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1.  平成25年9月期第2四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成25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 ％

25年9月期第2四半期 4,608 14.1 433 200.6 389 88.1 224 110.3
24年9月期第2四半期 4,040 △4.3 144 △53.5 207 △33.8 106 △19.8

（注）包括利益 25年9月期第2四半期 592百万円 （―％） 24年9月期第2四半期 △252百万円 （―％）

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

25年9月期第2四半期 16.29 ―
24年9月期第2四半期 7.74 ―

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

25年9月期第2四半期 8,819 6,623 75.1 480.92
24年9月期 7,639 6,058 79.3 439.88
（参考） 自己資本   25年9月期第2四半期  6,623百万円 24年9月期  6,058百万円

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

24年9月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
25年9月期 ― 0.00
25年9月期（予想） ― 21.00 21.00

3. 平成25年 9月期の連結業績予想（平成24年10月 1日～平成25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 10,700 24.3 1,010 936.7 1,000 597.0 600 811.0 43.56



(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 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳
細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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．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   ：  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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年9月期2Q 14,522,400 株 24年9月期 14,522,400 株
② 期末自己株式数 25年9月期2Q 750,303 株 24年9月期 750,284 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期2Q 13,772,107 株 24年9月期2Q 13,772,252 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、２輪車市場の底打ちと新製品効果によるヘルメット販売の増加に加え防衛省向けヘルメット等の官需向け製品販

売が増加し前年同期比24.4％の増収となりました。また、海外市場におきましては、１月販売開始（現地販売は２－３

月）の新製品投入効果もあり、欧米市場の当第２四半期連結会計期間の売上が高水準となったことから、海外全体で前年

同期比10.3％の増収となりました。 

地域別では、欧州市場におきましては、２輪車市場の回復にはまだ時間を要する状況であり、特に南欧市場の低迷は

続いております。その中にあって、当社グループの販売するプレミアムヘルメット販売は、新製品投入の効果からも順調

に回復しており、その中でもドイツが大幅に伸長しております。 

北米市場におきましては、アメリカ代理店の仕入調整が影響し、当該期の売上はほぼ前期並みに留まりました。 

その結果、当該期間の急激な円高修正（当社売上換算レート：１USドル＝89.29円（前年同期比+10.86円）、１ユーロ

＝116.66円（同+11.90円）、海外子会社換算レート（平成24年12月28日現在）：１USドル＝86.58円（同+8.84円）、１ユ

ーロ＝114.71円（同+14.00円））もあり、連結売上高は、以下の通り4,608,963千円（前年同期比14.1％増）となりまし

た。 

＜販売地域別連結売上高＞                                                        （単位：千円） 

各利益につきましては、売上の増加及び為替相場の円安に加え、ヘルメット販売の大幅な増加により工場稼働率が回

復（２輪乗車用ヘルメットの生産数量が前年同期比で6.9％増加）し、当社単体損益が大幅に改善しましたが、欧州子会

社の採算改善が第３四半期以降となることから、連結ベースでは、営業利益は433,701千円（同200.6％増）、経常利益は

389,486千円（同88.1％増）、税金等調整前四半期純利益は389,025千円（同69.6％増）、第２四半期純利益は224,362千

円（同110.3％増）となりました。 

    

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年４月25日に公表いたしました通期連結業績予想から変更はありません。 

   

（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 

    （会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年10月１日以後に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。   

   

   

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 5 年 ９ 月 期 第 1 四 半 期

(前年同期比増減率) (91.8％)

654,524

(△17.2％)

1,165,657

(△11.0％)

677,041

(△34.2％)

319,900

(4.9％)

168,715

(4.1％)

1,820,182

2 5 年 ９ 月 期 第 2 四 半 期

(前年同期比増減率) (△6.4％)

698,973

(35.3％)

2,089,807

(63.1％)

1,235,483

(14.0％)

695,924

(△10.3％)

158,399

(21.7％)

2,788,780

25年９月期第2四半期累計

(前年同期累計比増減率) (24.4％)

1,353,498

(10.3％)

3,255,465

(26.0％)

1,912,525

(△7.4％)

1,015,824

(△3.1％)

327,114

(14.1％)

4,608,963

前 年 同 期 実 績 1,088,385 2,952,080 1,517,679 1,096,972 337,427 4,040,466

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



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24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,866,330 3,724,766

受取手形及び売掛金 926,459 1,064,484

商品及び製品 997,077 1,062,487

仕掛品 266,784 326,979

原材料及び貯蔵品 340,504 327,064

繰延税金資産 241,870 323,858

その他 322,351 300,416

貸倒引当金 △2,682 △3,204

流動資産合計 5,958,695 7,126,851

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,645,421 2,650,954

減価償却累計額 △1,903,144 △1,938,351

建物及び構築物（純額） 742,276 712,602

機械装置及び運搬具 1,658,321 1,688,841

減価償却累計額 △1,428,435 △1,462,987

機械装置及び運搬具（純額） 229,886 225,854

工具、器具及び備品 3,495,792 3,673,766

減価償却累計額 △3,293,249 △3,421,041

工具、器具及び備品（純額） 202,542 252,725

土地 211,544 211,544

建設仮勘定 99,123 86,613

有形固定資産合計 1,485,373 1,489,339

無形固定資産   

ソフトウエア 29,411 27,956

その他 1,139 1,139

無形固定資産合計 30,551 29,096

投資その他の資産   

繰延税金資産 131,808 139,712

その他 33,547 34,756

投資その他の資産合計 165,356 174,468

固定資産合計 1,681,280 1,692,904

資産合計 7,639,976 8,819,756



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 578,162 984,817

未払金 240,806 217,131

未払法人税等 44,809 241,730

賞与引当金 173,500 169,900

その他 148,697 163,720

流動負債合計 1,185,976 1,777,299

固定負債   

役員退職慰労引当金 190,544 201,679

退職給付引当金 173,330 185,346

資産除去債務 32,017 32,062

固定負債合計 395,892 419,088

負債合計 1,581,868 2,196,388

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 5,945,691 6,142,509

自己株式 △677,433 △677,442

株主資本合計 7,054,658 7,251,467

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △996,550 △628,099

その他の包括利益累計額合計 △996,550 △628,099

純資産合計 6,058,107 6,623,367

負債純資産合計 7,639,976 8,819,756



（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23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第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) 

売上高 4,040,466 4,608,963

売上原価 2,847,697 3,135,317

売上総利益 1,192,769 1,473,646

販売費及び一般管理費 1,048,504 1,039,944

営業利益 144,264 433,701

営業外収益   

受取利息 1,155 267

為替差益 59,907 －

その他 8,392 3,620

営業外収益合計 69,454 3,887

営業外費用   

売上割引 3,502 1,854

為替差損 － 38,467

債権売却損 2,582 2,297

その他 542 5,482

営業外費用合計 6,627 48,102

経常利益 207,091 389,486

特別利益   

固定資産売却益 49 －

雇用調整助成金 22,281 －

受取保険金 1,118 －

特別利益合計 23,449 －

特別損失   

固定資産除却損 1,165 461

特別損失合計 1,165 461

税金等調整前四半期純利益 229,376 389,025

法人税、住民税及び事業税 139,434 252,651

法人税等調整額 △16,740 △87,988

法人税等合計 122,693 164,663

四半期純利益 106,682 224,362



（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23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第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) 

四半期純利益 106,682 224,362

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △358,978 368,451

その他の包括利益合計 △358,978 368,451

四半期包括利益 △252,296 592,813

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △252,296 592,813



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）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

５．補足情報

期別 
当第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） 

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  5,131,467  118.6

官需用ヘルメット  154,269  166.3

その他  268,956  109.1

合計  5,554,693  119.0

期別 

当第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） 

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  4,989,397  132.6  1,614,933  153.4

官需用ヘルメット  242,851  413.3  11,027  917.7

その他  275,423  93.6  43,357  121.4

合計  5,507,672  133.9  1,669,318  153.2



（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24年10月１日 

   至 平成25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  4,096,453  111.3

官需用ヘルメット  250,360  358.4

その他  262,149  90.2

合計  4,608,963  114.1

相手先 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年10月１日 
至 平成24年３月31日） 

当第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） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

三菱商事㈱  1,004,089  24.9  1,129,702  24.5

HELMET HOUSE INC.  946,706  23.4  843,098  18.3

岡田商事㈱  520,458  12.9  581,773  12.6
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