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1.  平成25年9月期第1四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成24年12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1四半期 1,820 4.1 45 ― 30 ― 8 ―
24年9月期第1四半期 1,748 △11.6 △40 ― △11 ― △10 ―

（注）包括利益 25年9月期第1四半期 22百万円 （―％） 24年9月期第1四半期 △278百万円 （―％）

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1四半期 0.64 ―
24年9月期第1四半期 △0.73 ―

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1四半期 7,930 6,053 76.3 439.51
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1四半期  6,053百万円 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 ―
25年9月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 4,100 1.5 280 94.1 270 30.4 150 40.6 10.89
通期 9,500 10.4 520 433.8 490 241.5 280 325.1 20.33



(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1Q 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1Q 750,284 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1Q 13,772,116 株 24年9月期1Q 13,772,283 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（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、市場の底打ちと新製品効果によるヘルメット販売の大幅増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、前年同期比で約２倍の売上となりました。但し、海外市場におきましては、未だ欧米市場の低

迷は続いており、代理店の仕入調整とも相俟って当該期の売上は１月の新製品投入前のため低水準となりました。

その間、過度な円高が一服（当社売上換算レート：１USドル＝82.64円（前年同期比+5.38円）、１ユーロ＝

107.40円（同+4.50円）、海外子会社換算レート（平成24年９月28日現在）：１USドル＝77.60円（同+0.95円）、

１ユーロ＝100.24円（同△3.87円））したこともあり、連結売上高は、以下の通り1,820,182千円（前年同期比

4.1％増）となりました。なお、１月以降の販売は、品質・技術面で優れた２つのニューモデル効果により、売上

が大幅に増加する見込み（12／末時点の受注残高は2,631,334千円で前年同期比12.2％増）であります。 

＜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新製品受注増に伴う前倒し生産及び国内向け販売

の大幅増加により工場稼働率が大幅に回復（２輪乗車用ヘルメットの生産数量が前年同期比で9.0％増加）し、当

社単体損益は大幅に改善しましたが、前期までの円高の影響により、欧州子会社の売上原価上昇に伴う採算悪化か

ら、連結ベースでは、営業利益は45,093千円（前年同期は営業損失40,689千円）、経常利益は30,276千円（前年同

期は経常損失11,792千円）、税金等調整前四半期純利益は30,145千円（前年同期比204.2％増）、第１四半期純利

益は8,899千円（前年同期は四半期純損失10,140千円）となりました。 

  

  

（２）連結業績予想に関する定性的情報  

現時点の為替水準は円高が大幅に是正されており、かつ新製品の受注状況も順調であること等から業績が上振れ

する可能性はありますが、現時点においては、第２四半期業績予想及び通期業績予想いずれも当初予想数値を変更

しておりません。 

なお、業績予想の精度が高まった時点で、修正が必要な場合は速やかに開示する予定です。 

   

（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 

  （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１四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 

25年９月期第1四半期

（前年同期比増減率） 

654,524

(91.8％)

1,165,657 

(△17.2％)

677,041 

(△11.0％)

319,900 

(△34.2％)

168,715 

(4.9％)

1,820,182 

(4.1％)

 前年同期実績   341,320 1,407,547 760,377 486,406 160,763 1,748,867 

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24年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,866,330 2,459,261

受取手形及び売掛金 926,459 966,192

商品及び製品 997,077 1,410,457

仕掛品 266,784 339,793

原材料及び貯蔵品 340,504 418,544

繰延税金資産 241,870 233,706

その他 322,351 404,320

貸倒引当金 △2,682 △2,412

流動資産合計 5,958,695 6,229,863

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,645,421 2,648,627

減価償却累計額 △1,903,144 △1,919,927

建物及び構築物（純額） 742,276 728,700

機械装置及び運搬具 1,658,321 1,658,614

減価償却累計額 △1,428,435 △1,443,530

機械装置及び運搬具（純額） 229,886 215,084

工具、器具及び備品 3,495,792 3,658,731

減価償却累計額 △3,293,249 △3,352,622

工具、器具及び備品（純額） 202,542 306,108

土地 211,544 211,544

建設仮勘定 99,123 39,599

有形固定資産合計 1,485,373 1,501,036

無形固定資産   

ソフトウエア 29,411 30,531

その他 1,139 1,139

無形固定資産合計 30,551 31,670

投資その他の資産   

繰延税金資産 131,808 135,390

その他 33,547 32,937

投資その他の資産合計 165,356 168,328

固定資産合計 1,681,280 1,701,035

資産合計 7,639,976 7,930,898
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 578,162 908,352

未払金 240,806 261,606

未払法人税等 44,809 4,435

賞与引当金 173,500 69,400

その他 148,697 227,881

流動負債合計 1,185,976 1,471,675

固定負債   

役員退職慰労引当金 190,544 196,112

退職給付引当金 173,330 177,994

資産除去債務 32,017 32,040

固定負債合計 395,892 406,147

負債合計 1,581,868 1,877,822

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 5,927,046

自己株式 △677,433 △677,433

株主資本合計 7,054,658 7,036,013

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 － △13,777

為替換算調整勘定 △996,550 △969,160

その他の包括利益累計額合計 △996,550 △982,937

純資産合計 6,058,107 6,053,076

負債純資産合計 7,639,976 7,930,898
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 1,748,867 1,820,182

売上原価 1,269,158 1,290,753

売上総利益 479,709 529,428

販売費及び一般管理費 520,398 484,335

営業利益又は営業損失（△） △40,689 45,093

営業外収益   

受取利息 478 30

為替差益 27,469 －

受取保険金 － 718

未払配当金除斥益 － 730

その他 3,476 839

営業外収益合計 31,424 2,318

営業外費用   

売上割引 1,083 715

為替差損 － 10,196

債権売却損 1,003 882

支払補償費 － 5,172

その他 440 168

営業外費用合計 2,527 17,135

経常利益又は経常損失（△） △11,792 30,276

特別利益   

雇用調整助成金 22,281 －

特別利益合計 22,281 －

特別損失   

固定資産除却損 579 130

特別損失合計 579 130

税金等調整前四半期純利益 9,909 30,145

法人税、住民税及び事業税 11,159 8,178

法人税等調整額 8,891 13,067

法人税等合計 20,050 21,246

四半期純利益又は四半期純損失（△） △10,140 8,899
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △10,140 8,899

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 18,009 △13,777

為替換算調整勘定 △286,730 27,390

その他の包括利益合計 △268,721 13,613

四半期包括利益 △278,861 22,513

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △278,861 22,513
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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１四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１四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１四半期連結累計期間 
（自 平成24年10月１日 
至 平成24年12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  2,350,725  124.8

官需用ヘルメット  119,595  174.7

その他  106,654  97.2

合計  2,576,974  125.0

期別 

当第１四半期連結累計期間  

（自 平成24年10月１日 

  至 平成24年12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  3,323,922  116.4  2,505,552  112.6

官需用ヘルメット  218,686  420.1  69,284  113.3

その他  138,299  80.3  56,498  95.0

合計  3,680,908  119.5  2,631,334  112.2
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(3) 販売実績 

当第１四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１四半期連結累計期間  

（自 平成24年10月１日 

   至 平成24年12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  1,540,359  96.2

官需用ヘルメット  167,938  ―

その他  111,884  77.3

合計  1,820,182  104.1

相手先 

前第１四半期連結累計期間  

（自 平成23年10月１日 

  至 平成23年12月31日）  

当第１四半期連結累計期間  

（自 平成24年10月１日 

  至 平成24年12月31日）  

品目別 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

三菱商事㈱    394,154    22.5    377,987    20.8

岡田商事㈱    186,756    10.7    278,074    15.3

HELMET HOUSE INC    393,643    22.5    236,139    13.0
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