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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3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 ％

22年9月期第2四半期 5,281 △9.5 508 △43.2 559 △52.7 378 △48.6

21年9月期第2四半期 5,834 ― 895 ― 1,181 ― 736 ―

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

22年9月期第2四半期 27.48 ―

21年9月期第2四半期 50.73 ―

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

22年9月期第2四半期 8,941 6,592 73.7 478.67
21年9月期 8,431 6,710 79.6 487.24

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  6,592百万円 21年9月期  6,710百万円

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

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

21年9月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00

22年9月期 ― 0.00

22年9月期 
（予想）

― 34.00 34.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 11,280 9.5 1,470 40.3 1,460 9.3 940 12.3 68.25



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  無  
［（注） 詳細は、４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、４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４ページをご参照下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期第2四半期 14,522,400株 21年9月期  14,522,400株

② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  750,064株 21年9月期  750,064株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第2四半期 13,772,336株 21年9月期第2四半期 14,522,381株



当第２四半期連結累計期間（以下、「当該期」と表示します。）における当社グループの業績は、当第２四半期連

結会計期間（以下、「当第２四半期」と表示します。）において、欧州向け販売が前年同期比0.9％増の1,319百万円

となりましたが、国内向け販売が同15.1％減の711百万円、北米向け販売が同17.7％減の716百万円となったことが影

響し、当第２四半期の連結売上高は同7.3％減の2,877百万円となりました。 

その結果、当該期の連結売上高は以下の通り5,281百万円（前年同期累計比9.5％減／業績予想比5.3％減）となり

ました。  

＜販売地域別連結売上高＞                                 （単位：百万）

また、業績予想との比較においては、アメリカ、カナダ市場が順調に回復しており、北米向け販売が当初予想を上

回りましたが、北米以外の地域においては、当初予想を下回り298百万円の減少となりました。国内においては天候

不順と代理店在庫調整の影響、欧州においては欧州子会社における新製品投入後の反動に伴う販売減少と天候不順の

影響によるものであります。 

各利益につきましては、当第２四半期は当第１四半期に比較し大幅な増益となりましたが、当第１四半期、当第２

四半期累計の各利益は当初予想を下回りました。その主な要因は、当初計画比で欧州子会社の利益が減少（経常利益

ベースで△102百万円）したこと及び未実現利益の消去が影響（経常利益影響額で△52百万円）したこと等であり、

当該期の営業利益は508百万円（前年同期累計比43.2％減／業績予想比27.4％減）、経常利益は559百万円（前年同期

累計比52.7％減／業績予想比19.0％減）、四半期純利益は378百万円（前年同期累計比48.6％減／業績予想比14.0％

減）となりました。  

なお、業績予想数値比（増減率）は、参考として記載しております。  

所在地別セグメントの業績は次の通りであります。 

① 日本 

日本におきましては、国内及び直販子会社以外の海外向けヘルメット販売が主な事業であり、国内外ともに販

売が低迷したため、売上高は3,526百万円（前年同期累計比19.9％減）、営業利益は488百万円（同36.0％減）と

なりました。 

② 欧州 

欧州におきましては、直販子会社によるヘルメット販売が主な事業であり、第２四半期は横這いでしたが、新

製品中心に販売が順調に推移したため、売上高は1,723百万円（前年同期累計比26.8％増）、営業利益は303百万

円（同15.0％増）となりました。 

③ 北米 

北米におきましては、シールド販売が主な事業であり、シールド新製品入れ替えに伴う販売減少により売上高

は32百万円（前年同期累計比56.1％減）、営業利益は9百万円（同58.7％減）となりました。 

  

 ①資産、負債及び総資産の分析  

（当該期の資産、負債及び総資産）  

（総資産）  

当該期末における総資産残高は、8,941百万円で、前連結会計年度末比510百万円増加しました。  

主な要因は、当該期間の販売増加に伴い売上債権が増加（451百万円）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、2,349百万円で、前連結会計年度末比628百万円増加しました。  

 主な要因は、買掛金が増加（525百万円）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、6,592百万円で、前連結会計年度末比118百万円減少しました。  

主な要因は、利益剰余金が減少（34百万円）したことに加え、円高に伴い為替換算調整勘定が減少（68百万円）し

たことよるものであります。 

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

   国 内  海 外  欧 州  北 米 その他地域 合 計 

22年９月期第１四半期  302 2,102 1,504 430 168 2,404

22年９月期第２四半期 711 2,165 1,319 716 130 2,877

22年９月期第２四半期累計

（前年同期累計比増減率） 

1,013 

(△11.4％)

4,268 

(△9.0％)

2,823 

(6.5％)

1,146 

(△32.6％)

298 

(△12.0％)

5,281 

(△9.5％)

前年同期累計実績 1,143 4,690 2,650 1,700 339 5,834 

 （ご参考） 

業績予想数値比(増減率) 
△10.7％ △4.0％ △7.8％ 8.5％ △8.6％ △5.3％

２．連結財政状態に関する定性的情報



下期については、現時点における順調な受注状況に加え、国内外における下期投入の新製品効果が期待出来ること

並びに経費削減も進むものと考えておりますが、来期以降を見据えて期末保有在庫を圧縮する方針であり、それに伴

い当期は原価率が大幅に上昇する見通しであります。 

通期業績については、当該期の実績を考慮しますと、公表数値の達成は厳しい状況になっておりますが、前述のプ

ラス面、マイナス面に加え、為替相場円高の影響（下期想定レートをUSドル＝93.00円、ユーロ＝126.00円に修正）

もあることから、予想数値の算出は困難な状況で当初予想を変更しておりません。なお、業績予想の精度が高まった

時点で直ちに公表させていただきます。  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。   

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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



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２四半期連結会計期間末
(平成22年３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21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,327,397 2,168,682

受取手形及び売掛金 1,594,000 1,142,365

商品及び製品 1,441,726 1,363,741

仕掛品 369,562 336,543

原材料及び貯蔵品 350,747 379,841

繰延税金資産 241,554 201,027

その他 379,672 511,772

貸倒引当金 △7,256 △7,555

流動資産合計 6,697,405 6,096,420

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,663,492 2,608,726

減価償却累計額 △1,726,515 △1,679,988

建物及び構築物（純額） 936,977 928,737

機械装置及び運搬具 1,647,168 1,656,860

減価償却累計額 △1,262,318 △1,207,013

機械装置及び運搬具（純額） 384,849 449,846

工具、器具及び備品 3,351,659 3,360,863

減価償却累計額 △2,912,266 △2,939,086

工具、器具及び備品（純額） 439,393 421,776

土地 228,258 228,258

建設仮勘定 57,325 108,149

有形固定資産合計 2,046,804 2,136,769

無形固定資産   

ソフトウエア 53,083 65,744

その他 1,239 1,239

無形固定資産合計 54,323 66,984

投資その他の資産   

繰延税金資産 107,323 97,005

その他 36,051 34,688

投資その他の資産合計 143,374 131,693

固定資産合計 2,244,501 2,335,447

資産合計 8,941,907 8,431,868



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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21年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,287,675 762,393

未払金 126,630 192,183

未払法人税等 246,932 64,539

賞与引当金 237,000 238,200

その他 178,378 215,636

流動負債合計 2,076,616 1,472,953

固定負債   

役員退職慰労引当金 174,429 162,480

退職給付引当金 95,226 81,251

その他 3,202 4,661

固定負債合計 272,858 248,393

負債合計 2,349,475 1,721,347

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 5,828,705 5,863,351

自己株式 △677,308 △677,308

株主資本合計 6,937,797 6,972,442

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △4,579 10,028

為替換算調整勘定 △340,785 △271,950

評価・換算差額等合計 △345,365 △261,922

純資産合計 6,592,432 6,710,520

負債純資産合計 8,941,907 8,431,868



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 5,834,016 5,281,950

売上原価 3,656,158 3,606,522

売上総利益 2,177,857 1,675,428

販売費及び一般管理費 1,282,720 1,167,018

営業利益 895,137 508,409

営業外収益   

受取利息 12,982 1,087

為替差益 252,777 51,654

保険解約返戻金 28,558 －

その他 11,872 7,682

営業外収益合計 306,191 60,424

営業外費用   

売上割引 11,786 5,085

債権売却損 7,159 2,008

その他 1,060 2,693

営業外費用合計 20,006 9,787

経常利益 1,181,322 559,047

特別利益   

固定資産売却益 1,612 925

貸倒引当金戻入額 2,130 －

事務所移転費用精算益 － 5,359

特別利益合計 3,743 6,284

特別損失   

固定資産除却損 2,650 6,365

ゴルフ会員権評価損 3,400 －

特別損失合計 6,050 6,365

税金等調整前四半期純利益 1,179,014 558,966

法人税、住民税及び事業税 382,809 237,268

法人税等還付税額 － △15,569

法人税等調整額 59,458 △41,256

法人税等合計 442,268 180,441

四半期純利益 736,746 378,524



 該当事項はありません。  

  

 当第２四半期連結累計期間において、平成21年12月に413,170千円の剰余金の配当を行っております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



(1) 生産実績 

当第２四半期連結累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。  

（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２四半期連結累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。  

（注） 金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報

期別 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年３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  4,400  90.0

官需用ヘルメット  69  78.7

その他ヘルメット  ―  ―

その他  364  122.6

合計  4,834  91.6

期別 

当第２四半期連結累計期間  

（自 平成21年10月１日 

  至 平成22年３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  4,934  115.4  1,202  175.9

官需用ヘルメット  68  87.0  1  102.3

その他ヘルメット  ―  ―  ―  ―

その他  378  98.5  57  242.6

合計  5,381  113.6  1,260  178.0



(3) 販売実績 

当第２四半期連結累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。  

（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実績の総販売実績に対する割合 

（注） 金額には、消費税等は含まれておりません。  

期別 

当第２四半期連結累計期間  

（自 平成21年10月１日 

   至 平成22年３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  4,822  90.1

官需用ヘルメット  69  78.6

その他ヘルメット  ―  ―

その他  390  98.9

合計  5,281  90.5

相手先 

当第２四半期連結累計期間  

（自 平成21年10月１日 

  至 平成22年３月31日）  

品目別 金額（百万円） 割合（％） 

三菱商事㈱    1,388    26.3

HELMET HOUSE INC    1,004    19.0
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