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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年９月期第３四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23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        ％

23年９月期第３四半期 6,683  △13.4 452  △37.6 454  △42.7 226  △57.1
22年９月期第３四半期 7,715   △4.0 725  △29.4 793  △39.0 527  △35.9

 

 
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３四半期 16.43 ― 

22年９月期第３四半期 38.31 ― 

 
（２）連結財政状態 

 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３四半期 8,426 6,529 77.5 474.08
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３四半期         6,529百万円 22年９月期       6,427百万円 

 
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   
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)   9.00 9.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

 
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、対前期増減率） 

 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 9,148  △9.2 498 △44.6 518 △47.1 256 △59.9 18.58

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有・無 

 新規 ―社 (社名)  、除外 ―社 (社名)  

（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 ：有・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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年９月期３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 13,772,323株 22年９月期３Ｑ 13,772,336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、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。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（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、前期後半からの海外市場で先行投入の２モデルが好調に推移しておりますが、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並びに国内消費に対する影響が見られたこと

等から、当第３四半期連結会計期間（以下、「当第３四半期」と表示します。）の伸びが鈍化し、売上高は前年同

期累計比106.6％に留まりました。 

また、海外市場におきましては、従来より、顧客満足度の高い新製品の開発及び市場の深掘を計画通り推進し

ており、プレミアムヘルメット業界で当社製品の販売は他社に比較して落ち込みは小さく、市場での位置付けは相

対的に強固なものになっております。しかしながら欧米の二輪車市場及び関連商品市場の低迷は継続しており、当

社のヘルメット販売も大きな影響を受けて、諸策推進の実績化が遅れております。 

当第３四半期の海外市場におきましては、欧州市場は、ドイツ市場が一般経済の急激な回復によって、二輪車

関連市場も回復傾向が継続しましたが、フランス、イギリス市場は横ばい、経済が混乱するイタリア、スペイン市

場では大幅な低下と思われ、斑模様になっております。欧州全体では、まだ底打ちを確認できておりません。北米

市場は、雇用状況並びに金融状況はまだ本格的な回復に至っておりませんが、二輪車市場と関連市場にはようやく

底打ち感が出てきました。 

また当社は、ヘルメットの安全性と機能性を追及するため、Made in Japan、日本での生産を方針としておりま

す。そのため急激な更なる為替相場の円高傾向は当社の収益を低下させる要因となっております。 

その結果、当該期の海外向け売上高は、為替相場の円高（当社売上換算レート：USドル＝￥82.34（前年同期累

計比△￥8.62）、ユーロ＝￥113.84（同△￥11.31）、海外子会社換算レート（平成23年３月31日現在）USドル＝

￥83.15（同△￥9.89）、ユーロ＝￥117.57（同△￥7.35））の影響に加え、当第２四半期連結累計期間までの販

売低迷の影響が大きく、欧州、北米、その他地域とも前年同期累計比でマイナスとなっており、当該期の連結売上

高は、以下の通り、6,683百万円（前年同期累計比13.4％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△81百万円と大きい（各利益への影響額は、前年

同期累計比で△92百万円）ため、営業利益及び経常利益は各々452百万円（同37.6％減）、454百万円（同29.6％

減）となりました。また、特別損失として資産除去債務31百万円、大震災後の操業停止及び復旧作業に関する固定

費支出55百万円を計上したこと等から、税金等調整前第３四半期純利益は363百万円（同54.1％減）、第３四半期

純利益は226百万円（同57.1％減）となりました。 

  

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年９月期の通期業績予想につきましては、本日公表しました「平成23年９月期通期連結業績予想及び期

末配当予想の修正に関するお知らせ」の通りであり、業績予想を見直す必要が生じた場合は、速やかに開示する予

定です。 

   

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３四半期 

（前年同期比増減率） 

534 

(4.4％) 

1,925 

(0.2％) 

1,318 

(5.7％) 

448 

(△14.0％) 

159 

(3.3％) 

2,459 

(1.1％) 

前年同期実績 511 1,921 1,246 521 154 2,433 

23年９月期第３四半期累計 

（前年同期累計比増減率） 

1,626 

(6.6％) 

5,057 

(△18.3％) 

3,437 

(△15.5％) 

1,236 

(△25.8％) 

383 

(△15.4％) 

6,683 

(△13.4％) 

前年同期累計実績 1,525 6,190 4,069 1,667 452 7,715 
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（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。  

２．その他の情報
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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３四半期連結会計期間末
(平成23年６月30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 2,812,532 3,236,012

受取手形及び売掛金 1,018,972 1,085,725

商品及び製品 1,496,129 778,908

仕掛品 308,376 310,961

原材料及び貯蔵品 262,902 280,036

繰延税金資産 170,548 229,530

その他 471,536 245,766

貸倒引当金 △8,186 △6,637

流動資産合計 6,532,813 6,160,303

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,655,478 2,634,625

減価償却累計額 △1,824,433 △1,744,738

建物及び構築物（純額） 831,045 889,886

機械装置及び運搬具 1,657,164 1,642,294

減価償却累計額 △1,388,780 △1,314,075

機械装置及び運搬具（純額） 268,383 328,218

工具、器具及び備品 3,404,691 3,454,096

減価償却累計額 △3,176,517 △3,105,354

工具、器具及び備品（純額） 228,174 348,742

土地 211,544 212,072

建設仮勘定 161,981 13,003

有形固定資産合計 1,701,128 1,791,923

無形固定資産   

ソフトウエア 32,081 42,340

その他 1,139 1,239

無形固定資産合計 33,221 43,580

投資その他の資産   

繰延税金資産 120,146 116,770

その他 38,817 36,546

投資その他の資産合計 158,963 153,316

固定資産合計 1,893,313 1,988,820

資産合計 8,426,127 8,149,123
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年６月30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 1,100,511 667,457

未払金 153,379 157,549

未払法人税等 20,900 173,884

賞与引当金 74,700 182,500

その他 213,612 245,240

流動負債合計 1,563,103 1,426,630

固定負債   

役員退職慰労引当金 166,014 187,808

退職給付引当金 135,860 105,584

資産除去債務 31,907 －

その他 － 1,782

固定負債合計 333,782 295,175

負債合計 1,896,886 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 5,998,764 6,089,134

自己株式 △677,332 △677,308

株主資本合計 7,107,832 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 △578,591 △763,716

評価・換算差額等合計 △578,591 △770,909

純資産合計 6,529,240 6,427,317

負債純資産合計 8,426,127 8,149,123
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 7,715,780 6,683,613

売上原価 5,221,298 4,513,456

売上総利益 2,494,481 2,170,157

販売費及び一般管理費 1,769,136 1,717,583

営業利益 725,345 452,573

営業外収益   

受取利息 1,478 1,724

為替差益 73,576 2,134

受取保険金 － 4,188

その他 9,402 5,492

営業外収益合計 84,456 13,539

営業外費用   

売上割引 6,771 6,768

債権売却損 3,520 2,426

その他 5,984 2,270

営業外費用合計 16,276 11,465

経常利益 793,526 454,646

特別利益   

固定資産売却益 925 573

事務所移転費用精算益 5,072 －

特別利益合計 5,997 573

特別損失   

固定資産除却損 6,420 3,554

ゴルフ会員権売却損 － 1,195

減損損失 － 99

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 6,420 91,502

税金等調整前四半期純利益 793,102 363,717

法人税、住民税及び事業税 217,503 86,461

法人税等還付税額 △16,072 －

法人税等調整額 63,949 50,862

法人税等合計 265,381 137,324

四半期純利益 527,721 226,393
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 該当事項はありません。 

  

 当第３四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３四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３四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３四半期連結累計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年６月30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  6,453  99.3

官需用ヘルメット  111  107.6

その他  367  69.3

合計  6,932  97.2

期別 

当第３四半期連結累計期間  

（自 平成22年10月１日 

  至 平成23年６月30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  6,425  82.9  1,269  70.9

官需用ヘルメット  70  93.9  1  49.4

その他  476  84.1  46  96.2

合計  6,972  83.1  1,316  71.6
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（３）販売実績 

当第３四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３四半期連結累計期間  

（自 平成22年10月１日 

   至 平成23年６月30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  6,144  87.1

官需用ヘルメット  81  109.5

その他  457  77.9

合計  6,683  86.6

相手先 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年６月30日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年６月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

三菱商事㈱  1,818  23.6  1,468  22.0

HELMET HOUSE INC  1,490  19.3  1,069  16.0

岡田商事㈱  752  9.8  845  12.6
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