 286 695 982 － 982

セグメント資産 22,713 15,200 37,914 13,473 51,388

その他の項目  

減価償却費 1,577 701 2,278 317 2,595

のれんの償却額 － 6 6 － 6

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

814 3,252 4,066 524 4,591

(注)  １. セグメント利益の合計と連結損益計算書の営業利益計上額は一致します。 

２. セグメント資産の調整額13,473百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産が含まれ 

ております。その主なものは、現金及び預金、投資有価証券であります。 

 

  当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

（単位：百万円） 

 
産業資材 
事業 

自動車資材 
事業 

計 調整額 
連結財務諸表

計上額 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 26,378 21,744 48,123 － 48,123

(2)セグメント間の内部売上高 － － － － －

計 26,378 21,744 48,123 － 48,123

セグメント利益 520 511 1,031 － 1,031

セグメント資産 19,999 17,035 37,035 13,913 50,948

その他の項目  

減価償却費 1,366 908 2,274 315 2,589

のれんの償却額 － 13 13 － 13

減損損失 － 63 63 502 565

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

497 2,193 2,690 213 2,903

（注）１. セグメント利益の合計と連結損益計算書の営業利益計上額は一致します。 

２. セグメント資産の調整額13,913百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産が含まれ 

ております。その主なものは、現金及び預金、投資有価証券であります。 
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（１株当たり情報） 

 
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

 

１株当たり純資産額 575円96銭

１株当たり当期純利益 27円57銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

27円56銭

 

１株当たり純資産額 614円80銭

１株当たり当期純利益 19円49銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

19円48銭

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度末 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成25年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 28,706百万円 30,641百万円

普通株式に係る純資産額 28,702百万円 30,639百万円

差額の主な内訳 

新株予約権 4百万円 2百万円

少数株主持分 － －

普通株式の発行済株式数 60,140,945株 60,140,945株

普通株式の自己株式数 10,307,605株 10,304,513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 49,833,340株 49,836,432株

 

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 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益 1,373百万円 971百万円

普通株式に係る当期純利益 1,373百万円 971百万円

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 49,835,333株 49,836,840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 14,258株 9,473株

普通株式増加数 14,258株 9,473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 

－ －
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（重要な後発事象） 

会社の買収（完全子会社化） 

当社は、平成25年４月26日開催の取締役会において、株式会社忍足研究所（以下、「忍足社」と

いいます）の完全子会社化に向けた基本合意書を締結することについて決議し、同日付で忍足社およ

び筆頭株主である株式会社協栄エンタープライズ（以下、「協栄社」といいます）との間で基本合意

書を締結いたしました。 

 

１．完全子会社化の理由 

当社は不織布フィルタを中心とする空調用エアフィルタの製造・販売および関連事業を行って

おりますが、国内ビル空調用エアフィルタ市場を主力市場としており、今後の空調資材事業の拡大

のため、産業空調用エアフィルタ分野に注力することを戦略の一つとして掲げております。 

対象会社である忍足社は、放電加工機用液体フィルタならびに産業空調用エアフィルタおよび

機器関連を主力商品としております。 

忍足社は事業内容や展開している市場および製品の特徴などは当社とは異なり、重複する部分

が限定的であるため、相互補完が可能であり、両社ともに事業統合による相乗効果が期待できま

す。 

そのため、当社は、忍足社を子会社化することにより、今後、産業空調用エアフィルタ市場へ

本格参入し、当社グループの空調関連事業規模を拡大するとともに、顧客の多様なニーズに応え

られる総合フィルタメーカーを目指すことが可能と判断しました。 

上記のような状況の下、当社、忍足社および協栄社間で子会社化に関する基本合意に至りまし

た。現在のところ、 終的な株式取得の方法は決定しておりませんが、当社と協栄社または忍足

社との間において株式譲渡、株式交換またはその組み合わせによる方法等の取引により全株式を

取得することを検討しております。 

 

２．完全子会社化する会社の概要 

（１） 名 称 株式会社忍足研究所 

（２） 所 在 地 東京都新宿区百人町二丁目８番15号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 忍足 義彦 

（４） 事 業 内 容 空気清浄ろ過器、機器の製造、施工および販売 等 

（５） 資 本 金 9,370万円 

 

３．日 程 

（１） 取 締 役 会 決 議 
①基本合意書締結 平成25年４月26日 

② 終契約締結 平成25年６月～７月頃予定 

（２） 株 式 取 得 日 平成25年８月～９月頃予定 

 

（開示の省略） 

リース取引、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、税効

果会計、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産、関連当事者との取引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。 
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５．その他 

役員の異動 

役員の異動は、平成25年３月28日および４月26日に開示した資料をご覧ください。 
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