
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

     

   

 

     

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 

   

平成26年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成25年８月７日

上 場 会 社 名 日本バイリーン株式会社                上場取引所 東

コ ー ド 番 号 3514 URL http://www.vilene.co.jp/

代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 吉田 俊雄
問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役経営財務部担当 (氏名) 水谷 良明 (TEL) 03-4546-1111

四半期報告書提出予定日 平成25年８月13日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６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 ％

26年３月期第１四半期 12,870 2.4 678 15.4 872 3.5 570 3.5
25年３月期第１四半期 12,572 21.7 588 97.3 843 74.1 551 79.9

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 1,612百万円( 33.0％) 25年３月期第１四半期 1,212百万円( 105.6％)

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

26年３月期第１四半期 11.46 11.45
25年３月期第１四半期 11.07 11.07

（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 ％

26年３月期第１四半期 52,117 31,904 61.2
25年３月期 50,948 30,641 60.1

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 31,902百万円 25年３月期 30,639百万円

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

25年３月期 － 7.00 － 7.00 14.00
26年３月期 －

26年３月期(予想) 7.00 － 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) 26,100 6.2 1,200 49.3 1,850 37.8 2,100 123.5 42.14
通期 53,500 11.2 2,500 142.3 3,600 83.7 3,200 229.5 64.21

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 
  

※ 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 ： 無

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) 26年３月期１Ｑ 60,140,945株 25年３月期 60,140,945株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 10,305,979株 25年３月期 10,304,513株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 49,835,491株 25年３月期１Ｑ 49,833,340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。
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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１四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、新政権発足後の金融・財政

政策により株高・円安に転じ景気回復感が高まったものの、欧州の債務危機、中国経済の減速に

よる海外景気の悪化および原材料の高騰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、当社グループは中期経営ビジョンの基本戦略の一環として、タイに新

たに自動車用フロアマット製造販売子会社を設立し、また、放電加工機用液体フィルタや産業空

調用エアフィルタおよび機器関連などを製造販売する株式会社忍足研究所の完全子会社化を決定

するなど諸施策に積極的に注力してまいりました。 

 当第１四半期連結累計期間の連結業績につきましては、産業資材事業における販売が堅調に推

移したこと、および自動車資材事業においては堅調な北米フロアマット事業に加え円安の影響も

あり前年同四半期を上回ったことから、売上高は128億7千万円（前年同四半期比2.4％増）とな

り、営業利益は費用削減効果により6億7千8百万円（前年同四半期比15.4％増）となりました。 

 持分法投資利益につきましては、東アジアの関連会社の業績が好調に推移したことから2億3千

5百万円と前年同四半期よりも6千7百万円増加しました。一方、外貨借入金の為替差損等の影響

により経常利益は8億7千2百万円（前年同四半期比3.5％増）となり、四半期純利益は5億7千万円

（前年同四半期比3.5％増）となりました。 

 

平成25年３月期 

第１四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

平成26年３月期 

第１四半期 

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 12,572  12,870 2.4  △2.1 

営業利益 588  678 15.4  10.4 

経常利益 843  872 3.5  △4.5 

四半期純利益 551  570 3.5  △6.3 

（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25年１月～３月は92.46円/米ドル（前年同四半期79.35円/米ドル）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] 

 海外売上高は、貼付薬用基布の輸出が増加したことなどから前年同四半期を上回りました。 

 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 

当第１四半期 

連結累計期間 
4,278 1,454 144 5,877 45.7% 

対前年同四半期 

増減率 
14.2% 17.6% △0.8% 14.6% ※ 40.8% 

  ※ 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。 
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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25年１月～３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25年４月

～６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 

セグメントの名称 

平成25年３月期 

第１四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

平成26年３月期 

第１四半期 

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 6,816 6,852 0.5  0.5 

自動車資材事業 5,756 6,017 4.5  △5.2 

合計 12,572 12,870 2.4  △2.1 

 

①産業資材事業 

 産業資材事業は、電気・工業資材分野および空調資材分野の売上が前年を下回ったものの、衣

料・メディカル資材分野の販売が好調に推移し、売上高は68億5千2百万円（前年同四半期比0.

5％増）となりました。営業利益は退職給付費用および減価償却費の減少などにより4億1千7百万

円（前年同四半期比126.3％増）と大幅増益となりました。 

 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25億円、前年同四半期比5.0％増） 

芯地は、国内向けは低調でしたが海外向けが好調に推移し前年同四半期を上回りました。中

わたは、新規ユーザー獲得による販売増もありましたが、大手ユーザー向け販売などが低調と

なり前年同四半期を下回りました。 

貼付薬用基布は、国内向けの販売が低調でしたが、海外向けの販売が伸長し、前年同四半期

を上回りました。マスクは、産業用途向けの販売が低迷しましたが、医療機関向けマスクが好

調に推移し、前年同四半期並みを維持しました。薬粧基布は、前年在庫調整により市場が低迷

していたこともあり、前年同四半期を上回りました。 

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伸長が寄与し、前年同四半期

を上回りました。 

 

◇電気・工業資材分野（売上高25億7千9百万円、前年同四半期比1.5％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、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、国内向けや中国向

けが堅調に推移し、前年同四半期並みを維持しました。ニカド電池セパレータは、電動工具の

国内汎用機種向けが苦戦しましたが、北米向けが住宅着工件数の増加により好調に推移し、前

年同四半期並みを維持しました。 

 複写機用クリーニングロールは、中国向けおよびアフターパーツ関連の受注減が影響し、前

年同四半期を大きく下回りました。 

 液体ろ過材は、ビバレッジ分野向けが堅調に推移したことなどにより、前年同四半期並みを

維持しました。 

 プリント配線基板材は、輸出向けが好調に推移し、前年同四半期を大きく上回りました。 
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◇空調資材分野（売上高16億5千1百万円、前年同四半期比3.1％減） 

 汎用エアフィルタは、再生洗浄用フィルタが低迷しましたが、自動車メーカーの海外工場向

け塗装用フィルタが好調に推移し、前年同四半期並みを維持しました。中高性能フィルタは、

リピート分野において健闘したものの、新規物件向けの減少をカバーできず、前年同四半期比

微減となりました。自動車用キャビンエアフィルタは、エコカー補助金効果の反動もあり国内

自動車販売が減少したことや海外現地生産移管により、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機器用で新規商権を獲得したこと、および空気清浄機用や個別

空調用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。 

 空調資材分野全体としては、自動車用キャビンエアフィルタの販売落ち込みが影響し、前年

同四半期を下回りました。 

 

 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、国内販売が低調でしたが、円安の影響により、米国における売上が前年同

四半期を上回ったことから、売上高は60億1千7百万円（前年同四半期比4.5％増）となりまし

た。しかし、営業利益は、売上原価の増加などにより2億6千1百万円（前年同四半期比35.3％

減）となりました。 

 自動車用フロアマットは、北米における売上は、前年同四半期並みでしたが、為替の影響によ

り円ベースでは、前年同四半期を上回りました。国内においては、エコカー補助金効果の反動に

よる国内自動車販売減少の影響を受け前年同四半期を下回りました。アジアにおいては、中国に

おける日本車販売の低迷の影響で前年同四半期を大きく下回りました。 

 自動車用天井表皮材は、北米における一部車種の仕様変更に伴う販売減少、および国内自動車

生産台数減少の影響を受け、前年同四半期を大きく下回りました。 

 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 

  

対前年同四半期 

増減率  

対前年同四半期 

増減率 

売上高 3,844 12.5% 98  △35.5% 

（注）上記は、外部顧客に対する売上高であります。 

 

(2)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月14日に公表いたしました、第２四半期(累計)および通期の連結業績予想につきまし

ては、本日公表いたしました「特別利益（負ののれん発生益）の計上および業績予想の修正に関す

るお知らせ」において修正しておりますので、ご参照ください。 
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２．四半期連結財務諸表 
（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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,332 4,779

受取手形及び売掛金 10,352 11,065

商品及び製品 4,073 4,086

仕掛品 652 721

原材料及び貯蔵品 1,768 1,829

その他 1,826 1,702

貸倒引当金 △18 △19

流動資産合計 23,987 24,164

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,266 8,401

機械装置及び運搬具（純額） 6,031 6,428

土地 2,378 2,386

その他（純額） 1,353 1,108

有形固定資産合計 18,030 18,325

無形固定資産 469 585

投資その他の資産   

投資有価証券 4,834 5,212

その他 3,627 3,831

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 8,459 9,042

固定資産合計 26,960 27,953

資産合計 50,948 52,117
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,297 4,275

短期借入金 3,461 3,543

1年内返済予定の長期借入金 231 189

未払法人税等 117 25

賞与引当金 695 416

役員賞与引当金 51 24

その他 2,277 2,482

流動負債合計 11,132 10,958

固定負債   

長期借入金 4,001 4,128

退職給付引当金 2,526 2,409

役員退職慰労引当金 15 9

資産除去債務 144 144

その他 2,485 2,563

固定負債合計 9,173 9,254

負債合計 20,306 20,213

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 20,027 20,249

自己株式 △4,539 △4,539

株主資本合計 32,797 33,018

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 404 385

為替換算調整勘定 △2,561 △1,502

その他の包括利益累計額合計 △2,157 △1,116

新株予約権 2 2

純資産合計 30,641 31,904

負債純資産合計 50,948 52,117
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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１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 12,572 12,870

売上原価 9,822 10,142

売上総利益 2,750 2,727

販売費及び一般管理費 2,162 2,048

営業利益 588 678

営業外収益   

受取配当金 36 15

持分法による投資利益 167 235

その他 80 25

営業外収益合計 285 276

営業外費用   

支払利息 21 17

為替差損 － 49

その他 8 16

営業外費用合計 30 82

経常利益 843 872

特別利益   

固定資産売却益 3 3

特別利益合計 3 3

特別損失   

固定資産除却損 5 1

特別損失合計 5 1

税金等調整前四半期純利益 840 875

法人税、住民税及び事業税 178 110

法人税等調整額 110 193

法人税等合計 288 304

少数株主損益調整前四半期純利益 551 570

四半期純利益 551 570
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 551 570

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △45 △18

為替換算調整勘定 420 737

持分法適用会社に対する持分相当額 285 322

その他の包括利益合計 660 1,041

四半期包括利益 1,212 1,612

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,212 1,612
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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) 

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。 

 

(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。 

 

(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８月７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）の完全子会社化のため株式譲渡契約の締結を決議し、平成25年８月８日に株式会社

協栄エンタープライズ（以下、「協栄社」といいます）より全株式の取得を予定しております。 

なお、忍足社および同社の筆頭株主である協栄社との間で、平成25年４月26日に完全子会社化

に向けた基本合意書を締結しており、完全子会社化の理由および忍足社の概要については、平成

25年３月期 決算短信における「重要な後発事象」に記載しております。この時点では株式取得の

方法が決定しておりませんでしたが、今回、株式譲渡契約による取得方法に決定いたしました。 

 

１．取得株式数および取得前後の所有株式の状況 

（１）異動前の所有株式数 
０株 

（所有割合：０％） 

（２）取得株式数 14,426株 

（３）異動後の所有株式数 
14,426株 

（所有割合：100％） 

 

２．日程 

（１）取締役会決議 
基本合意書締結   平成25年４月26日 

株式譲渡契約締結  平成25年８月７日 

（２）企業結合日 平成25年８月８日(予定) 

 

３．被取得企業の取得原価およびその内訳 

取得の対価 318百万円

取得に直接要した費用（概算） 32百万円

取得原価 350百万円
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