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1.  平成23年9月期第2四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23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 ％

23年9月期第2四半期 4,223 △20.0 310 △39.0 312 △44.1 132 △64.9

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

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

23年9月期第2四半期 9.65 ―

22年9月期第2四半期 27.48 ―

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2四半期 8,108 6,234 76.9 452.69
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2四半期  6,234百万円 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  有  

平成23年９月期の期末配当予想は未定です。 

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 ― 0.00

23年9月期 
（予想）

― ― ―

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
通期業績予想につきましては、一旦「未定」とさせて頂きます。 



(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 
通期業績予想につきましては、東日本大震災による工場の被害の修復状況、今後の部品・原材料の供給状況及び夏期に想定される節電要請の影響等、
東日本大震災に起因する複数の見通しを立てにくい要因があるため、現時点においての算定が困難であり、一旦「未定」とさせて頂きます。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」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2Q 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2Q  750,098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2Q 13,772,333株 22年9月期2Q 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、国内市場にお

きましては、前期後半並びに当第１四半期連結会計期間（以下、「当第１四半期」と表示します。）に海外市場で

先行投入の２モデルが国内でも好調に推移しており、売上高が前年同期比プラスで推移致しましたが、平成23年３

月11日に発生した東日本大震災（以下、「大震災」と表示します。）に伴う工場の操業停止及び物流制限の影響を

受け△43百万円の売上が期ずれとなりました。 

海外市場におきましては、為替相場の円高（当社換算レート：USドル＝￥82.86（前年同期比△￥7.9）、ユーロ

＝￥112.81（同△￥15.27）、海外子会社換算レート（平成 22年 12 月 31 日現在）USドル＝￥81.49（同

△￥10.61）、ユーロ＝￥107.90（同△￥24.10））の影響に加え、各市場の要因により、売上高が低迷致しまし

た。欧州市場は、当第１四半期で説明した通り、昨年年末にかけての極寒とも言える悪天候の影響が大きく、同時

期の販売が低調であったこと並びにドイツ以外の欧州経済の回復遅れ（特に、イタリア、スペインの２輪車販売が

前年比で大幅に悪化）等から、欧州向け輸出の落ち込みのため前年同期比75.1％の売上高に留まりました。また、

北米市場は、一般消費は回復してきておりますが、雇用状況並びに金融の状況はまだ改善しておらず、寒波の影響

もあって同68.8％と売上高が大幅に減少致しました。その他地域においては、主力を占めるオーストラリア市場

が、昨年末の大洪水の影響による景気低迷が収まっておらず、アジア、中南米向け等を含めた売上高が同75.0％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、4,223百万円（前年同期比20.0％減）となりました。 

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

売上高の減少及び円高の影響に加え未実現利益の影響がまだ大きいため（各利益への影響額は前年同期比で△54

百万円）、営業利益及び経常利益は各々310百万円（同39.0％減）、312百万円（同44.1％減）となりました。ま

た、当第１四半期に資産除去債務計上に伴い特別損失31百万円を計上したこと並びに大震災後の操業停止及び復旧

作業に関する固定費支出55百万円を特別損失に計上したことから、税金等調整前第２四半期純利益は222百万円

（同60.2％減）、第２四半期純利益は132百万円（同64.9％減）となりました。 

  

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

通期業績予想につきましては、大震災による工場の被害の修復状況、今後の部品・原材料の供給状況及び夏期に

想定される節電要請の影響等、大震災に起因する複数の見通しを立てにくい要因があるため、現時点においての算

定が困難であり、一旦「未定」とさせて頂きます。 

  

（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 

  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 402 1,575 1,079 385 111 1,977 

23年９月期第２四半期 689 1,556 1,039 403 113 2,245 

23年９月期第２四半期累計 

（前年同期累計比増減率） 

1,091 

(7.7％) 

3,131 

(△26.6％) 

2,119 

(△24.9％) 

788 

(△31.2％) 

224 

(△25.0％) 

4,223 

(△20.0％) 

前年同期累計実績 1,013 4,268 2,823 1,146 298 5,281 

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２四半期連結会計期間末
(平成23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22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,815,244 3,236,012

受取手形及び売掛金 986,285 1,085,725

商品及び製品 1,282,342 778,908

仕掛品 297,553 310,961

原材料及び貯蔵品 314,611 280,036

繰延税金資産 263,095 229,530

その他 291,288 245,766

貸倒引当金 △7,095 △6,637

流動資産合計 6,243,325 6,160,303

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,657,511 2,634,625

減価償却累計額 △1,806,468 △1,744,738

建物及び構築物（純額） 851,042 889,886

機械装置及び運搬具 1,645,436 1,642,294

減価償却累計額 △1,362,180 △1,314,075

機械装置及び運搬具（純額） 283,255 328,218

工具、器具及び備品 3,380,821 3,454,096

減価償却累計額 △3,111,329 △3,105,354

工具、器具及び備品（純額） 269,492 348,742

土地 211,544 212,072

建設仮勘定 62,180 13,003

有形固定資産合計 1,677,515 1,791,923

無形固定資産   

ソフトウエア 37,029 42,340

その他 1,239 1,239

無形固定資産合計 38,269 43,580

投資その他の資産   

繰延税金資産 112,984 116,770

その他 36,531 36,546

投資その他の資産合計 149,515 153,316

固定資産合計 1,865,300 1,988,820

資産合計 8,108,626 8,149,123



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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22年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,010,353 667,457

未払金 115,654 157,549

未払法人税等 101,564 173,884

賞与引当金 187,900 182,500

その他 142,099 245,240

流動負債合計 1,557,571 1,426,630

固定負債   

役員退職慰労引当金 160,447 187,808

退職給付引当金 123,433 105,584

資産除去債務 31,885 －

その他 620 1,782

固定負債合計 316,386 295,175

負債合計 1,873,958 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 5,905,348 6,089,134

自己株式 △677,332 △677,308

株主資本合計 7,014,416 7,198,226

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 － △7,192

為替換算調整勘定 △779,748 △763,716

評価・換算差額等合計 △779,748 △770,909

純資産合計 6,234,667 6,427,317

負債純資産合計 8,108,626 8,149,123



（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21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 5,281,950 4,223,885

売上原価 3,606,522 2,833,621

売上総利益 1,675,428 1,390,263

販売費及び一般管理費 1,167,018 1,080,109

営業利益 508,409 310,154

営業外収益   

受取利息 1,087 1,012

為替差益 51,654 －

受取保険金 － 4,188

その他 7,682 4,187

営業外収益合計 60,424 9,389

営業外費用   

売上割引 5,085 4,776

為替差損 － 57

債権売却損 2,008 1,281

その他 2,693 734

営業外費用合計 9,787 6,851

経常利益 559,047 312,693

特別利益   

固定資産売却益 925 573

貸倒引当金戻入額 － 243

事務所移転費用精算益 5,359 －

特別利益合計 6,284 817

特別損失   

固定資産除却損 6,365 3,457

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

災害による損失 － 55,306

特別損失合計 6,365 91,304

税金等調整前四半期純利益 558,966 222,205

法人税、住民税及び事業税 237,268 123,745

法人税等還付税額 △15,569 －

法人税等調整額 △41,256 △34,518

法人税等合計 180,441 89,227

四半期純利益 378,524 132,977



 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。 

（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２四半期連結累計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23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  4,560  103.6

官需用ヘルメット  75  108.9

その他  243  66.9

合計  4,879  100.9

期別 

当第２四半期連結累計期間  

（自 平成22年10月１日 

  至 平成23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  4,050  82.1  1,175  97.7

官需用ヘルメット  64  93.6  0  72.7

その他  294  78.0  37  65.5

合計  4,409  81.9  1,213  96.2



（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22年10月１日 

   至 平成23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  3,863  80.1

官需用ヘルメット  75  108.9

その他  285  73.0

合計  4,223  80.0

相手先 

前第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） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年３月31日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

三菱商事㈱  1,388  26.3  1,088  25.8

HELMET HOUSE INC  1,004  19.0  647  15.3

岡田商事㈱  454  8.6  503  11.9
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