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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期の連結業績（平成26年４月１日～平成27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 ％

27年３月期 56,471 3.5 2,438 △10.6 3,776 △0.7 2,511 △24.2

26年３月期 54,563 13.4 2,727 164.4 3,802 94.1 3,311 241.0
(注) 包括利益 27年３月期 5,381百万円(△15.3％) 26年３月期 6,356百万円( 141.3％)
　

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 ％ ％ ％

27年３月期 48.60 48.59 6.4 6.5 4.3

26年３月期 66.45 66.44 9.9 7.1 5.0
(参考) 持分法投資損益 27年３月期 1,177百万円 26年３月期 997百万円
　

　

（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

27年３月期 59,656 41,635 69.8 788.22

26年３月期 56,795 36,587 64.4 734.23
(参考) 自己資本 27年３月期 41,633百万円 26年３月期 36,585百万円
　

　

（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

27年３月期 3,581 △3,473 △978 4,628

26年３月期 4,420 △2,486 △2,032 5,355
　

　　

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 ％ ％

26年３月期 － 7.00 － 13.00 20.00 996 30.1 3.0

27年３月期 － 8.50 － 8.50 17.00 897 35.0 2.2

28年３月期(予想) － 10.00 － 15.00 25.00 22.4
　

(注) 26年３月期 期末配当金の内訳 普通配当 9円00銭 特別配当 4円00銭
28年３月期(予想)期末配当金の内訳 普通配当 10円00銭 特別配当 5円00銭

　
　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 30,000 10.7 1,400 3.8 2,200 9.0 1,700 10.4 32.18

通 期 61,700 9.3 3,250 33.3 6,400 69.5 5,900 135.0 111.70
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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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（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) 27年３月期 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 20,966株 26年３月期 12,618株

③ 期中平均株式数 27年３月期 51,670,112株 26年３月期 49,833,278株
　

（注）平成26年８月25日付で、第三者割当増資により3,000,000株を発行しております。

　

(参考) 個別業績の概要
１．平成27年３月期の個別業績（平成26年４月１日～平成27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 ％

27年３月期 30,996 △4.5 632 △46.8 2,209 0.0 1,646 8.9

26年３月期 32,454 4.5 1,189 － 2,208 41.3 1,512 120.5
　

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

27年３月期 31.86 31.86

26年３月期 30.34 30.34
　

　

（２）個別財政状態

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

27年３月期 39,364 25,416 64.6 481.15

26年３月期 39,465 23,988 60.8 481.38

(参考) 自己資本 27年３月期 25,414百万円 26年３月期 23,986百万円
　

　　

※ 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おりません。

　

※ 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27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・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

当期(平成26年４月１日～平成27年３月31日)の当社グループを取り巻く経済環境は、国内においては、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、景気は緩やかな回復に留ま

りました。一方、中国経済の成長は鈍化しているものの、米国経済は引き続き拡大傾向にあり、欧州経済も持ち直しの

動きが見られました。

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。

当期におきましては、タイの自動車用フロアマット製造販売子会社の工場が平成26年５月に完成し、稼働を開始いた

しました。国内においても空調分野における九州地区での既存顧客への販売強化と新規市場の開拓を目指し、平成26年

10月１日に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。また、株式会社忍足研究

所は、生産効率向上と物流・管理費用の削減を目的として既存工場を統合するため、新たな工場用地を取得し、平成27

年度中に新工場を完成すべく計画を推進しております。国内自動車分野においても、当社滋賀工場における自動車用天

井表皮材の新生産ラインが平成26年10月に完成し、生産を開始いたしております。

当期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を含む北米での販売好調および為替の影響もあり

前期を上回ったこと、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564億7千1百万円（前期比3.5％増）となりまし

た。営業利益は、事業拡大に伴う販売管理費の増加等により24億3千8百万円（前期比10.6％減）となり、経常利益は、

37億7千6百万円（前期比0.7％減）となりました。また、当期純利益は、前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、8億円減益の25億1千1百万円（前期比24.2％減）となりました。

平成26年３月期
（百万円）

平成27年３月期
（百万円）

増減率（％）

※為替影響
排除後

売上高 54,563 56,471 3.5 0.7

営業利益 2,727 2,438 △10.6 △15.4

経常利益 3,802 3,776 △0.7 △6.7

当期純利益 3,311 2,511 △24.2 △29.7

(注）1. 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26年１月～12月は105.79円/米ドル（前期97.74円/米ドル）です。

2. ※欄は、在外関係会社の為替換算を前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用フロアマット事業の売上が増加したことな

どから前期を大きく上回りましたが、アジアでは前期を下回りました。

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 20,627 5,533 905 27,066 47.9％

対前期
増減率

16.9％ △4.1％ 4.9％ 11.5％ (注)１ 44.5％

　(注）1. 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。

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. 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26年１月～12月は105.79円/米ドル（前期97.74円/米ドル）です。
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　[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～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26年４月～平成27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26年３月期
（百万円）

平成27年３月期
（百万円）

増減率（％）

※為替影響
排除後

産業資材事業 28,281 27,559 △2.6 △2.6

自動車資材事業 26,282 28,911 10.0 4.3

合計 54,563 56,471 3.5 0.7

　(注）※欄は、在外関係会社の為替換算を前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、衣料・メディカル資材分野の販売が堅調に推移し、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期を上回りましたが、電気・工業資材分野の販売不振により、売上高は275億5

千9百万円（前期比2.6％減）となりました。営業利益は、国内事業の事業環境悪化、販売管理費の増加等により、7億5

千万円（前期比47.8％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99億9千5百万円、前期比1.1％増）

芯地は、メンズおよびレディースアパレル向けへの販売不振などにより前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、前期を大きく上回りました。

貼付薬用基布のうちパップ用は、海外向け販売は順調に推移しているものの、国内向け販売が低迷し、前期を下回り

ました。プラスター用基布は新製品の販売が好調に推移したことから前期を大きく上回りました。マスクは、除染用マ

スクの販売が好調に推移したことなどにより前期を上回りました。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、中わた、プラスター用基布、マスク、および薬粧基布などの販売好調によ

り、前期を上回りました。

　

◇電気・工業資材分野

（売上高86億9千8百万円、前期比12.9％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、北米でのハイブリッド自動車の販売不振の影響などにより、

前期を大きく下回りました。民生用ニッケル水素電池セパレータは、乾電池代替用途の販売が低調に推移したことなど

により前期を下回りました。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、複写機の仕様変更が増加していること、およびアフターパーツ需要の減少により、

前期を大きく下回りました。液体ろ過材は、ビバレッジ用途の需要が回復傾向にあるものの、半導体用途の海外向け販

売が低調に推移し、前期を下回りました。プリント配線基板材は、当該事業を収束することに伴い、前期を大きく下回

りました。

電気・工業資材分野全体としては、主要製品の販売が低迷し、前期を大きく下回りました。

　

◇空調資材分野

（売上高81億3千2百万円、前期比5.2％増）

汎用エアフィルタは、需要が回復傾向にありますが、消費税増税前の駆け込み需要の反動の影響をカバーするに至ら

ず、前期比微減となりました。中高性能フィルタは、大型新規物件受注などにより、前期を上回りました。自動車用キ

ャビンエアフィルタは、海外グループ会社への生産移管を促進していること、および競争激化が進む中、国内、海外市

場向け共に販売が低調に推移したことから、前期を大きく下回りました。機器内蔵用エアフィルタは、新規商権の獲得

などによりOA機器用が好調に推移したものの、採算性を重視した品種構成の見直しを行った影響により、前期を大きく

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、前期を上

回りました。
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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関連会社により

展開しております。これらの関連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、フロアマット事業がメキシコを含む北米における売上増および為替の影響により前期を上回った

こと、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から、売上高は289億1千1百万円（前期比10.0％増）、

営業利益は16億8千7百万円（前期比30.9％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、米国での販売が好調であったこと、ならびに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、前期を大きく上回りました。国内においては、消費税増税による自動車販売台数の影

響により前期を下回りました。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期を上回りました。

また、国内においても、当社品が搭載されている新型車や輸出車の生産好調により、前期を上回りました。

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

をベースとした関連会社により展開しております。関連会社は持分法を適用し、売上高は計上しておりません。

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 18,924 16.9％ 825 21.9％

(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。

次期の見通し

次期の連結売上高は、北米での自動車フロアマットの販売好調に加え、国内景気が円安、原油安などにより回復傾向

にあり国内での販売が好調に推移することから9.3％の増収を予想しております。営業利益は、売上高の増加に加えて原

材料やエネルギーコストの下落などもあり33.3%の増加を予想しております。経常利益は,営業利益の増加に加えて、東

アジアの関連会社が業績好調であること、および平成27年４月15日に開示した香港の関連会社における不動産売却益16

億円により持分法投資利益が増加することから69.5%の大幅増を予想しております。

また当期純利益は、平成24年11月29日に開示した静岡県による子会社工場用地の収用に係る特別利益12億6千3百万円

が加わることから2.3倍の大幅増を予想しております。

なお静岡県による子会社工場用地の収用に係る特別利益は、工場用地を引渡すことが前提になります。収用の時期は

確定しておりませんが当期中には引渡せる予定です。

また、持分法投資利益に含まれている香港の関連会社における不動産売却益は、対象となる不動産が区分所有により

構成されております。このため全てが当期中には売却できない可能性がありますが、今回の業績予想では当期中に全て

売却できることを前提にしております。

年間業績および部門別の見通しは以下のとおりです。

次期の通期業績の見通し（連結） （単位：百万円）

当期実績
(平成27年３月期)

次期見通し
(平成28年３月期)

増減率（％）

売上高 56,471 61,700 9.3

営業利益 2,438 3,250 33.3

経常利益 3,776 6,400 69.5

当期純利益 2,511 5,900 135.0

(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

　 平成28年３月期の想定は116.00円/米ドル（平成27年３月期 105.79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）
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セグメントの名称
当期実績

(平成27年３月期)
次期見通し

(平成28年３月期)
増減率（％）

産業資材事業
売上高 27,559 29,050 5.4

営業利益 750 1,480 97.1

自動車資材事業
売上高 28,911 32,650 12.9

営業利益 1,687 1,770 4.9

（２）財政状態に関する分析

(資産、負債、純資産の状況)

資産

資産合計は596億5千6百万円と前連結会計年度末に比べ28億6千1百万円の増加になりました。

流動資産（対前期2億9千4百万円の増加）は、現金及び預金が7億5千3百万円減少しましたが、主に商品及び製品

が3億7千7百万円、繰延税金資産が3億1百万円、その他流動資産に含まれる未収還付法人税が2億8千3百万円それ

ぞれ増加したことによります。

固定資産（対前期25億6千6百万円の増加）は、有形固定資産が14億2千4百万円、無形固定資産が4億9千2百万円、

投資有価証券が6億2千万円増加したことによります。

有形固定資産の増加は、設備投資額（検収ベース）29億3千3百万円、減価償却費25億6千2百万円でしたが、円安

の影響で在外子会社の固定資産が増加したことによります。主な設備投資は当社滋賀工場における自動車天井表

皮材生産設備(自動車資材事業）、国内子会社の工場移転にともなう土地取得（産業資材事業）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180億2千万円と前連結会計年度末に比べ21億8千6百万円の減少になりました。

流動負債（対前期6億7千4百万円の減少）は、短期借入金が7億4千8百万円、固定負債に計上していた長期前受金

を振替えたことで流動負債その他が12億5百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が6億1千1百万円、1年内

返済予定の長期借入金が15億6千3百万円、未払法人税等が4億7千6百万円減少したことによります。

固定負債（対前期15億1千1百万円の減少）は、主に長期借入金が4億3千6百万円、退職給付に係る負債が5億8千1

百万円、長期前受金を流動負債その他に振替えたことで固定負債のその他が6億8千7百万円減少したことにより

ます。

純資産

純資産の合計は416億3千5百万円と前連結会計年度末に比べ50億4千7百万円の増加になりました。

株主資本（対前期21億7千7百万円の増加）は、第三者割当増資により資本金、資本剰余金がそれぞれ8億6千4百

万円増加したこと、利益剰余金が4億5千4百万円増加したことによります。

その他の包括利益累計額（対前期28億7千万円の増加）は、換算レートが円安になった影響で為替換算調整勘定

が22億2百万円、退職給付に係る調整累計額が5億5千4百万円増加したことによります。
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(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46億2千8百万円になり、前連結会計年度末に比べ

7億2千7百万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。

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 35億8千1百万円になりました。(対前期8億3千9百万円収入減)

主な要因は、税金等調整前当期純利益36億2千7百万円、減価償却費27億2千9百万円、退職給付に係る負債の増減

額△7億4千万円、仕入債務の増減額△6億3千2百万円、法人税等の支払額△14億1千5百万円などによります。

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△34億7千3百万円になりました。(対前期9億8千7百万円支出増)

主な要因は、有形固定資産の取得による支出△28億5千7百万円、無形固定資産の取得による支出△6億3千2百万

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 △9億7千8百万円になりました。(対前期10億5千4百万円支出減)

主な要因は、短期借入金の純増減額7億2千3百万円、長期借入金の返済による支出△23億1千2百万円、株式の発

行による収入17億1千2百万円、配当金の支払額△10億9千6百万円などによります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成24年3月期 平成25年3月期 平成26年3月期 平成27年3月期

自己資本比率（％） 55.9 60.1 64.4 69.8

時価ベースの自己資本比率（％） 37.1 47.4 51.2 52.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 3.0 1.4 1.5 1.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 49.9 82.7 62.6 55.5

※ 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8.5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8.5円）を加えました年間の配当金は１株につき17円になります。

次期の配当につきましては、1株につき普通配当20円（うち中間配当10円）に増配し、さらに子会社工場用地収用に

係る特別利益に対応した特別配当5円を予定しております。

また香港の関連会社における不動産売却の進捗状況により、追加の特別配当を配当方針に基づいて検討いたします。
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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16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、サービスの拡大を図る。

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最適地生産により、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・共生を図る。

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25年８月に公表した中期３ヵ年計画において設定した、平成28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28年３月期
目 標

平成27年３月期
実 績

連結売上高 61,500 56,471

連結営業利益 4,400 2,438

連結経常利益 5,600 3,776

連結当期純利益 3,700 2,511

売上高経常利益率 9.1% 6.7%

総資本経常利益率 9.7% 6.5%

投下資本利益率 8.4% 6.2%

損益分岐点売上高比率 84.2% 89.6%

売上高販売管理費率 15.7% 15.9%

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）

（３）会社の対処すべき課題

　今後の当社グループを取り巻く経済環境は、引き続き各種政策の効果による企業収益や雇用環境の改善などを背景に

景気回復が期待されておりますが、海外景気の下振れや為替変動など景気が下押しされるリスクも存在し、先行き不透

明な状況となっております。

　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ヵ年計画に基づく諸施策を引き続き積極的

に推進してまいります。

　中期３ヵ年計画の概要は以下のとおりです。

１．中期３ヵ年計画の基本方針

・外部環境の変化に大きく左右されないような収益構造への転換を図る。

・当社を取り巻く経済環境に変化はあるものの、中期経営ビジョンで設定した８つの基本戦略（新規事業の推進、海

外事業展開、開発アイテムの早期事業化、既存事業の方向付け、生産拠点の最適化、業務改善と経営の効率化、求

められる人材の養成、CSR・環境経営）および新規事業としてのターゲット市場は継続する。

・収益性や将来性を考慮した計画的設備投資を引き続き実行する。

・北米、中国を中心に海外での販売・生産活動を強化する。また、その他地域の市場開拓にも注力する。

２．中期３ヵ年計画概要

経営目標（2015年度）は、上記（２）「目標とする経営指標及び達成状況」に記載のとおりであります。

３．目標達成のためのキー・チャレンジ

中期３ヵ年計画の目標達成のために次の４つのキー・チャレンジを具体的戦略の柱としてグループ全体で取り組んで

まいります。

① ニュー・ビジネス：新製品、新事業、新しい地域への進出やM&Aの検討
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② コア・ビジネス：既存コア・ビジネスの収益性向上と安定的拡大

③ オペレーショナル・エクセレンス：生産性向上や業務改善による経営の効率化

④ ヒューマン・キャピタル・マネジメント：成長エンジンである「人財」の育成

当社は、中期３ヵ年計画で定めた基本方針に則り積極的に諸施策を実行することによって、企業価値を向上し、安定

した経営基盤を構築できるものと考えております。

４．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、当面は日本基準を採用することとしておりますが、IFRS（国際会計基準）の採用につきましては今

後も国内外の情勢・動向等を注視してまいります。
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５．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26年３月31日)

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,355 4,602

受取手形及び売掛金 12,241 12,366

商品及び製品 4,094 4,471

仕掛品 763 690

原材料及び貯蔵品 2,096 2,086

繰延税金資産 756 1,057

その他 1,252 1,570

貸倒引当金 △13 △5

流動資産合計 26,546 26,841

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 24,279 24,793

減価償却累計額 △15,513 △15,627

建物及び構築物（純額） 8,765 9,165

機械装置及び運搬具 39,916 41,885

減価償却累計額 △33,208 △33,892

機械装置及び運搬具（純額） 6,707 7,993

工具、器具及び備品 6,027 6,082

減価償却累計額 △5,416 △5,463

工具、器具及び備品（純額） 610 619

土地 2,579 2,823

建設仮勘定 961 448

有形固定資産合計 19,625 21,049

無形固定資産

のれん 13 429

ソフトウエア 510 574

その他 152 164

無形固定資産合計 675 1,168

投資その他の資産

投資有価証券 6,023 6,644

繰延税金資産 483 93

その他 3,442 3,861

貸倒引当金 △1 △2

投資その他の資産合計 9,947 10,597

固定資産合計 30,248 32,814

資産合計 56,795 59,656
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,586 3,974

短期借入金 2,232 2,980

1年内返済予定の長期借入金 2,308 745

未払金 1,233 1,327

未払法人税等 489 12

賞与引当金 1,036 974

役員賞与引当金 102 94

その他 1,485 2,690

流動負債合計 13,474 12,799

固定負債

長期借入金 2,277 1,841

繰延税金負債 1,242 1,442

役員退職慰労引当金 9 －

退職給付に係る負債 1,559 977

資産除去債務 153 157

その他 1,489 801

固定負債合計 6,732 5,220

負債合計 20,207 18,020

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 18,559

自己株式 △6 △11

株主資本合計 35,406 37,584

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 349 463

為替換算調整勘定 536 2,739

退職給付に係る調整累計額 292 846

その他の包括利益累計額合計 1,178 4,049

新株予約権 2 2

純資産合計 36,587 41,635

負債純資産合計 56,795 59,656
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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25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 54,563 56,471

売上原価 43,281 45,064

売上総利益 11,281 11,406

販売費及び一般管理費 8,554 8,968

営業利益 2,727 2,438

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 165 52

持分法による投資利益 997 1,177

その他 142 273

営業外収益合計 1,307 1,505

営業外費用

支払利息 70 63

為替差損 103 －

支払補償費 31 27

その他 26 76

営業外費用合計 232 167

経常利益 3,802 3,776

特別利益

固定資産売却益 15 28

投資有価証券売却益 － 36

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 747 338

特別損失

固定資産除却損 24 50

工場再構築費用 114 332

割増退職金 － 102

その他 1 2

特別損失合計 140 487

税金等調整前当期純利益 4,409 3,627

法人税、住民税及び事業税 907 660

法人税等調整額 191 455

法人税等合計 1,098 1,116

少数株主損益調整前当期純利益 3,311 2,511

当期純利益 3,311 2,511
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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25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 3,311 2,511

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △54 113

為替換算調整勘定 1,927 1,510

退職給付に係る調整額 － 566

持分法適用会社に対する持分相当額 1,171 679

その他の包括利益合計 3,044 2,870

包括利益 6,356 5,381

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 6,356 5,381
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 9,816 7,492 20,027 △4,539 32,797

会計方針の変更による

累積的影響額
－

会計方針の変更を反映

した当期首残高
9,816 7,492 20,027 △4,539 32,797

当期変動額

新株の発行 －

剰余金の配当 △697 △697

当期純利益 3,311 3,311

自己株式の取得 △4 △4

自己株式の消却 △4,537 4,537 －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － △1,923 4,532 2,609

当期末残高 9,816 7,492 18,104 △6 35,406

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算調整勘

定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利

益累計額合計

当期首残高 404 △2,561 － △2,157 2 30,641

会計方針の変更による

累積的影響額
－

会計方針の変更を反映

した当期首残高
404 △2,561 － △2,157 2 30,641

当期変動額

新株の発行 －

剰余金の配当 △697

当期純利益 3,311

自己株式の取得 △4

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
△54 3,098 292 3,336 － 3,336

当期変動額合計 △54 3,098 292 3,336 － 5,946

当期末残高 349 536 292 1,178 2 36,587
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当連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 9,816 7,492 18,104 △6 35,406

会計方針の変更による

累積的影響額
△959 △959

会計方針の変更を反映

した当期首残高
9,816 7,492 17,144 △6 34,447

当期変動額

新株の発行 864 864 1,728

剰余金の配当 △1,096 △1,096

当期純利益 2,511 2,511

自己株式の取得 △4 △4

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 864 864 1,414 △4 3,137

当期末残高 10,680 8,356 18,559 △11 37,584

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算調整勘

定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利

益累計額合計

当期首残高 349 536 292 1,178 2 36,587

会計方針の変更による

累積的影響額
△959

会計方針の変更を反映

した当期首残高
349 536 292 1,178 2 35,628

当期変動額

新株の発行 1,728

剰余金の配当 △1,096

当期純利益 2,511

自己株式の取得 △4

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
113 2,202 554 2,870 － 2,870

当期変動額合計 113 2,202 554 2,870 － 6,007

当期末残高 463 2,739 846 4,049 2 41,635
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（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25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27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 4,409 3,627

減価償却費 2,608 2,729

のれん償却額 6 28

負ののれん発生益 △731 －

退職給付制度終了益 － △273

工場再構築費用 114 332

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9 △7

賞与引当金の増減額（△は減少） 308 △63

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 50 △8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5 △9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △433 △740

固定資産除売却損益（△は益） 10 22

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － △34

受取利息及び受取配当金 △168 △55

支払利息 70 63

持分法による投資損益（受取配当金相殺
後・△は益）

△533 △169

売上債権の増減額（△は増加） △729 174

たな卸資産の増減額（△は増加） 53 △82

仕入債務の増減額（△は減少） △197 △632

その他 37 107

小計 4,860 5,005

利息及び配当金の受取額 168 55

利息の支払額 △70 △64

法人税等の支払額 △540 △1,415

法人税等の還付額 3 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,420 3,581
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

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 △2,109 △2,857

有形固定資産の売却による収入 43 30

無形固定資産の取得による支出 △170 △632

投資有価証券の取得による支出 △21 △21

投資有価証券の売却による収入 － 60

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

△223 －

工場再構築費用の支払額 － △104

その他 △4 51

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,486 △3,473

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） △1,398 723

長期借入れによる収入 300 －

長期借入金の返済による支出 △231 △2,312

株式の発行による収入 － 1,712

自己株式の取得による支出 △4 △4

配当金の支払額 △697 △1,096

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,032 △978

現金及び現金同等物に係る換算差額 120 142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 23 △727

現金及び現金同等物の期首残高 5,332 5,355

現金及び現金同等物の期末残高 5,355 4,628

決算短信 （宝印刷）  2015年05月13日 19時47分 19ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



日本バイリーン株式会社(3514) 平成27年３月期 決算短信

－ 20 －

（５）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。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１ 連結の範囲に関する事項

連結子会社は16社であり、非連結子会社はありません。

連結子会社名は、「２ 企業集団の状況」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

関連会社11社のうちフロイデンベルグ&バイリーンインターナショナルリミテッド他８社に対する投資について持分

法を適用しております。

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７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８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

して最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

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

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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(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。

(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) 退職給付に係る会計処理の方法

当社および国内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。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。

過去勤務費用は、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。

未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他

の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

(7) 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のれんの償却方法および償却期間

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。
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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か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。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

「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27年３月26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当連結

会計年度より適用し、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、当連結会計年度

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、当連結会計年度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47百万円増加しており

ます。

なお、当連結会計年度の１株当たり純資産額は18.16円減少し、１株当たり当期純利益金額は0.92円増加しておりま

す。

(表示方法の変更)

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度において、区分掲記しておりました「流動負債」の「設備関係支払手形」は、重要性が乏しいた

め、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。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貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「設備関係支払手形」110百

万円、「その他」1,374百万円は、「その他」1,485百万円として組み替えております。

(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、当連結会計年度の特別利益として273百万円を計上しております。
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(連結損益計算書関係)

　１ 工場再構築費用

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

当社滋賀工場の再構築のための、生産設備の移設・統合・廃棄に伴い発生した費用として、114百万円を特別損

失に計上しております。

当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

当社滋賀工場の再構築のための、生産設備の移設・統合・廃棄に伴い発生した費用として、332百万円を特別損

失に計上しております。

　

　２ 割増退職金

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26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26年４月１日 至 平成27年３月31日）

特別損失に計上された「割増退職金」は、連結子会社における特別加算金等の発生によるものです。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　 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

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

現金及び預金勘定 5,355百万円 4,602百万円

短期投資の有価証券(流動資産そ
の他)

－ 25百万円

現金及び現金同等物 5,355百万円 4,628百万円

(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・タイ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25年４月１日 至 平成26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

外部顧客に対する売上高 28,281 26,282 54,563 － 54,563

セグメント間の内部売上高 － － － － －

計 28,281 26,282 54,563 － 54,563

セグメント利益 1,438 1,289 2,727 － 2,727

セグメント資産 21,175 20,151 41,327 15,467 56,795

その他の項目

減価償却費 1,193 1,149 2,343 265 2,608

のれんの償却額 － 6 6 － 6

負ののれん発生益 731 － 731 － 731

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,011 1,470 2,482 351 2,834

（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15,467百万円には、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26年４月１日 至 平成27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

外部顧客に対する売上高 27,559 28,911 56,471 － 56,471

セグメント間の内部売上高 － － － － －

計 27,559 28,911 56,471 － 56,471

セグメント利益 750 1,687 2,438 － 2,438

セグメント資産 21,746 22,421 44,167 15,488 59,656

その他の項目

減価償却費 1,194 1,241 2,435 293 2,729

のれんの償却額 22 6 28 － 28

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,454 1,147 2,601 519 3,120

（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15,488百万円には、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。

決算短信 （宝印刷）  2015年05月13日 19時47分 24ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



日本バイリーン株式会社(3514) 平成27年３月期 決算短信

－ 25 －

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

１株当たり純資産額 734.23円 788.22円

１株当たり当期純利益金額 66.45円 48.60円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
66.44円 48.59円

(注) 算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

項目
前連結会計年度末
(平成26年３月31日)

当連結会計年度末
(平成27年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 36,587 41,635

普通株式に係る純資産額（百万円） 36,585 41,633

差額の主な内訳

　新株予約権（百万円） 2 2

　少数株主持分（百万円） － －

普通株式の発行済株式数（株） 49,840,945 52,840,945

普通株式の自己株式数（株） 12,618 20,966

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
（株）

49,828,327 52,819,979

２ １株当たり当期純利益額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25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 3,311 2,511

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,311 2,511

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳（百万円） － －

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式の期中平均株式数（百万円） 49,833,278 51,670,112

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（百万円） － －

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（株） － －

新株予約権方式のストック・オプション（株） 7,885 7,886

普通株式増加数（株） 7,885 7,886

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（株）

－ －
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(重要な後発事象)

　 該当事項はありません。

(開示の省略)

連結貸借対照表、連結株主資本等変動計算書、連結包括利益計算書、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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６．その他

　役員の異動

役員の異動は、平成27年３月30日に開示した資料をご覧ください。

決算短信 （宝印刷）  2015年05月13日 19時47分 27ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）


	サマリー　平成27年３月期決算短信.pdf
	平成27年３月期決算短信.pdf

