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1.  平成24年7月期第3四半期の連結業績（平成23年8月1日～平成24年4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 ％

24年7月期第3四半期 1,410 23.8 160 84.2 162 82.9 74 31.6
23年7月期第3四半期 1,139 △2.6 86 △4.9 88 △6.6 56 △3.4

（注）包括利益 24年7月期第3四半期 85百万円 （―％） 23年7月期第3四半期 56百万円 （―％）

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

24年7月期第3四半期 84.56 ―

23年7月期第3四半期 64.27 ―

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

24年7月期第3四半期 3,248 2,181 67.2 2,483.56
23年7月期 3,260 2,122 65.1 2,416.14

（参考） 自己資本  24年7月期第3四半期  2,181百万円 23年7月期  2,122百万円

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

23年7月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
24年7月期 ― 0.00 ―

24年7月期（予想） 30.00 30.00

3.  平成24年7月期の連結業績予想（平成23年8月1日～平成24年7月31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 1,750 10.5 190 58.0 192 55.9 105 44.4 120.20



(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 

(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きの対象外であり、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
四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は資料の発表日現在における経済動向や市場環境をはじめとした情報に基づき作成したものであり、実際の業績は様々な要因によって予想数値と
異なる結果となる場合があります。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、四半期決算短信（添付資料）２ペー
ジ「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

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   ：  無

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年7月期3Q 888,000 株 23年7月期 888,000 株

② 期末自己株式数 24年7月期3Q 9,455 株 23年7月期 9,377 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年7月期3Q 878,619 株 23年7月期3Q 878,623 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我が国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にある中、復興需要への期待や各種政策効果などを背景に、企業の生産・雇用状況は緩やかな持ち直しの動きがみられました。しかしながら、先行きについては、ユーロ圏における財政・債務問題等や世界的な金融市場の混乱による円高の影響、さらに新興国の景気減速懸念等を背景に、不透明感がより強まる状況にあります。情報サービス産業においても、このような状況を反映し、企業のＩＴ投資は慎重姿勢はとりつつも、新たな分野でのシステム需要も発生し、堅調に推移しました。  このような状況の中、当社グループは積極的な受注活動の推進、更なる採算性の重視、品質の向上に努めてまいりました。その結果、当第３四半期連結累計期間における経営成績は、売上高は1,410百万円（前年同期比270百万円増）、営業利益は160百万円（前年同期比73百万円増）、経常利益は162百万円（前年同期比73百万円増）、純利益は74百万円（前年同期比17百万円増）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における資産合計は3,248百万円となり、前連結会計年度末に比べ12百万円の減少となりました。これは主に、売掛金が16百万円、投資有価証券が20百万円それぞれ増加したものの、現金及び預金が38百万円、のれんが14百万円それぞれ減少したことによるものであります。   当第３四半期連結会計期間末における負債合計は1,066百万円となり、前連結会計年度末に比べ71百万円の減少となりました。これは主に、賞与引当金が51百万円、未払法人税等が17百万円それぞれ増加したものの、借入金が99百万円、未払金が41百万円それぞれ減少したことによるものであります。  当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は2,181百万円となり、前連結会計年度末に比べ59百万円の増加となりました。これは主に、剰余金の配当26百万円があったものの、四半期純利益74百万円を計上し、その他有価証券評価差額金が11百万円増加したことによるものであります。       （３）連結業績予想に関する定性的情報  最近の業績動向を踏まえ、平成24年２月21日に公表した業績予想を修正いたしました。詳細は、平成24年５月24日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。       

１．当四半期決算に関する定性的情報



２．四半期連結財務諸表 （１）四半期連結貸借対照表 （単位：千円）前連結会計年度 (平成23年７月31日) 当第３四半期連結会計期間 (平成24年４月30日) 資産の部   流動資産   現金及び預金 1,226,792 1,188,609 売掛金 280,297 296,976 仕掛品 18,923 19,556 その他 78,586 89,359 貸倒引当金 △2,698 △2,878 流動資産合計 1,601,900 1,591,623 固定資産   有形固定資産   建物及び構築物（純額） 534,274 514,159 土地 823,877 823,877 その他（純額） 10,493 16,045 有形固定資産合計 1,368,646 1,354,082 無形固定資産   のれん 88,918 74,098 その他 11,633 8,310 無形固定資産合計 100,552 82,408 投資その他の資産   投資その他の資産 192,879 228,844 貸倒引当金 △2,980 △8,336 投資その他の資産合計 189,899 220,508 固定資産合計 1,659,097 1,656,999 資産合計 3,260,998 3,248,623 



（単位：千円）前連結会計年度 (平成23年７月31日) 当第３四半期連結会計期間 (平成24年４月30日) 負債の部   流動負債   買掛金 7,476 7,181 1年内返済予定の長期借入金 141,554 140,814 未払法人税等 60,851 78,842 賞与引当金 69,090 120,230 プログラム保証引当金 1,071 1,001 受注損失引当金 5,042 15,458 その他 245,407 189,076 流動負債合計 530,493 552,604 固定負債   長期借入金 428,381 329,939 退職給付引当金 76,827 81,735 長期未払金 102,420 102,420 固定負債合計 607,629 514,095 負債合計 1,138,122 1,066,699 純資産の部   株主資本   資本金 357,840 357,840 資本剰余金 262,896 262,896 利益剰余金 1,503,345 1,551,281 自己株式 △8,950 △9,039 株主資本合計 2,115,130 2,162,978 その他の包括利益累計額   その他有価証券評価差額金 7,745 18,945 その他の包括利益累計額合計 7,745 18,945 純資産合計 2,122,875 2,181,923 負債純資産合計 3,260,998 3,248,623 



（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22年８月１日  至 平成23年４月30日) 当第３四半期連結累計期間 (自 平成23年８月１日  至 平成24年４月30日) 売上高 1,139,431 1,410,291 売上原価 751,193 906,216 売上総利益 388,238 504,075 販売費及び一般管理費 301,317 343,997 営業利益 86,921 160,077 営業外収益   受取利息 210 163 受取配当金 1,542 1,920 受取家賃 5,670 5,396 その他 3,553 1,395 営業外収益合計 10,976 8,877 営業外費用   支払利息 4,958 5,852 為替差損 3,931 － その他 257 800 営業外費用合計 9,147 6,652 経常利益 88,750 162,302 特別利益   固定資産売却益 33 － 助成金収入 12,973 874 特別利益合計 13,006 874 特別損失   固定資産除却損 5 － 特別損失合計 5 － 税金等調整前四半期純利益 101,751 163,177 法人税、住民税及び事業税 59,974 113,780 法人税等調整額 △14,693 △24,899 法人税等合計 45,280 88,881 少数株主損益調整前四半期純利益 56,470 74,295 少数株主利益 － － 四半期純利益 56,470 74,295 



（四半期連結包括利益計算書） （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22年８月１日  至 平成23年４月30日) 当第３四半期連結累計期間 (自 平成23年８月１日  至 平成24年４月30日) 少数株主損益調整前四半期純利益 56,470 74,295 その他の包括利益   その他有価証券評価差額金 △3,866 11,200 為替換算調整勘定 4,101  その他の包括利益合計 234 11,200 四半期包括利益 56,705 85,495 （内訳）   親会社株主に係る四半期包括利益 56,705 85,495 少数株主に係る四半期包括利益 － － 



  該当事項はありません。           該当事項はありません。       
（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


	ヘッダー3: 株式会社大和コンピューター（3816）平成24年７月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー4: 株式会社大和コンピューター（3816）平成24年７月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー5: 株式会社大和コンピューター（3816）平成24年７月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー6: 株式会社大和コンピューター（3816）平成24年７月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー7: 株式会社大和コンピューター（3816）平成24年７月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー8: 株式会社大和コンピューター（3816）平成24年７月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー9: 株式会社大和コンピューター（3816）平成24年７月期　第３四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -


