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1. 2022年9月期第2四半期の連結業績（2021年10月1日～2022年3月31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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年9月期第2四半期 13,439 25.1 3,944 45.0 4,018 43.7 2,714 40.7

2021年9月期第2四半期 10,744 23.9 2,719 32.4 2,795 37.2 1,929 36.6

（注）包括利益 2022年9月期第2四半期　　2,720百万円 （26.9％） 2021年9月期第2四半期　　2,143百万円 （48.9％）

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

2022年9月期第2四半期 101.21 ―

2021年9月期第2四半期 71.86 ―

(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

2022年9月期第2四半期 24,875 19,095 76.7 711.74

2021年9月期 23,778 18,528 77.9 690.91

（参考）自己資本 2022年9月期第2四半期 19,077百万円 2021年9月期 18,528百万円

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

2021年9月期 ― 0.00 ― 82.00 82.00

2022年9月期 ― 0.00

2022年9月期（予想） ― 88.00 88.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2022年 9月期の連結業績予想（2021年10月 1日～2022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
親会社株主に帰属する

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 26,430 11.3 6,620 9.9 6,630 8.8 4,720 7.1 176.00

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(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） ： 有

新規 1 社 （社名）
首維（上海）摩托車用品有限
公司

、 除外 ― 社 （社名）

(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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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

(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） 2022年9月期2Q 26,856,858 株 2021年9月期 26,856,858 株

② 期末自己株式数 2022年9月期2Q 27,648 株 2021年9月期 39,019 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年9月期2Q 26,821,030 株 2021年9月期2Q 26,848,252 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、実際の業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．経営成績に関する分析」をご覧ください。

（決算補足説明資料の入手方法について）

　決算補足説明資料はTDnetで同日開示しております。



（参考） 
1. 2022 年９月期第２四半期の個別業績（累計）（2021 年 10 月１日～2022 年３月 31 日） 
 （1）個別経営成績（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 
 
2022 年９月期第２四半期 
2021 年９月期第２四半期 

百万円 
11,936 
9,940 

％ 
20.1 
21.0 

百万円 
3,381 
2,562 

％ 
31.9 
48.5 

百万円 
4,217 
3,649 

％ 
15.6 
△1.4 

百万円 
3,071 
2,831 

％ 
8.5 

△10.2 

 
2.  2022 年９月期の個別業績予想（2021 年 10 月１日～2022 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 

 
通 期 

百万円 
22,920 

％ 
8.4 

百万円 
5,370 

％ 
3.6 

百万円 
6,100 

％ 
△2.7 

百万円 
4,550 

％ 
△5.3 

円 銭 
169.66 

（注） 個別業績予想値の当四半期における修正有無 ： 無 
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（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（2021年10月１日から2022年３月31日まで）における世界経済は、ワクチン接種の進展による

行動制限の緩和や各種経済対策の効果がみられる一方、半導体等の供給制約やインフレ圧力にくわえ、地政学リスクの高ま

りなど様々な下振れリスクが残る状況が続いております。

高級二輪乗車用ヘルメット市場、特に先進国市場においては、二輪乗用車が三密を避ける移動手段・レジャーとして人気

が高まっているため、コロナ禍でもむしろ需要が維持・拡大しており、同市場の需要は堅調に推移しております。尚、現在ポス

トコロナの需要動向に付き、鋭意情報を集めているところですが、中国市場を始めとするアジア市場は、今のところは、需要の

低下は認められておりません。

このような市場状況のなか、当社が推し進めているお客様のニーズに沿った新モデルの開発・販売及びお客様の安全を

サポートするサービスが引き続き成功裏に推移しました。

当第２四半期連結累計期間における日本及び海外を合わせた販売数量は、好調な先進国市場が牽引し前年同期比

22.3%増となりました。欧州市場の販売数量は引き続き堅調な小売り状況を反映して前年同期比25.8%増となりまし

た。北米市場の販売数量は、二輪関連市場の好調が継続するなか在庫積み増しを含めた積極的な受注を受けている

ことから前年同期比98.9%増となりました。日本市場の販売数量も、前年度からの好調を持続しており前年同期比

28.4%増となりました。アジア市場の販売数量は、生産能力が限られるなかで中国現地代理店の発注が他地域の代

理店に出遅れたことから、前年同期比27.7%の減少となりました。

　当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は13,439,504千円と前年同期比2,695,126千円

（25.1%）の増収、前年度に順次投入した新モデル（Z8シリーズ）等の値上げ効果、円安や販売費及び一般管理費

が想定より費消されなかったことから、営業利益は3,944,873千円と前年同期比1,225,011千円（45.0%）の増益と

なりました。経常利益は4,018,387千円と前年同期比1,222,849千円（43.7%）の増益、税金等調整前四半期純利益

は4,018,439千円と前年同期比1,221,478千円（43.7%）の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,714,487千

円と前年同期比785,296千円（40.7%）の増益となりました。

（販売地域別売上高）

①日本

　　売上高は3,010,346千円と、前年同期比620,663千円（26.0％）の増収となりました。

　②欧州

　　売上高は5,522,488千円と、前年同期比1,205,614千円（27.9％）の増収となりました。

　③北米

　　売上高は2,505,589千円と、前年同期比1,299,137千円（107.7％）の増収となりました。

　④アジア

　　売上高は2,051,176千円と、前年同期比518,463千円（▲20.2％）の減収となりました。

　⑤その他の地域（オセアニア、南米）

　　売上高は349,903千円と、前年同期比88,175千円（33.7％）の増収となりました。

　当第２四半期連結累計期間の為替相場は、当社売上換算レート：１ドル＝114.83円、前年同期比9.84円の円安、

１ユーロ＝130.05円、前年同期比4.11円の円安、海外子会社換算レート（2021年12月30日）：１ドル＝115.02円、

前年同期比11.52円の円安、１ユーロ＝130.51円、前年同期比3.56円の円安となりました。

（２）連結業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高、各利益ともに計画値を上回って推移しておりますが、ポストコロ

ナにおける２輪車用品需要の市場の推移、国際物流の不安定な状況に加え、原材料価格の上昇リスク、為替の急変

リスクや地政学リスクの高まり等様々な先行き不透明な要因も認められるため、現時点におきましては、2021年11

月12日公表の通期連結業績予想を変更しておりません。今後、当社グループの状況により業績予想の修正の必要が

認められた場合には、速やかに開示してまいります。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,426,062 10,726,554

受取手形及び売掛金 2,393,715 2,742,813

商品及び製品 1,646,080 2,362,530

仕掛品 999,435 1,300,523

原材料及び貯蔵品 1,038,084 1,041,138

その他 1,353,487 1,226,993

貸倒引当金 △2,623 △2,486

流動資産合計 18,854,243 19,398,066

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,725,216 3,975,331

減価償却累計額 △2,245,184 △2,275,833

建物及び構築物（純額） 1,480,032 1,699,497

機械装置及び運搬具 3,948,169 4,026,486

減価償却累計額 △2,726,108 △2,870,078

機械装置及び運搬具（純額） 1,222,060 1,156,407

工具、器具及び備品 4,883,954 5,000,108

減価償却累計額 △4,608,737 △4,704,713

工具、器具及び備品（純額） 275,217 295,394

土地 215,959 221,196

リース資産 83,121 83,121

減価償却累計額 △20,780 △29,092

リース資産（純額） 62,341 54,028

建設仮勘定 279,025 602,589

使用権資産 339,993 324,875

有形固定資産合計 3,874,629 4,353,990

無形固定資産 116,126 123,863

投資その他の資産

繰延税金資産 520,300 527,789

その他 412,896 472,011

投資その他の資産合計 933,197 999,800

固定資産合計 4,923,953 5,477,654

資産合計 23,778,196 24,875,721

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 728,056 1,399,526

リース債務 66,379 65,143

未払金 450,039 369,640

未払法人税等 1,098,818 1,278,175

賞与引当金 271,500 288,900

その他 1,291,700 1,185,610

流動負債合計 3,906,495 4,586,996

固定負債

リース債務 339,022 319,910

退職給付に係る負債 833,740 783,745

資産除去債務 41,455 41,492

その他 128,674 48,194

固定負債合計 1,342,892 1,193,343

負債合計 5,249,387 5,780,339

純資産の部

株主資本

資本金 1,421,929 1,421,929

資本剰余金 418,773 418,773

利益剰余金 17,290,836 17,797,034

自己株式 △187,202 △132,353

株主資本合計 18,944,337 19,505,384

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △210,606 △222,927

退職給付に係る調整累計額 △222,924 △205,077

その他の包括利益累計額合計 △433,531 △428,005

非支配株主持分 18,003 18,003

純資産合計 18,528,809 19,095,381

負債純資産合計 23,778,196 24,875,721
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年10月１日
　至　2021年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

売上高 10,744,377 13,439,504

売上原価 6,318,291 7,353,643

売上総利益 4,426,085 6,085,860

販売費及び一般管理費 1,706,223 2,140,986

営業利益 2,719,862 3,944,873

営業外収益

受取利息 548 144

為替差益 56,755 62,424

受取保険金 1,740 -

補助金収入 10,770 8,907

その他 9,140 5,389

営業外収益合計 78,955 76,865

営業外費用

支払利息 2,696 3,179

その他 582 171

営業外費用合計 3,278 3,351

経常利益 2,795,538 4,018,387

特別利益

固定資産売却益 1,422 51

特別利益合計 1,422 51

税金等調整前四半期純利益 2,796,961 4,018,439

法人税、住民税及び事業税 966,124 1,319,366

法人税等調整額 △98,354 △15,414

法人税等合計 867,769 1,303,952

四半期純利益 1,929,191 2,714,487

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,929,191 2,714,487

（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）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年10月１日
　至　2021年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

四半期純利益 1,929,191 2,714,487

その他の包括利益

為替換算調整勘定 200,406 △12,321

退職給付に係る調整額 14,301 17,847

その他の包括利益合計 214,707 5,525

四半期包括利益 2,143,898 2,720,013

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,143,898 2,720,013

非支配株主に係る四半期包括利益 - -

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（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）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。

　また、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準12号　2020年３月31日)第28-15項に定める経過的

な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載してお

りません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積りについて）

　前連結会計年度の有価証券報告書に記載した（新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積りについて）

に重要な変更はありません。

前連結会計年度の有価証券報告書に記載した内容は以下になります。

　現時点において、新型コロナウイルスの収束時期などの合理的な予測は困難ですが、当社及び連結子会社は入手

し得る情報を踏まえ、以下の仮定を利用した見積りに基づき会計処理しております。

・新型コロナウイルスの一時的な感染再拡大リスクはあるものの、ワクチン接種の進展による行動制限の解除に伴

い、経済活動や営業活動は当連結会計年度中に2019年９月期レベルまで回復する。

・世界経済は、引き続き回復基調を辿るとみられるものの、新たな変異株の拡散リスクや半導体等の供給面の制約

など様々な下振れリスクが残る状況は不変。

・高級二輪乗車用ヘルメット市場においては、欧州市場は、経済活動が徐々に戻りつつあるなか堅調な販売が継

続。その他地域も堅調な販売が継続、或いは、回復基調を辿る。

　なお、新型コロナウイルスの収束時期、各国・地域の諸対策を踏まえた経済情勢や市場動向について不透明さが

継続する場合には、見積りの不確実性は増大し、事後的な結果との間に乖離が生じる可能性があります。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

３．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

　該当事項はありません。
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期別
当第２四半期連結累計期間
（自　2021年10月１日

至　2022年３月31日）

品目別 金額（千円） 前期比（％）

ヘルメット関連事業

二輪乗車用ヘルメット 12,331,864 119.4

官需用ヘルメット 24,876 55.8

その他 1,402,919 140.3

合計 13,759,660 121.0

期別
当第２四半期連結累計期間
（自　2021年10月１日

至　2022年３月31日）

品目別
受注金額
（千円）

前期比
（％）

期末受注残高
（千円）

前期比
（％）

ヘルメット関連事業

二輪乗車用ヘルメット 11,561,814 72.6 20,994,844 150.4

官需用ヘルメット 19,207 47.8 1,656 120.2

その他 1,231,643 85.9 1,265,795 167.7

合計 12,812,665 73.6 22,262,295 151.3

４．補足情報

(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）１　金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２　当第１四半期後半より、受注から出荷までのリードタイムを短縮させる目的で、月次の受注数量

をコントロールしております。
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期別
当第２四半期連結累計期間
（自　2021年10月１日

至　2022年３月31日）

品目別 金額（千円） 前期比（％）

ヘルメット関連事業

二輪乗車用ヘルメット 12,225,738 127.3

官需用ヘルメット 24,876 49.6

その他 1,188,888 109.2

合計 13,439,504 125.1

相手先

前第２四半期連結累計期間
（自　2020年10月１日

至　2021年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年10月１日

至　2022年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

HELMET HOUSE INC. 1,147,211 10.7 2,292,870 17.1

岡田商事㈱ 1,739,583 16.2 2,172,456 16.2

(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販売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。
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