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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 23,199 19.3 2,495 114.4 2,378 110.0 1,331 99.2
22年3月期第3四半期 19,446 △5.3 1,163 750.7 1,132 288.0 668 210.8

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

23年3月期第3四半期 101.48 ―

22年3月期第3四半期 50.37 ―

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

23年3月期第3四半期 30,468 22,137 72.7 1,712.41
22年3月期 30,588 21,612 70.7 1,629.11

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  22,137百万円 22年3月期  21,612百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

25.00 25.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 29,000 1.8 2,300 3.2 2,300 2.1 1,250 4.1 94.22



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
法等の変更の有無となります。 

(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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成22年５月20日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。 
２．上記の業績予想等は、現時点における情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は市場の需要動向等様々な要因によって予想とは異なる結果となる可
能性があります。 
３．業績予想の前提となる条件等については、［添付資料］２ページ「１．当四半期の連結業績等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」を
ご覧ください。  

4.  その他 （詳細は、［添付資料］３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q  14,300,000株 22年3月期  14,300,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,372,593株 22年3月期  1,033,269株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  13,116,196株 22年3月期3Q  13,266,912株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出増加による企業収益の改善などで緩やかな回復基調が続

きましたが、期の後半にかけて輸出増勢の鈍化、円高の進行など企業収益にも一服感がみられ、政府の経済対策効

果の逓減など、景気の先行きは依然不透明な状況の中で推移しました。 

 当業界におきましては、本年７月の地上デジタル放送への完全移行に向けて地デジ関連製品や改修工事等の需要

が増加しており、加えて、昨年12月の家電エコポイント付与額見直しを前にしたテレビ買換えの駆け込み需要も重

なり、関連製品の需要が大きく伸びました。 

 このような状況のなか、当社グループは、地上デジタル放送関連業務により一層注力するとともに、新製品開

発、コストダウンへの継続的取組、業務の効率化による経費の適正な運営等に努めてまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は23,199百万円（前年同期比19.3％増）となり、営業利益は

2,495百万円（前年同期比114.4％増）、経常利益は2,378百万円（同110.0％増）、四半期純利益は1,331百万円

（同99.2％増）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 送受信用製品製造事業 

 当事業部門において、テレビ受信用アンテナの売上高につきましては、地デジ完全移行に向けた需要と家電エコ

ポイント制度見直しによる駆け込み需要により薄型アンテナやケーブル類の売上拡大があったことから前年同期比

増となりました。映像通信用電子機器につきましても、テレビ買換えに伴い分波器や分配器、ブースター等の関連

製品が増加したことにより売上高は前年同期比増となりました。自動車用アンテナの売上高につきましては、前期

好調であったＥＴＣ用の大幅な減少や欧州向け販売も低調であったため前年同期比減となりました。通信用アンテ

ナの売上高につきましては、携帯電話向けアンテナの販売が低調に推移したため前年同期比減となりました。 

 これらの結果、売上高は18,771百万円となり、営業利益については3,097百万円となりました。 

② 工事事業 

 当事業部門におきましては、地デジ関連工事やＣＡＴＶ関連工事が好調であり、新築ビル共聴工事も前年よりや

や回復したことから、売上高は4,428百万円となり、営業利益については299百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、商品及び製品の増加、現金及び預金や固定資産の減少等により、前連

結会計年度末比120百万円減の30,468百万円となりました。 

 負債は、工事未払金、賞与引当金等の減少等により、前連結会計年度末比644百万円減の8,331百万円となりまし

た。 

 純資産は、利益剰余金の増加、評価・換算差額等の減少や自己株式の増加等により、前連結会計年度末比524百

万円増加の22,137百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末70.7％から72.7％となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想は、現在入手可能な情報と、当社が現時点で合理的であると判断する一定の条件に基づいており、実際

の業績は見通しと大きく異なることがあり得ます。 

 その要因の主なものは、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場動向、為替相場の変動等であります。  

 なお、平成22年５月20日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（棚卸資産の評価方法） 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、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。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ138千円減少しており、税金等調

整前四半期純利益は、59,655千円減少しております。 

  

（表示方法の変更） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

（追加情報） 

損害補償損失引当金の計上 

 将来の損害補償損失に備えるため、当第３四半期連結会計期間末において発生の可能性が高く、かつ損失の金額

を合理的に見積もることが可能なものについて、その損失見込額を計上しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,797,646 11,430,550

受取手形及び売掛金 7,786,695 7,795,127

有価証券 299,795 －

商品及び製品 3,104,380 2,827,368

仕掛品 534,766 474,960

原材料及び貯蔵品 649,823 664,881

未成工事支出金 822,126 687,056

繰延税金資産 204,330 342,350

その他 1,155,678 1,076,451

貸倒引当金 △104,217 △64,471

流動資産合計 25,251,027 25,234,276

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,328,981 5,306,018

減価償却累計額 △3,610,049 △3,476,469

建物及び構築物（純額） 1,718,931 1,829,549

機械装置及び運搬具 2,460,903 2,503,395

減価償却累計額 △2,088,716 △2,105,334

機械装置及び運搬具（純額） 372,187 398,060

土地 976,063 976,063

リース資産 31,383 17,475

減価償却累計額 △12,194 △7,513

リース資産（純額） 19,189 9,962

建設仮勘定 12,491 19,986

その他 4,445,143 4,493,863

減価償却累計額 △3,969,482 △4,055,179

その他（純額） 475,660 438,683

有形固定資産合計 3,574,524 3,672,306

無形固定資産   

ソフトウエア 66,530 53,364

ソフトウエア仮勘定 18,353 10,540

その他 22,981 22,981

無形固定資産合計 107,866 86,887

投資その他の資産   

長期預金 300,000 300,000

投資有価証券 456,544 582,318

繰延税金資産 481,383 401,946

その他 474,125 387,509

貸倒引当金 △176,912 △76,245

投資その他の資産合計 1,535,140 1,595,528
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

固定資産合計 5,217,531 5,354,722

資産合計 30,468,558 30,588,998

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,801,969 4,819,269

工事未払金 384,677 919,536

未払費用 240,237 202,078

リース債務 5,988 4,927

未払法人税等 451,920 655,020

賞与引当金 255,626 495,763

製品保証引当金 316 350

損害補償損失引当金 44,015 －

その他 992,566 811,074

流動負債合計 7,177,318 7,908,020

固定負債   

リース債務 13,507 5,236

退職給付引当金 828,467 806,505

長期未払金 253,250 253,250

資産除去債務 56,000 －

その他 3,012 3,036

固定負債合計 1,154,236 1,068,027

負債合計 8,331,554 8,976,048

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,673,616 4,673,616

資本剰余金 6,318,554 6,318,554

利益剰余金 12,501,969 11,502,637

自己株式 △989,054 △785,457

株主資本合計 22,505,084 21,709,350

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 77,099 166,269

為替換算調整勘定 △445,180 △262,669

評価・換算差額等合計 △368,081 △96,399

純資産合計 22,137,003 21,612,950

負債純資産合計 30,468,558 30,588,998

日本アンテナ㈱　（6930）　平成23年３月期　第３四半期決算短信

－　5　－



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高   

製品売上高 15,832,238 18,771,384

完成工事高 3,614,365 4,428,399

売上高 19,446,603 23,199,784

売上原価   

製品売上原価 11,042,073 12,225,608

完成工事原価 2,649,717 3,353,154

売上原価 13,691,791 15,578,763

売上総利益 5,754,812 7,621,021

販売費及び一般管理費 4,590,857 5,125,826

営業利益 1,163,954 2,495,194

営業外収益   

受取利息 33,890 24,583

受取配当金 6,234 6,104

受取保険金 7,400 4,000

株式割当益 － 13,720

固定資産賃貸料 － 25,118

その他 47,419 49,118

営業外収益合計 94,943 122,645

営業外費用   

売上割引 78,447 109,332

為替差損 43,695 128,199

その他 4,302 2,096

営業外費用合計 126,445 239,628

経常利益 1,132,452 2,378,211

特別利益   

固定資産売却益 1,597 3,556

その他 3,557 －

特別利益合計 5,155 3,556

特別損失   

固定資産処分損 10,221 9,983

投資有価証券評価損 1,370 －

事業再編損 12,481 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 59,516

損害補償損失 － 54,370

特別損失合計 24,073 123,869

税金等調整前四半期純利益 1,113,534 2,257,898

法人税、住民税及び事業税 358,930 807,553

法人税等調整額 86,373 119,344

法人税等合計 445,303 926,898
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,331,000

四半期純利益 668,231 1,331,000
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,113,534 2,257,898

減価償却費 500,886 406,660

投資有価証券評価損益（△は益） 1,370 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,742 21,962

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △285,290 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △232,904 △240,137

貸倒引当金の増減額（△は減少） 54,220 140,511

受取利息及び受取配当金 △40,124 △30,688

為替差損益（△は益） 4,663 42,631

固定資産売却損益（△は益） △472 △3,402

固定資産処分損益（△は益） 9,096 9,829

株式割当益 － △13,720

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 59,516

売上債権の増減額（△は増加） 19,496 126,349

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,568 △537,604

仕入債務の増減額（△は減少） 544,586 △429,286

その他 134,630 △110,815

小計 1,819,868 1,699,704

利息及び配当金の受取額 38,377 30,776

法人税等の支払額 △227,055 △987,068

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,631,190 743,412

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △436,828 △620,362

定期預金の払戻による収入 832,880 132,580

有価証券の償還による収入 300,000 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △290,353 △421,624

有形及び無形固定資産の売却による収入 7,192 7,826

投資有価証券の取得による支出 △1,840 △10,854

貸付けによる支出 △2,518 －

貸付金の回収による収入 8,744 9,615

その他 △5,669 △8,796

投資活動によるキャッシュ・フロー 411,607 △911,616

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の売却による収入 42 －

自己株式の取得による支出 △153 △203,597

配当金の支払額 △276,372 △329,509

リース債務の返済による支出 △3,695 △4,575

財務活動によるキャッシュ・フロー △280,178 △537,682

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,859 △110,368
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,757,759 △816,254

現金及び現金同等物の期首残高 8,248,315 11,293,334

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,006,074 10,477,079
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 該当事項はありません。   

  

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社及び関係会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象になっているものでありま

す。 

 当社グループは、通信用・自動車用・テレビ受信用等各種アンテナ及び映像通信用電子機器の製造販売及び電気通

信工事の設計・施工等を行っております。 

 当社グループでは、本社に営業本部、工場に生産本部を置く他、米国及び英国に当社製品を販売する関係会社、国

内、比国及び中国に当社製品を製造する関係会社を設立し、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的

な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、製造販売体制を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、

「送受信用製品製造事業」及び「工事事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 なお、各セグメントに属する主要品目は以下のとおりであります。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

（注）１．セグメント利益の調整額は、報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。   

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

セグメント 主要品目  

送受信用製品製造事業 

衛星用アンテナ・携帯電話用アンテナ・車載用アンテナ及び機器・通信用アンテ

ナ及び機器・テレビ受信用アンテナ・衛星放送受信用機器・ＣＡＴＶ用伝送機

器・増幅器及び分配器等テレビ受信用各種機器 

工事事業 ＣＡＴＶ工事・ＣＡＴＶインターネット工事・衛星受信工事・電波障害対策工事

（単位：千円）

  報告セグメント  
調整額 
（注）１  

  

四半期連結損
益計算書計上

額 
（注）２ 

  
  

送受信用 
製品製造事業

工事事業 計 

売上高                              

外部顧客への売上高  18,771,384  4,428,399  23,199,784  －  23,199,784

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  －  －

計  18,771,384  4,428,399  23,199,784  －  23,199,784

セグメント利益  3,097,839  299,742  3,397,582  △902,387  2,495,194
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 当社は、平成22年８月26日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき自己株式の取得に係る事項を決議し、平成22年８月27日に当社普通株式339,200株（１

株当たり600円、取得総額203,520千円）を取得いたしました。 

 これに単元未満株式の買取請求への対応分を含め、当第３四半期連結会計期間末における自己株式の残高は、前

連結会計年度末より203,597千円増加し、989,054千円となっております。 

 なお、上記取締役会決議の内容は以下のとおりであります。 

 １．取得の理由 

  経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行し、資本効率の向上と株主利益の増進を図るため 

 ２．取得の内容 

 （１）取得の方法 大阪証券取引所立会外取引市場での自己株式取得取引による買付け 

 （２）取得する株式の種類 当社普通株式 

 （３）取得する株式の総数 400,000株（上限とする） 

 （４）取得価額の総額 240,000千円（上限とする） 

 （５）取得の日程 平成22年８月27日  

  

  

（６）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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