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1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年9月期第1四半期 2,729 ― 505 ― 724 ― 445 ―

20年9月期第1四半期 3,595 23.3 1,063 29.8 1,043 39.3 623 42.1

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

21年9月期第1四半期 30.65 ―

20年9月期第1四半期 85.80 ―

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

21年9月期第1四半期 9,700 7,227 74.5 497.67
20年9月期 9,406 6,517 69.3 897.53

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  7,227百万円 20年9月期  8,175百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年9月期 ― ― ― 76.00 76.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― 0.00 ― 53.00 53.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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2四半期連結累計期間 6,200 ― 1,030 ― 1,230 ― 730 ― 50.26
通期 12,700 △15.3 2,320 △35.7 2,500 △29.2 1,550 △30.0 106.73

4.  その他 
(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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

［（注） 詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

［（注） 詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  上記の業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、当期予想数値を変更しておりません。なお、上記予想に関
する事項は２ページをご参照下さい。 
 （株式分割に関するご注意） 
平成20年１月１日を効力発生日として当社普通株式１株につき２株の割合をもって分割致しました。その為、平成21年９月期第１四半期の１株当たり当四半期純利益につ
きましては、株式分割後の数値で記載しております。 
 （四半期連結財務諸表） 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」 （企業会計基準第12号） 及び 「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 （企業会計基準適用指針
第14号） を適用しております。また、 「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第1四半期  14,522,400株 20年9月期  14,522,400株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  ―株 20年9月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期  14,522,400株 20年9月期第1四半期  7,261,200株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

当該期における当社グループの業績は、北米向け販売が新製品販売効果により販売数量が増加（前年同期比20.9％

増）しましたが、大幅な為替円高の影響があり売上高は微増に留まりました。その反面、売上の過半を占める欧州向

け販売が、前年同期の好調さから一転、欧州経済後退の影響により大幅に減少したことに加え、急激な円高に伴う円

建代理店の仕入単価上昇が影響し、景気低迷の影響を受けた国内市場共々売上高が大幅に減少しました。

その結果、欧州子会社の連結換算レートの低下（ユーロ△14.24円）とも相俟って、連結売上高は以下の通り2,729

百万円（前年同期比24.1％減）となりました。

【販売地域別連結売上高】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 国　内 海　外 欧　州 北　米 その他地域 合　計

 21年９月期第１四半期 305 2,424 1,343 830 250 2,729

 （前年同期比増減率） (△42.5％) (△20.9％) (△35.6％) (1.9％) (54.7％) (△24.1％)

（ご参考）

　　 前年同期実績
532 3,063 2,086 814 161 3,595

また、前期末から当期首にかけての為替予約が功を奏し、183百万円の為替差益を計上したため当該期における為

替の実行レートは、USドル＝104.35円（同△8.93円）、ユーロ＝153.73円（同△7.75円）と若干の低下に留まり、営

業利益は505百万円(同52.4％減)と半減しましたが、経常利益は724百万円(同30.6％減)、第１四半期純利益は445百

万円(同28.5％減)となりました。

　なお、前年同期比増減数、前年同期比増減率は、参考として記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び総資産の分析

（総資産）

当該期末における総資産残高は、9,700百万円で、前期末比1,589百万円減少しました。

主な要因は、たな卸資産が若干増加（180百万円）したものの、当該期間の販売減少に伴い売掛金が減少（573

百万円）し、且つ、前期法人税等の支払及び配当金の支払等により現預金（長期性定期預金含む）が大幅に減少

（1,107百万円）したことによるものであります。

（負債）

当該期末における負債残高は、2,473百万円で、前期末比641百万円減少しました。

主な要因は、買掛金が減少（181百万円）したことに加え、前期法人税の支払により未払法人税等が減少（464

百万円）したことによるものであります。

（純資産）

当該期末における純資産残高は、7,227百万円で、前期末比947百万円減少しました。

主な要因は、利益剰余金が減少（658百万円）したことに加え、大幅な円高に伴い為替換算調整勘定が減少

（276百万円）したことよるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、３月迄の海外受注状況並びに現在の為替相場を考慮しますと、

若干下振れする可能性がありますが、経費の削減効果もあり、各利益は当初予想に近い数値になる予定であります。

従いまして、当該期間の業績予想につきましては、当初予想数値を変更致しません。　

また、通期業績につきましては、市場の動向、為替相場の変動、新製品の販売効果及び原材料の値下げ効果等種々

の変動要因があり先行き不透明な状況で、現時点におきましては当初予想数値を変更しておりません。　

４．その他

（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）

該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②重要な資産の評価基準および評価方法の変更

　たな卸資産

　通常の販売目的で所有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっていましたが、

当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切り下げの方法）により算定しています。この変更による影響は軽微であります。

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この変更による

影響はありません。

④リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっ

ていましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年

４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引にかかる会計処理によってお

ります。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。この変更による影響はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,200,819 3,808,321

売掛金 1,302,340 1,876,030

商品及び製品 1,201,195 1,122,828

仕掛品 199,384 230,807

原材料及び貯蔵品 482,340 348,677

繰延税金資産 109,921 266,379

その他 503,568 433,139

貸倒引当金 △21,420 △25,653

流動資産合計 6,978,149 8,060,531

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,566,583 2,571,100

減価償却累計額 △1,632,983 △1,613,407

建物及び構築物（純額） 933,600 957,692

機械装置及び運搬具 1,581,756 1,574,754

減価償却累計額 △1,102,223 △1,069,419

機械装置及び運搬具（純額） 479,532 505,334

工具、器具及び備品 2,932,112 2,836,135

減価償却累計額 △2,651,897 △2,612,476

工具、器具及び備品（純額） 280,214 223,658

土地 228,258 228,258

建設仮勘定 290,678 266,866

有形固定資産合計 2,212,285 2,181,811

無形固定資産   

ソフトウエア 79,458 84,135

その他 3,025 3,025

無形固定資産合計 82,484 87,160

投資その他の資産   

繰延税金資産 89,823 102,701

長期預金 300,000 800,000

その他 38,102 58,418

投資その他の資産合計 427,925 961,119

固定資産合計 2,722,695 3,230,091

資産合計 9,700,844 11,290,622



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,022,564 1,203,861

未払金 206,466 203,137

未払法人税等 436,995 901,243

賞与引当金 94,400 234,500

その他 492,828 314,934

流動負債合計 2,253,254 2,857,676

固定負債   

役員退職慰労引当金 145,254 191,949

退職給付引当金 68,073 57,133

その他 6,830 8,565

固定負債合計 220,157 257,649

負債合計 2,473,412 3,115,326

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,394,778 1,394,778

資本剰余金 391,621 391,621

利益剰余金 5,471,416 6,129,877

株主資本合計 7,257,816 7,916,277

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 28,003 41,314

為替換算調整勘定 △58,387 217,704

評価・換算差額等合計 △30,384 259,019

純資産合計 7,227,431 8,175,296

負債純資産合計 9,700,844 11,290,622



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,729,989

売上原価 1,604,822

売上総利益 1,125,166

販売費及び一般管理費  

販売手数料 3,846

荷造運搬費 47,569

広告宣伝費 94,725

貸倒引当金繰入額 1,533

役員報酬 32,422

給料及び賞与 132,439

賞与引当金繰入額 11,900

退職給付費用 3,940

役員退職慰労引当金繰入額 5,261

保険料 37,823

減価償却費 16,726

支払手数料 59,779

その他 171,374

販売費及び一般管理費合計 619,343

営業利益 505,822

営業外収益  

受取利息 7,876

為替差益 184,517

仕入割引 70

保険解約返戻金 28,157

雑収入 10,212

営業外収益合計 230,834

営業外費用  

支払利息 198

売上割引 7,373

債権売却損 4,594

雑損失 141

営業外費用合計 12,306

経常利益 724,350

特別利益  

固定資産売却益 1,880

貸倒引当金戻入額 2,022

特別利益合計 3,903



（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

特別損失  

固定資産除却損 427

ゴルフ会員権評価損 3,400

特別損失合計 3,827

税金等調整前四半期純利益 724,426

法人税、住民税及び事業税 101,072

法人税等調整額 178,112

四半期純利益 445,241



　※　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（３）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年９月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 3,595

Ⅱ　売上原価 1,894

売上総利益 1,701

Ⅲ　販売費及び一般管理費 637

営業利益 1,063

Ⅳ　営業外収益 8

Ⅴ　営業外費用 28

経常利益 1,043

Ⅵ　特別利益 0

Ⅶ　特別損失 0

税金等調整前四半期純利益 1,042

税金費用 419

四半期純利益 623

－ 2 －



６．その他の情報

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を品目別に示すと、次の通りであります。

期別
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

品目別 金額(百万円) 前年同期比(％)

ヘルメット関連事業

二輪乗車用ヘルメット 2,419 63.1

官需用ヘルメット 3 30.1

その他ヘルメット 0 42.9

その他 122 76.4

合計 2,545 63.6

　（注）１　金額は、販売価格によっております。

２　金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を品目別に示すと、次の通りであります。

期別
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

品目名
受注金額
(百万円)

前年同期比
(％)

四半期末受注残高
(百万円)

前年同期比
(％)

ヘルメット関連事業

二輪乗車用ヘルメット 3,359 78.1 2,593 83.1

官需用ヘルメット 28 62.1 35 201.4

その他ヘルメット 0 42.6 － －

その他 240 97.0 73 82.8

合計 3,629 79.0 2,702 83.7

　（注）　金額には、消費税等は含まれておりません。

－ 3 －



(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を品目別に示すと、次の通りであります。

期別
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

品目別 金額(百万円) 前年同期比(％)

ヘルメット関連事業   

二輪乗車用ヘルメット 2,524 75.4

官需用ヘルメット 3 8.0

その他ヘルメット 0 174.9

その他 201 98.3

合計 2,729 75.9

　（注）１　金額には、消費税等は含まれておりません。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成19年12月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

三菱商事㈱ － － 905 33.2

HELMET HOUSE INC － － 726 26.6

（注）　金額には、消費税等は含まれておりません。

－ 4 －
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