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１．平成27年３月期第２四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26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 ％

27年３月期第２四半期 27,099 3.0 1,349 △3.5 2,018 △1.4 1,539 △26.7

26年３月期第２四半期 26,318 7.1 1,398 74.0 2,046 52.4 2,100 123.6

(注) 包括利益 27年３月期第２四半期 726百万円(△81.2％) 26年３月期第２四半期 3,871百万円( 235.2％)

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

27年３月期第２四半期 30.38 30.38

26年３月期第２四半期 42.15 42.14

（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 ％

27年３月期第２四半期 57,373 37,432 65.2

26年３月期 56,795 36,587 64.4

(参考) 自己資本 27年３月期第２四半期 37,430百万円 26年３月期 36,585百万円

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

26年３月期 － 7.00 － 13.00 20.00

27年３月期 － 8.50

27年３月期(予想) － 8.50 17.00

(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27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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 58,500 7.2 2,750 0.8 4,100 7.8 2,800 △15.5 54.19

(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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（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) 27年３月期２Ｑ 52,840,945株 26年３月期 49,840,945株

② 期末自己株式数 27年３月期２Ｑ 17,309株 26年３月期 12,618株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期２Ｑ 50,683,262株 26年３月期２Ｑ 49,834,946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
１．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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説
明」をご覧ください。

２．当社は、平成26年８月25日を払込期日とする第三者割当増資により普通株式3,000,000株を発行しております。
平成27年３月期の連結業績予想に記載の１株当たり当期純利益は、上記増資による普通株式3,000,000株を加え
算出しております。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  経営成績に関する説明 

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、企業収益や雇用情勢に改善

の動きが見られたものの、消費税増税前の駆け込み需要の反動の影響により、国内景気回復は足

踏み状態で推移いたしました。一方、米国経済は回復傾向にあり、また中国経済は、勢いが鈍化

しているものの拡大基調が継続しました。 

このような状況のもと、当社グループは、平成25年８月に策定した中期３ヵ年計画に基づき、

中期経営ビジョンで掲げた基本戦略の推進、外部環境の変化に大きく左右されない収益構造の強

化、および北米、アジアを中心とした海外での事業活動の強化などを基本方針として取り組んで

まいりました。 

当第２四半期連結累計期間におきましては、平成25年５月に設立したタイの自動車用フロアマ

ット製造販売子会社の工場が完成し、６月より稼働を開始しております。また、国内においても

空調分野における九州地区での売上拡大を目指し、10月１日付で子会社の株式会社忍足研究所と

共同で福岡市内に九州出張所を開設いたしました。九州出張所を基点として、地域密着型の営業

を推進し、既存顧客への販売強化と新規市場の開拓を目指してまいります。 

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、自動車用フロアマット事業がメキシコにお

ける新会社の売上増および為替の影響もあり前年同四半期を上回ったこと、国内および北米にお

いて自動車用天井表皮材の販売が好調であったこと、および平成25年８月に子会社化した株式会

社忍足研究所の売上が加わったことから、売上高は270億9千9百万円（前年同四半期比3.0％増）

となりました。営業利益は、販売管理費の増加により13億4千9百万円（前年同四半期比3.5％

減）となり、経常利益は、営業利益の減少に加え、持分法投資利益が減少したことにより20億1

千8百万円（前年同四半期比1.4％減）となりました。また、四半期純利益は、前年同四半期に負

ののれん発生益7億3千1百万円を計上した影響により、5億6千万円減益の15億3千9百万円（前年

同四半期比26.7％減）となりました。 

 

 

平成26年３月期 

第２四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

平成27年３月期 

第２四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

増減率（％） 

 (注2) 為替影響排除後

売上高 26,318 27,099 3.0 0.7 

営業利益 1,398 1,349 △3.5 △7.7 

経常利益 2,046 2,018 △1.4 △6.5 

四半期純利益 2,100 1,539 △26.7 △30.8 

（注）1．平成26年１月～６月における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、102.46円/米ドル（期中平均、前年同四半期95.73円/米ドル）です。 

2．在外関係会社の為替換算を前年同四半期のレートにて算出した金額の増減率です。 

 

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] 

北米では、メキシコにおける新会社の売上増や為替の影響もあり自動車フロアマット事業の売

上が増加したことなどから前年同四半期を上回りましたが、アジアでは前年同四半期を下回りま

した。 

 

日本バイリーン㈱　（3514）　平成27年3月期　第2四半期決算短信

-2-



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

当第２四半期 

連結累計期間 
9,507 2,588 438 12,534 46.3% 

対前年同四半期 

増減率 
6.2% △9.1% 40.6% 3.5% (注1) 46.0% 

（注）1．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。 

2．北米にはメキシコにおける売上高も含まれております。 

3．平成26年１月～６月における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、102.46円/米ドル（期中平均、前年同四半期95.73円/米ドル）です。 

 

[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26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26年４月

～９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26年３月期 

第２四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

平成27年３月期 

第２四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

増減率（％） 

 (注) 為替影響排除後

産業資材事業 13,459 13,578 0.9  0.9 

自動車資材事業 12,858 13,521 5.2  0.5 

合計 26,318 27,099 3.0  0.7 

（注）在外関係会社の為替換算を前年同四半期のレートにて算出した金額の増減率です。 

 

①産業資材事業 

産業資材事業は、電気・工業資材分野の販売が不振でしたが、衣料・メディカル資材分野の販

売が前年同四半期並みを維持したこと、および空調資材分野の販売が平成25年８月に株式会社忍

足研究所を子会社化したことに伴い前年同四半期を大きく上回ったことにより、売上高は135億7

千8百万円（前年同四半期比0.9％増）となりました。営業利益は、販売管理費の増加により、4

億8千1百万円（前年同四半期比36.3％減）と大幅減益となりました。 

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。 

 

◇衣料・メディカル資材分野（売上高48億8千1百万円、前年同四半期比0.9％減） 

芯地は、消費税増税に伴うメンズおよび百貨店レディースアパレル向けへの販売不振、およ

び海外生産移管に伴う輸出販売の終了などにより前年同四半期を大きく下回りました。中わた

は、新機能品の販売が伸長し、前年同四半期を大きく上回りました。 

貼付薬用基布は、前年同四半期に米国向け製品の大型受注があった反動で、前年同四半期を

下回りました。マスクは、産業用途向けが好調に推移したこと、および除染用マスクの採用が

増加したことなどにより前年同四半期を上回りました。薬粧基布は、冷却シート用およびフェ

イスマスク用の需要が増加し、前年同四半期を大きく上回りました。 

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減の影響が大きかったもの

の、中わたやマスク、薬粧基布などの販売好調により、前年同四半期並みとなりました。 
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◇電気・工業資材分野（売上高44億1千4百万円、前年同四半期比13.3％減） 

ハイブリッド自動車用ニッケル水素電池セパレータは、顧客の生産調整および一部車種にお

ける仕様変更の影響で、前年同四半期を下回りました。民生用ニッケル水素電池セパレータ

は、産業用途でのバックアップ電源用途や中国鉄道向けの販売が好調でしたが、市販用途での

販売が低調に推移し前年同四半期を下回りました。ニカド電池セパレータは、電動工具の仕様

変更が加速していることにより苦戦し、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、ペーパーレス化傾向に伴い交換需要が鈍化したこと、およ

び高速複写機の販売不振の影響により、前年同四半期を下回りました。液体ろ過材は、ビバレ

ッジ用途の新製品が好調に推移し、前年同四半期を上回りました。プリント配線基板材は、中

国向けの需要減少により、前年同四半期を大きく下回りました。 

電気・工業資材分野全体としては、液体ろ過材などの販売が好調でしたが、ニカド電池セパ

レータや、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減の影響により、前年同

四半期を大きく下回りました。 

 

◇空調資材分野（売上高39億9百万円、前年同四半期比23.1％増） 

汎用エアフィルタは、期初は消費税増税前の駆け込み需要の反動の影響がありましたが、需

要は回復傾向にあり、自動車工場を中心とした産業分野向けおよびビル向けが堅調に推移し、

前年同四半期並みを維持しました。中高性能フィルタにおいても、需要は回復傾向にあり、大

型新規物件受注もあり、前年同四半期を大きく上回りました。自動車用キャビンエアフィルタ

は、競争激化によるリピート向けなどの販売減、欧州、ロシア向けの販売不振および海外現地

生産移管などにより、前年同四半期を大きく下回りました。機器内蔵用エアフィルタは、OA機

器用が好調に推移したものの、価格競争激化などにより苦戦したこと、および不採算分野から

一部撤退したこともあり、前年同四半期を大きく下回りました。 

空調資材分野全体としては、平成25年８月に子会社化した株式会社忍足研究所の売上が加わ

ったことから、前年同四半期を大きく上回りました。 

 

なお、産業資材事業における海外事業は、主としてフロイデンベルグ社との協力関係をベー

スとした合弁会社により展開しております。これらの合弁会社は持分法を適用しており、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、国内・北米において天井表皮材の販売が好調であったこと、北米フロアマ

ット事業もメキシコにおける新会社の売上増および為替の影響により前年同四半期を上回ったこ

とから、売上高は135億2千1百万円（前年同四半期比5.2％増）、営業利益は8億6千7百万円（前

年同四半期比35.0％増）となりました。 

自動車用フロアマットは、北米においては、メキシコにおける新会社の売上増および為替の影

響により、前年同四半期を上回りました。国内においては、消費税増税前の駆け込み需要の反動

の影響がありましたが、新規採用により前年同四半期並みを維持しました。アジアにおいては、

中国での販売が好調に推移し、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、北米においては販売が好調に推移したこと、および為替の影響により

前年同四半期を大きく上回りました。また、国内においても、自動車生産台数の増加により、前

年同四半期を上回りました。 

なお、自動車資材事業における海外事業は、主として当社100％出資の子会社およびフロイデ

ンベルグ社との協力関係をベースとした合弁会社により展開しております。当社100％出資の子

会社は連結範囲に含めており、合弁会社は持分法を適用しております。 
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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 

  

対前年同四半期 

増減率  

対前年同四半期 

増減率 

売上高 8,748 6.4% 346 38.7% 

（注）1．上記は、外部顧客に対する売上高であります。 

2．北米にはメキシコにおける売上高も含まれております。 

 

(2)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間の当社グループの連結業績は、概ね予想通りに推移しております。こ

のため平成27年３月期通期の業績予想につきましては、平成26年５月14日に発表しました予想から

変更は行っておりません。 

 

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 

(会計方針の変更) 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基

準」という。）および「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平

成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文および退

職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給

付債務および勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給

付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数

に基づく割引率を使用する方法から退職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を反映

した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っ

て、当第２四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に

伴う影響額を利益剰余金に加減しております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が1,485百万円増加し、利益剰

余金が959百万円減少しております。また、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および

税金等調整前四半期純利益はそれぞれ23百万円増加しております。 
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４．四半期連結財務諸表

（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26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,355 5,040

受取手形及び売掛金 12,241 12,161

商品及び製品 4,094 4,922

仕掛品 763 749

原材料及び貯蔵品 2,096 2,132

その他 2,008 2,268

貸倒引当金 △13 △12

流動資産合計 26,546 27,261

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,765 8,604

機械装置及び運搬具（純額） 6,707 6,611

土地 2,579 2,571

その他（純額） 1,572 1,777

有形固定資産合計 19,625 19,564

無形固定資産 675 677

投資その他の資産

投資有価証券 6,023 5,886

その他 3,925 3,985

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 9,947 9,869

固定資産合計 30,248 30,111

資産合計 56,795 57,373
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,586 4,690

短期借入金 2,232 1,804

1年内返済予定の長期借入金 2,308 3,240

未払法人税等 489 70

賞与引当金 1,036 879

役員賞与引当金 102 55

その他 2,718 3,102

流動負債合計 13,474 13,844

固定負債

長期借入金 2,277 1,066

役員退職慰労引当金 9 －

退職給付に係る負債 1,559 2,000

資産除去債務 153 154

その他 2,732 2,875

固定負債合計 6,732 6,096

負債合計 20,207 19,941

純資産の部

株主資本

資本金 9,816 10,680

資本剰余金 7,492 8,356

利益剰余金 18,104 18,036

自己株式 △6 △8

株主資本合計 35,406 37,064

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 349 274

為替換算調整勘定 536 △185

退職給付に係る調整累計額 292 276

その他の包括利益累計額合計 1,178 365

新株予約権 2 2

純資産合計 36,587 37,432

負債純資産合計 56,795 57,373
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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25年４月１日
至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

売上高 26,318 27,099

売上原価 20,807 21,356

売上総利益 5,510 5,743

販売費及び一般管理費 4,112 4,394

営業利益 1,398 1,349

営業外収益

受取配当金 16 13

持分法による投資利益 650 630

その他 64 102

営業外収益合計 731 745

営業外費用

支払利息 35 34

為替差損 25 －

その他 22 42

営業外費用合計 83 76

経常利益 2,046 2,018

特別利益

固定資産売却益 3 19

負ののれん発生益 731 －

退職給付制度終了益 － 273

特別利益合計 735 293

特別損失

固定資産除却損 8 11

工場再構築費用 11 61

割増退職金 － 102

特別損失合計 19 175

税金等調整前四半期純利益 2,762 2,137

法人税、住民税及び事業税 545 339

法人税等調整額 116 258

法人税等合計 661 597

少数株主損益調整前四半期純利益 2,100 1,539

四半期純利益 2,100 1,539
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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25年４月１日
至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,100 1,539

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 50 △74

為替換算調整勘定 1,202 △528

退職給付に係る調整額 － △17

持分法適用会社に対する持分相当額 518 △192

その他の包括利益合計 1,771 △813

四半期包括利益 3,871 726

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,871 726
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(３) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 

(継続企業の前提に関する注記) 

該当事項はありません。 

 

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 

当第２四半期連結累計期間の期首より、退職給付債務および勤務費用の計算方法を変更してお

ります。これにより期首利益剰余金が959百万円減少しております。 

 

当社は、平成26年８月25日付で、東レ株式会社およびフロイデンベルグ エスエー（現：フロ

イデンベルグ エスイー）から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第２四半期

連結累計期間において資本金が864百万円、資本準備金が864百万円増加し、当第２四半期連結会

計期間末において資本金が10,680百万円、資本剰余金が8,356百万円となっております。 

 

(セグメント情報等) 

セグメント別の情報につきましては、添付資料２ページ「経営成績に関する説明」に記載して

おりますのでご参照ください。 

 

(追加情報) 

当社は、平成26年４月１日に確定給付型の退職給付制度の一部を確定拠出型に移行し、「退職

給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 平成14年１月31日）およ

び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号 平成14

年３月29日 改正 平成19年２月７日）を適用しております。 

本移行により、当第２四半期連結累計期間の特別利益として273百万円を計上しております。 
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