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1.  平成23年9月期第1四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成22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 ％

23年9月期第1四半期 1,977 △17.8 52 △56.0 47 △66.0 6 △95.0

22年9月期第1四半期 2,404 △11.9 118 △76.5 140 △80.7 124 △72.1

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

23年9月期第1四半期 0.45 ―

22年9月期第1四半期 9.01 ―

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

23年9月期第1四半期 8,421 6,243 74.1 453.31
22年9月期 8,149 6,427 78.9 466.68

（参考） 自己資本   23年9月期第1四半期  6,243百万円 22年9月期  6,427百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年9月期 ― 0.00 ― 23.00 23.00

23年9月期 ―

23年9月期 
（予想）

0.00 ― 20.00 20.00

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 
(累計)

4,730 △10.4 500 △1.7 480 △14.1 290 △23.4 21.05

通期 10,270 1.9 940 4.6 900 △8.0 560 △12.4 40.66



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、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 
業績見通し等の将来情報は、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、実際業績は、今後様々な要因によ
り異なる結果となる場合があります。その他特記事項は、ありません。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P２「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年9月期1Q 14,522,400株 22年9月期  14,522,400株

② 期末自己株式数 23年9月期1Q  750,064株 22年9月期  750,064株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期1Q 13,772,336株 22年9月期1Q  13,772,336株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間（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、前年度の市場

環境から特別な変動要因もなくプレミアムヘルメット市場の回復に未だ時間を要しておりますが、国内市場は前年

度後半に投入した海外市場向け製品の国内仕様モデルの販売順調さが継続しており、販売数量は前年同期比

117.4％となっております。海外においては、リーマンショック後に増大した流通在庫問題は、依然として高めで

はありますが新モデルへの移行は順調に進んで来ております。しかし、主力の欧州並びに北米市場では、二輪関連

消費の低迷と為替の円高状態が継続したため、欧州向け販売は、代理店の慎重な発注も影響し大幅な売上減となり

ました。また、北米向け販売は、円高対策の値上げを致しましたが、一部代理店の在庫調整もあり売上減となって

おります。その結果、連結売上高は以下の通り1,977百万円（前年同期比17.8％減）と低迷致しました。 

＜販売地域別連結売上高＞                              （単位：百万円） 

当該期の生産状況につきましては、概ね計画通り推移しており、前年度に圧縮した製品在庫も春需を前に計画通

り増加しております。但し、欧州の昨年末にかけた極寒とも言える天候不良が連結子会社の販売に影響し在庫が増

加したことから、前年同期に引き続きグループ間の未実現利益調整が多額に発生（△133百万円：前年同期比

109.1％）し、営業利益は52百万円（同56.0％減）、経常利益は47百万円（同66.0％減）となりました。また、資

産除去債務計上に伴う特別損失31百万円を処理した結果、税金等調整前四半期純利益は14百万円（同90.5％減）、

第１四半期純利益は6百万円（同95.0％減）となりました。  

  

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

外部環境の変化に伴う不確定要素はございますが、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。

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

  これにより、税金等調整前四半期純利益は31百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始によ

る資産除去債務の変動額は31百万円であります。 

  

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  国 内 海 外 欧 州 北 米 その他地域 合 計 

23年９月期第１四半期 

（前年同期比増減率） 

402 

(33.1％) 

1,575 

(△25.1％) 

1,079 

(△28.2％) 

385 

(△10.4％) 

111 

(△34.1％) 

1,977 

(△17.8％) 

前年同期実績 302 2,102 1,504 430 168 2,404 

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,912,655 3,236,012

受取手形及び売掛金 1,091,981 1,085,725

商品及び製品 1,270,001 778,908

仕掛品 270,118 310,961

原材料及び貯蔵品 399,134 280,036

繰延税金資産 260,599 229,530

その他 305,552 245,766

貸倒引当金 △7,996 △6,637

流動資産合計 6,502,047 6,160,303

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,656,363 2,634,625

減価償却累計額 △1,786,360 △1,744,738

建物及び構築物（純額） 870,002 889,886

機械装置及び運搬具 1,642,729 1,642,294

減価償却累計額 △1,338,091 △1,314,075

機械装置及び運搬具（純額） 304,638 328,218

工具、器具及び備品 3,422,821 3,454,096

減価償却累計額 △3,100,191 △3,105,354

工具、器具及び備品（純額） 322,629 348,742

土地 211,544 212,072

建設仮勘定 32,165 13,003

有形固定資産合計 1,740,979 1,791,923

無形固定資産   

ソフトウエア 36,835 42,340

その他 1,239 1,239

無形固定資産合計 38,074 43,580

投資その他の資産   

繰延税金資産 106,732 116,770

その他 33,844 36,546

投資その他の資産合計 140,576 153,316

固定資産合計 1,919,630 1,988,820

資産合計 8,421,677 8,149,123



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,274,789 667,457

未払金 233,095 157,549

未払法人税等 82,160 173,884

賞与引当金 75,400 182,500

その他 211,916 245,240

流動負債合計 1,877,361 1,426,630

固定負債   

役員退職慰労引当金 154,879 187,808

退職給付引当金 113,291 105,584

資産除去債務 31,863 －

その他 1,130 1,782

固定負債合計 301,165 295,175

負債合計 2,178,527 1,721,806

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 5,778,589 6,089,134

自己株式 △677,308 △677,308

株主資本合計 6,887,680 7,198,226

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 158 △7,192

為替換算調整勘定 △644,689 △763,716

評価・換算差額等合計 △644,531 △770,909

純資産合計 6,243,149 6,427,317

負債純資産合計 8,421,677 8,149,123



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,404,942 1,977,902

売上原価 1,704,837 1,369,063

売上総利益 700,104 608,839

販売費及び一般管理費 581,233 556,501

営業利益 118,871 52,337

営業外収益   

受取利息 473 467

為替差益 22,436 －

その他 2,713 1,535

営業外収益合計 25,623 2,003

営業外費用   

売上割引 2,105 1,969

為替差損 － 3,480

債権売却損 790 861

その他 1,438 361

営業外費用合計 4,334 6,673

経常利益 140,161 47,668

特別利益   

固定資産売却益 925 471

貸倒引当金戻入額 4,822 49

事務所移転費用精算益 5,348 －

特別利益合計 11,095 521

特別損失   

固定資産除却損 90 1,213

ゴルフ会員権売却損 － 1,195

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 31,346

特別損失合計 90 33,755

税金等調整前四半期純利益 151,166 14,434

法人税、住民税及び事業税 66,819 34,095

法人税等還付税額 △15,569 －

法人税等調整額 △24,210 △25,879

法人税等合計 27,039 8,216

四半期純利益 124,127 6,218



 該当事項はありません。 

  

  

 当第１四半期連結累計期間において、平成22年12月に316,763千円の剰余金の配当を行っております。 

  

  

(1) 生産実績 

当第１四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１四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。 

（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

４．補足情報

期別 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成22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  2,438  122.9

官需用ヘルメット  13  262.6

その他  113  60.9

合計  2,564  117.9

期別 

当第１四半期連結累計期間  

（自 平成22年10月１日 

  至 平成22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  2,686  83.1  1,868  87.8

官需用ヘルメット  6  39.3  13  96.2

その他  169  93.0  30  66.4

合計  2,862  83.4  1,912  87.4



(3) 販売実績 

当第１四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１四半期連結累計期間  

（自 平成22年10月１日 

   至 平成22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  1,806  82.3

官需用ヘルメット  5  115.5

その他  166  81.0

合計  1,977  82.2

相手先 

当第１四半期連結累計期間  

（自 平成22年10月１日 

  至 平成22年12月31日）  

品目別 金額（百万円） 割合（％） 

三菱商事㈱    432    21.9

HELMET HOUSE INC    286    14.5

岡田商事㈱    220    11.1

DETLEV LOUIS 

MOTORRADVERTRIEBS GMBH 
   199    10.1
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