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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 3,415 △48.6 △410 ― △456 ― △394 ―

21年3月期第1四半期 6,646 ― 485 ― 585 ― 322 ―

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

22年3月期第1四半期 △18.15 ―

21年3月期第1四半期 14.84 ―

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

22年3月期第1四半期 17,904 7,027 39.3 323.03
21年3月期 18,782 6,995 37.2 321.56

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,027百万円 21年3月期  6,995百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

7,300 △43.3 △555 ― △680 ― △560 ― △25.74

通期 17,900 △17.7 200 ― 50 ― 0 ― 0.00



4.  その他 

(1) 期中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) 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  有  
詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前
提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 21,758,000株 21年3月期  21,758,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,362株 21年3月期  2,362株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 21,755,638株 21年3月期第1四半期 21,755,638株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出の底打ち及び在庫調整の進展により鉱工業生産が持ち直

し始め、又、経済対策として実施された環境対応車、グリーン家電の購入促進策により民間消費の一部に下げ止ま

りの兆しもみられますが、企業収益の急速な落込みから設備投資は抑制され、雇用・所得環境の悪化がみられるな

ど引き続き景気は厳しい状況となっております。又、先行きについては世界的な金融危機の影響や世界景気の下振

れ懸念など、景気を下押しするリスクが依然存在しております。 

 海外につきましても、各国の政府による景気対策や金融安定化策が講じられてはおりますが、早期回復は難しい

状況となっております。 

 当社グループの属する自動車業界におきましては、国内販売台数は環境対応車の購入促進策が実施されるなどプ

ラス要素がありましたが、全体の需要回復には至らず95万台（前年同四半期比18.5％減）、輸出台数についても世

界各国市場の低迷により75万台（同55.5％減）となり、この結果、国内生産台数は171万台（同40.5％減）と大幅

な減少となりました。  

 又、北米市場でも金融危機の影響による販売台数の減少等、引き続き低迷しており、米国大手自動車メーカー２

社が米連邦破産法第11章の適用を申請するなど、業界の動きが激しい状況となっております。 

 このような状況のもと、将来の有望市場であるアジア市場において販売を強化するため本年四月にタイ王国に

HARADA Asia-Pacific Ltd.を設立いたしました。又、生産面においては一層の生産効率向上を目指し各国の市場規

模にあったサイズの生産工場への転換を進めるとともに、併せて一層のコストダウン活動や経費削減等を徹底する

ことにより、経営基盤の安定化を進めてまいりましたが、国内外経済の低迷を受け、以下のとおりとなりました。

 当第１四半期連結会計期間の売上高（海外子会社平成21年１～3月、当社及び国内子会社平成21年４～6月）は、

引き続き世界的な景気の低迷による販売減並びに為替レートの影響を受け、34億15百万円(同48.6％減)となりまし

た。利益面につきましては、市場規模にあったサイズの生産工場への転換、コストダウン活動や経費削減等を徹底

してまりましたが、売上高の減少が大きく影響し、営業損失は4億10百万円、経常損失は4億56百万円、四半期純損

失は3億94百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①自動車関連機器事業 

 自動車関連機器事業におきましては、北米・日本等での市場の低迷及び為替レートの影響等を受け、売上高は32

億75百万円(同47.2％減)となり、営業損失は3億77百万円となりました。 

②通信関連機器事業 

 通信関連機器事業におきましては、日本での市場低迷により、売上高は1億29百万円(同70.7％減)、営業損失は

32百万円となりました。  

③その他の事業 

 その他の事業におきましては、売上高は11百万円(同216.1％増)、営業損失は1百万円となりました。  

 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

 日本の自動車関連機器事業及び通信関連機器事業の市場低迷等により、外部売上高は19億58百万円(同42.2％

減)、セグメント間の内部売上高は1億31百万円(同55.0％減)となり、営業損失は79百万円となりました。     

②アジア地域 

 アジアでの市場の低迷及び為替レートの影響により、外部売上高は2億99百万円(同34.5％減)、セグメント間の

内部売上高は7億79百万円(同61.3％減)、営業損失は73百万円となりました。                 

③北米地域 

 米国での自動車関連機器事業の市場低迷及び為替レートの影響により、外部売上高は9億54百万円(同57.1％

減)、セグメント間の内部売上高は3百万円(同85.6％減)、営業損失は1億17百万円となりました。        

④中米地域 

 メキシコでの自動車関連機器事業の市場低迷及び為替レートの影響により、外部売上高は28百万円(同60.7％減)

となり、米国向けが不調となったことからセグメント間の内部売上高は2億30百万円(同76.3％減)、営業損失は1億

87百万円となりました。  

⑤欧州地域 

 欧州での自動車関連機器事業の市場低迷及び為替レートの影響により、外部売上高は1億74百万円(同65.4％

減)、セグメント間の内部売上高は6百万円(同70.3％減)、営業損失は36百万円となりました。          

 なお、事業の種類別セグメントの売上については外部顧客に対する売上高を、所在地別セグメントの売上につい

ては外部顧客に対する売上高とセグメント間の内部売上高を記載しております。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報



 当社グループは財務体質の改善目標として経常利益率など収益性の改善ももちろんのことでありますが、当社グ

ループの課題である経営の安全性を高めるため、有利子負債の削減、たな卸資産の圧縮、自己資本の充実等に努め

てまいりました。この結果、次のとおりの財政状態となりました。 

（流動資産） 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、123億96百万円（前連結会計年度133億22百万円）とな

り、9億25百万円減少いたしました。 

 主に「受取手形及び売掛金」が3億21百万円増加し、「現金及び預金」が9億65百万円減少いたしました。 

（固定資産） 

当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、55億8百万円（前連結会計年度54億60百万円）とな

り、47百万円増加いたしました。 

  主に「有形固定資産」が28百万円、「無形固定資産」が12百万円増加いたしました。 

（流動負債） 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、64億86百万円（前連結会計年度73億40百万円）とな

り、8億54百万円減少いたしました。 

 主に「短期借入金」が6億44百万円、「支払手形及び買掛金」が2億59百万円減少いたしました。 

（固定負債） 

当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、43億90百万円（前連結会計年度44億46百万円）とな

り、55百万円減少いたしました。 

 主に「その他」に含まれる「長期未払金」が6億93百万円増加し、「役員退職慰労引当金」が6億83百万円、「退

職給付引当金」が63百万円減少いたしました。 

（純資産）  

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、70億27百万円（前連結会計年度69億95百万円）となり、

31百万円増加いたしました。 

 主に「利益剰余金」が5億3百万円減少し、「為替換算調整勘定」が5億19百万円増加いたしました。  

 当社連結子会社のHARADA INDUSTRY OF AMERICA,INC.及びHARADA INDUSTRIES (MEXICO),S.A.DE C.V.の財政状態

を鑑みて、債務超過分について貸倒引当金繰入額を特別損失に計上すること等により、平成22年3月期第2四半期累

計期間個別業績予想数値及び平成22年3月期通期個別業績予想数値を修正しております。詳細は、本日（平成21年8

月12日）公表の「特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

  なお、連結ではこれにかかわる特別損失は相殺消去され、連結業績への影響はないこと等から、平成21年5月19

日に公表いたしました、連結業績予想数値を据え置いております。  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



該当事項はありません。  

  

① 簡便な会計処理 

１）棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

２）法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

（追加情報） 

役員退職慰労金制度の廃止 

当社は、平成21年４月24日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議するとともに、平成21

年６月26日開催の定時株主総会において、役員の退任時に役員退職慰労金制度廃止日までの在任期間に応じた退

職慰労金を打切り支給することを決議しております。これに伴い、役員退職慰労引当金残高を取崩し、当第１四

半期連結会計期間末において未支給の金額については長期未払金として、固定負債の「その他」に含めて計上し

ております。 

① 重要事象等が存在する旨及びその内容  

当第１四半期連結会計期間の売上高（海外子会社平成21年１～3月、当社及び国内子会社平成21年４～6月）

は、引き続き世界的な景気の低迷による販売減並びに為替レートの影響を受け、34億15百万円(前年同四半期比

48.6％減)となり、著しく減少しております。又、売上高の著しい減少が大きく影響し、当第１四半期連結会計

期間の営業損失は4億10百万円、経常損失は4億56百万円、四半期純損失は3億94百万円となりました。 

 そのため、当社グループには、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような

事象又は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象が存在しております。 

② 当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策  

当社の属する自動車業界の足元の状況は、期初と比較すると世界主要市場の生産台数や販売台数の前年同月比

の減少率が縮小するなど底打ちの兆しも見られますが、先行きについては引き続き厳しい状況が継続するとの予

想のもと、生産体制の抜本的見直しを進めるとともに、グループを横断したコストダウン活動による固定費の削

減等を徹底し、経営基盤の安定化を進めております。又、アジア市場における販売チャネルの増設等、販売強化

のための施策も併せ実施しております。今後も引き続き市場の動向に迅速に対応し、生産効率向上及び販売の強

化等による経営基盤の安定化を図ってまいる所存であります。 

  

４．その他

（１）期中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）

（２）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

（３）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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,025,064 4,990,736

受取手形及び売掛金 2,973,292 2,651,299

商品及び製品 2,945,664 3,062,397

仕掛品 192,991 182,334

原材料及び貯蔵品 1,424,536 1,622,013

その他 873,531 879,894

貸倒引当金 △38,663 △66,379

流動資産合計 12,396,418 13,322,295

固定資産   

有形固定資産 3,925,709 3,896,726

無形固定資産 486,334 473,844

投資その他の資産   

その他 1,099,401 1,093,256

貸倒引当金 △3,405 △3,404

投資その他の資産合計 1,095,996 1,089,851

固定資産合計 5,508,040 5,460,422

資産合計 17,904,458 18,782,717

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,005,831 1,265,363

短期借入金 4,520,291 5,165,184

賞与引当金 312,953 215,201

その他 647,423 694,956

流動負債合計 6,486,499 7,340,706

固定負債   

長期借入金 3,000,000 3,000,000

退職給付引当金 655,262 719,241

役員退職慰労引当金 － 683,928

その他 734,991 43,055

固定負債合計 4,390,253 4,446,224

負債合計 10,876,753 11,786,930



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,019,181 2,019,181

資本剰余金 1,859,981 1,859,981

利益剰余金 4,545,011 5,048,680

自己株式 △1,169 △1,169

株主資本合計 8,423,005 8,926,674

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 44,271 28,594

為替換算調整勘定 △1,439,571 △1,959,481

評価・換算差額等合計 △1,395,300 △1,930,887

純資産合計 7,027,705 6,995,787

負債純資産合計 17,904,458 18,782,717



（２）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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,646,244 3,415,976

売上原価 4,702,197 2,723,014

売上総利益 1,944,047 692,961

販売費及び一般管理費 1,458,512 1,103,713

営業利益又は営業損失（△） 485,535 △410,751

営業外収益   

為替差益 131,477 －

助成金収入 － 14,389

その他 29,369 14,239

営業外収益合計 160,847 28,629

営業外費用   

支払利息 52,699 39,580

為替差損 － 31,810

その他 7,808 2,780

営業外費用合計 60,507 74,171

経常利益又は経常損失（△） 585,874 △456,294

特別利益   

固定資産売却益 2,008 636

貸倒引当金戻入額 － 29,297

役員賞与引当金戻入額 5,680 －

特別利益合計 7,688 29,934

特別損失   

たな卸資産評価損 147,600 －

減損損失 － 3,927

その他 5,946 1,057

特別損失合計 153,546 4,984

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

440,016 △431,343

法人税、住民税及び事業税 108,406 7,737

法人税等調整額 8,690 △44,190

法人税等合計 117,097 △36,452

四半期純利益又は四半期純損失（△） 322,919 △394,890



該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性及び関連資産等に照らし、区分しております。

２．各事業の主要な製品等 

３．会計処理の方法の変更 

前第１四半期連結累計期間  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業利益が「自動車関連機器事

業」で9,803千円、「通信関連機器事業」で657千円それぞれ減少しております。  

４．追加情報 

前第１四半期連結累計期間  

（有形固定資産の耐用年数及び残存価額の変更） 

 当第１四半期連結会計期間より「有形固定資産の耐用年数及び残存価額の変更」をしております。この変更に

伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業利益が「自動車関連機器事業」で10,367千円減少しております。

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

① 事業の種類別セグメント情報

  
自動車関連機器
事業（千円） 

通信関連機器事
業（千円） 

その他の事業
（千円） 計（千円）

消去又は全社 
（千円） 連結（千円）

売上高             

(1）外部顧客に対する

売上高 
 6,202,052  440,677  3,514  6,646,244  －  6,646,244

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  －  －  －

計  6,202,052  440,677  3,514  6,646,244  －  6,646,244

営業利益又は営業損失

（△） 
 489,779  △3,601  △642  485,535  －  485,535

  
自動車関連機器
事業（千円） 

通信関連機器事
業（千円） 

その他の事業
（千円） 計（千円）

消去又は全社 
（千円） 連結（千円）

売上高             

(1）外部顧客に対する

売上高 
 3,275,666  129,197  11,112  3,415,976  －  3,415,976

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  －  －  －

計  3,275,666  129,197  11,112  3,415,976  －  3,415,976

営業損失（△）  △377,091  △32,168  △1,492  △410,751  －  △410,751

事業区分 主要製品

自動車関連機器事業 
自動車ラジオ用アンテナ、中継ケーブル、自動車ＴＶ用アンテナ、自動車アンテナ用アンプ類、アクチュ

エーター、ＥＴＣ用アンテナ等 

通信関連機器事業 携帯電話用アンテナ、ＰＨＳ基地局・端末用アンテナ、ＰＯＳ用アンテナ、無線ＬＡＮ用アンテナ等 

その他の事業 家庭用温灸器等 



前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の主な国は次のとおりであります。 

(1）アジア……中国、ベトナム 

(2）北米……米国 

(3）中米……メキシコ 

(4）欧州……英国、ドイツ 

３．会計処理の方法の変更 

前第１四半期連結累計期間  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業利益が「日本」で10,461千

円減少しております。 

４．追加情報 

前第１四半期連結累計期間  

（有形固定資産の耐用年数及び残存価額の変更） 

 当第１四半期連結会計期間より「有形固定資産の耐用年数及び残存価額の変更」をしております。この変更に

伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業利益が「アジア」で10,367千円減少しております。 

② 所在地別セグメント情報

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
北米

（千円） 
中米

（千円） 
欧州

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売

上高 
 3,386,668 457,724 2,223,391 73,319 505,140  6,646,244  － 6,646,244

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 292,823 2,013,096 27,445 972,243 23,153  3,328,762 (3,328,762) －

計  3,679,492 2,470,820 2,250,837 1,045,562 528,294  9,975,007 (3,328,762) 6,646,244

営業利益又は営業損

失(△) 
 261,133 △58,094 121,918 △68,306 13,799  270,449  215,085 485,535

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
北米

（千円） 
中米

（千円） 
欧州

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売

上高 
 1,958,867 299,609 954,145 28,824 174,529  3,415,976  － 3,415,976

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 131,730 779,484 3,944 230,839 6,879  1,152,878 (1,152,878) －

計  2,090,597 1,079,094 958,090 259,663 181,408  4,568,855 (1,152,878) 3,415,976

営業利益又は営業損

失(△) 
 △79,877 △73,674 △117,514 △187,168 △36,119  △494,354  83,602 △410,751



前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の主な国は次のとおりであります。 

(1）アジア…フィリピン、中国、タイ 

(2）北米……米国、カナダ 

(3）欧州……英国、ドイツ 

３．海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 該当事項はありません。   

③ 海外売上高

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  684,726  2,230,361  514,996  100,257  3,530,341

Ⅱ 連結売上高（千円）          6,646,244

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 10.3  33.6  7.7  1.5  53.1

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  404,564  955,086  174,718  29,211  1,563,581

Ⅱ 連結売上高（千円）          3,415,976

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 11.8  28.0  5.1  0.9  45.8

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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