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1. 平成26年9月期第2四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成26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 ％

26年9月期第2四半期 6,424 39.4 1,361 214.0 1,278 228.2 798 255.8
25年9月期第2四半期 4,608 14.1 433 200.6 389 88.1 224 110.3

（注）包括利益 26年9月期第2四半期 1,132百万円 （91.1％） 25年9月期第2四半期 592百万円 （―％）

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

26年9月期第2四半期 57.96 ―
25年9月期第2四半期 16.29 ―

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

26年9月期第2四半期 10,203 8,280 81.2 601.28
25年9月期 9,407 7,547 80.2 548.02
（参考）自己資本 26年9月期第2四半期 8,280百万円 25年9月期 7,547百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 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

25年9月期 ― 0.00 ― 29.00 29.00
26年9月期 ― 0.00
26年9月期（予想） ― 45.00 45.00

3. 平成26年 9月期の連結業績予想（平成25年10月 1日～平成26年 9月30日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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 12,000 7.5 2,000 49.2 2,000 53.9 1,250 56.4 90.76



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(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
（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の実績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及
び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（２）連結業績予想に関する定性的情報」
をご覧ください。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）
四半期決算補足説明資料はTDnetで同日開示しております。

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年9月期2Q 13,772,400 株 25年9月期 13,772,400 株
② 期末自己株式数 26年9月期2Q 368 株 25年9月期 321 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年9月期2Q 13,772,045 株 25年9月期2Q 13,772,107 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、官需用ヘルメットは大幅に

減少（前年同期比155,111千円減）しましたが、前々期からの二輪車市場の反転と新製品効果により、二輪乗車用ヘル

メットの販売が大幅に増加（特に当第２四半期連結会計期間（以下、「当四半期」と言います。）の伸びが顕著で、

前年同期比で63.4％増加）しました。 

海外市場におきましては、リーマンショック以来、際立って縮小してきた南ヨーロッパの二輪車市場に漸く底入れ

感が出てきました。ヨーロッパの子会社の販売も順調に推移しています。海外全地域で、差別化によって顧客満足度

を追求した新製品の供給により、当四半期におきまして売上高が増加しました。 

その結果、連結売上高は、為替の円高修正（当社売上換算レート：１USドル＝102.43円（前年同期比+13.14円）、

１ユーロ＝139.97円（同+23.31円）、海外子会社換算レート（平成25年12月30日現在）：１USドル＝105.39円（同

+18.81円）、１ユーロ＝145.05円（同+30.34円））とも相俟って、以下の通り、6,424,175千円（同39.4％増）となり

ました。 

【販売地域別連結売上高】                                  （単位：千円） 

 各利益におきましては、生産数の大幅な増加（二輪乗車用ヘルメットの生産が前年同期比で16.1％増加）が売上原

価率の低減に寄与したことから、販売費及び一般管理費が若干増加しましたが、営業利益は1,361,883千円（同

214.0％増）、経常利益は1,278,282千円（同228.2％増）、税金等調整前四半期純利益は1,276,807千円（同228.2％

増）、第２四半期純利益は798,265千円（同255.8％増）となりました。 

    

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

新モデル（北米：RF-1200、欧州：NXR、国内：Z-7）の販売を開始したばかりであること、為替相場の先行きが不透

明であること及び国内の消費税増税の影響が不透明であることから、現時点においては、当初予想を変更しておりま

せん。 

 今後の進捗状況を踏まえ、適時適切に開示させていただく予定です。 

    

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

   

（２）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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

  国 内 海 外 欧 州 北 米 その他地域 合 計 

2 6年９月期第1四半期  

(前年同期比増減率) (1.5％)

664,525

(69.6％)

1,976,595

(83.0％)

1,238,811

(65.3％)

528,925

(23.8％)

208,858

(45.1％)

2,641,121

2 6 年 ９ 月 期 第 2 四 半 期  

(前年同期比増減率) (63.4％)

1,141,813

(26.4％)

2,641,240

(18.7％)

1,466,537

(27.7％)

888,894

(80.4％)

285,808

(35.7％)

3,783,054

26年９月期第2四半期累計  

(前年同期累計比増減率) (33.5％)

1,806,339

(41.8％)

4,617,836

(41.5％)

2,705,348

(39.6％)

1,417,820

(51.2％)

494,667

(39.4％)

6,424,175

前 年 同 期 実 績  1,353,498 3,255,465 1,912,525 1,015,824 327,114 4,608,963

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,233,429 4,389,122

受取手形及び売掛金 1,228,071 1,267,664

商品及び製品 1,070,377 1,242,162

仕掛品 261,462 345,049

原材料及び貯蔵品 365,383 525,592

繰延税金資産 286,059 343,553

その他 401,111 454,615

貸倒引当金 △5,156 △4,439

流動資産合計 7,840,738 8,563,322

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,652,105 2,667,657

減価償却累計額 △1,970,302 △1,999,612

建物及び構築物（純額） 681,803 668,045

機械装置及び運搬具 1,691,445 1,708,418

減価償却累計額 △1,499,500 △1,525,353

機械装置及び運搬具（純額） 191,945 183,064

工具、器具及び備品 3,726,025 3,733,578

減価償却累計額 △3,512,449 △3,525,769

工具、器具及び備品（純額） 213,575 207,808

土地 211,544 211,544

建設仮勘定 62,204 138,370

有形固定資産合計 1,361,072 1,408,833

無形固定資産   

ソフトウエア 25,021 40,996

その他 1,139 1,139

無形固定資産合計 26,161 42,135

投資その他の資産   

繰延税金資産 144,681 157,491

その他 34,968 31,922

投資その他の資産合計 179,650 189,413

固定資産合計 1,566,884 1,640,383

資産合計 9,407,622 10,203,705
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 363,732 226,098

未払金 145,098 217,270

未払法人税等 484,881 507,821

未払費用 100,038 118,492

賞与引当金 176,700 179,200

為替予約 7,126 129,923

その他 146,646 72,404

流動負債合計 1,424,223 1,451,209

固定負債   

役員退職慰労引当金 212,814 224,664

退職給付引当金 191,126 214,907

資産除去債務 32,070 32,070

固定負債合計 436,011 471,642

負債合計 1,860,235 1,922,851

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 6,040,313 6,439,188

自己株式 △208 △257

株主資本合計 7,826,505 8,225,331

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 13,915 △36,913

為替換算調整勘定 △293,033 92,436

その他の包括利益累計額合計 △279,118 55,522

純資産合計 7,547,387 8,280,854

負債純資産合計 9,407,622 10,203,705
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

売上高 4,608,963 6,424,175

売上原価 3,135,317 3,816,759

売上総利益 1,473,646 2,607,416

販売費及び一般管理費 1,039,944 1,245,532

営業利益 433,701 1,361,883

営業外収益   

受取利息 267 425

その他 3,620 6,525

営業外収益合計 3,887 6,951

営業外費用   

売上割引 1,854 －

為替差損 38,467 83,516

債権売却損 2,297 5,276

その他 5,482 1,759

営業外費用合計 48,102 90,552

経常利益 389,486 1,278,282

特別利益   

固定資産売却益 － 39

特別利益合計 － 39

特別損失   

固定資産除却損 461 1,514

特別損失合計 461 1,514

税金等調整前四半期純利益 389,025 1,276,807

法人税、住民税及び事業税 252,651 516,400

法人税等調整額 △87,988 △37,858

法人税等合計 164,663 478,542

四半期純利益 224,362 798,265
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

四半期純利益 224,362 798,265

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 － △50,828

為替換算調整勘定 368,451 385,469

その他の包括利益合計 368,451 334,641

四半期包括利益 592,813 1,132,906

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 592,813 1,132,906
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該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

（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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

５．補足情報

期別 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年10月１日 
至 平成26年３月31日） 

品目別 金額(千円) 前年同期比(％) 

ヘルメット関連事業     

二輪乗車用ヘルメット  6,434,074  125.4

官需用ヘルメット  87,963  57.0

その他  453,808  168.7

合計  6,975,846  125.6

期別 

当第２四半期連結累計期間  

（自 平成25年10月１日 

  至 平成26年３月31日） 

品目名 受注金額（千円） 前年同期比(％) 四半期末受注残高（千円） 前年同期比(％) 

ヘルメット関連事業         

二輪乗車用ヘルメット  6,942,239  139.1  2,268,947  140.5

官需用ヘルメット  82,007  33.8  1,500  13.6

その他  393,589  142.9  88,625  204.6

合計  7,417,836  134.7  2,359,072  141.3
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（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25年10月１日 

   至 平成26年３月31日）  

品目別 金額(千円) 前年同期比(％) 

ヘルメット関連事業     

二輪乗車用ヘルメット  5,985,178  146.1

官需用ヘルメット  95,248  38.0

その他  343,748  131.1

合計  6,424,175  139.4

相手先 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年10月１日 
至 平成25年３月31日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年10月１日 
至 平成26年３月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

HELMET HOUSE INC.  843,098  18.3  1,220,613  19.0

岡田商事㈱  581,773  12.6  1,132,952  17.6
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