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平成 20 年８月 12 日 

 

各 位 

会社名       株式会社データ・アプリケーション 

代表者名      代表取締役社長 橋 本 慶 太 

（コード番号 ： ３８４８） 

問合せ先 取締役経営企画管理本部長 長 井 定 一 

（電話 ： 03－5640－8540） 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年３月期 第１四半期決算短信」の一部訂正について 

 

 平成 20 年８月１日に公表いたしました「平成 21 年３月期 第１四半期決算短信」の一部に誤りがあり

ましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所には下線を付しております。なお、今回の訂正によ

る損益に与える影響はございません。 

 また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 

 

記 

 

平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 

１．平成 21 年３月期第１四半期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 20 年６月 30 日） 

（２）連結財政状態 

【１ページ】 

（訂正前） 

 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

21 年３月期第１四半期 1,292 925 71.6 58,303.23

20 年３月期 1,268 1,040 82.0 64,265.14

 （参考）自己資本    21 年３月期第１四半期 925 百万円  20 年３月期 1,039 百万円 

（訂正後） 

 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

21 年３月期第１四半期 1,268 925 73.0 58,303.23

20 年３月期 1,268 1,040 82.0 64,265.14

 （参考）自己資本    21 年３月期第１四半期 925 百万円  20 年３月期 1,039 百万円 
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定性的情報・財務諸表等 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

【２ページ】 

 

（訂正前） 

＜前略＞ 

①連結財政状態の分析 

（資産） 

 当第１四半期の資産の残高は、前連結会計年度末に比べ 24 百万円増加して 1,292 百万円となりました。

これは主に、現金及び預金の増加 34 百万円、売掛金の減少 45 百万円、その他流動資産の増加 25 百万円、

無形固定資産の増加４百万円によるものです。 

（負債） 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 139 百万円増加して 367 百万円となりました。これは主

に、短期借入金の増加 20 百万円、前受金の増加 77 百万円、その他流動負債の増加 28 百万円によるもので

す。 

 

（訂正後） 

＜前略＞ 

①連結財政状態の分析 

（資産） 

当第１四半期の資産の残高は、現金及び預金の増加 34 百万円、売掛金の減少 69 百万円、その他流動資

産の増加 25 百万円、無形固定資産の増加４百万円などにより、前連結会計年度末と同等の 1,268 百万円と

なりました。 

（負債） 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 114 百万円増加して 342 百万円となりました。これは主

に、短期借入金の増加 20 百万円、前受金の増加 52 百万円、その他流動負債の増加 28 百万円によるもので

す。 
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定性的情報・財務諸表等 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

【３ページ】 

 

（訂正前） 

②連結キャッシュ・フローの分析 

 ＜前略＞ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られた資金は 77 百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失 80 百

万円、減価償却費７百万円、賞与引当金の増加 13 百万円、売上債権の減少 45 百万円、仕入債務の減少 22

百万円、前受金の増加 77 百万円、その他負債の増加 29 百万円等があったことによるものです。 

 

（訂正後） 

②連結キャッシュ・フローの分析 

 ＜前略＞ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られた資金は 77 百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失 80 百万

円、仕入債務の減少 22 百万円があったものの、減価償却費７百万円、賞与引当金の増加 13 百万円、売上

債権の減少 69 百万円、前受金の増加 52 百万円、その他負債の増加 29 百万円等があったことによるもので

す。 
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５．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

【５ページ】 

（訂正前） 

                                         （単位：千円） 

   
当第１四半期連結会計期間末

（平成 20 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 20 年３月 31 日） 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 710,101 675,847

  売掛金 145,402 190,590

  商品 785 －

  仕掛品 2,664 1,902

  その他 94,478 69,443

  貸倒引当金 △151 △151

  流動資産合計 953,280 937,632

【略】    

 資産合計 1,292,951 1,268,569

 

（訂正後） 

                                         （単位：千円） 

   
当第１四半期連結会計期間末

（平成 20 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 20 年３月 31 日） 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 710,101 675,847

  売掛金 120,943 190,590

  商品 785 －

  仕掛品 2,664 1,902

  その他 94,478 69,443

  貸倒引当金 △151 △151

  流動資産合計 928,821 937,632

【略】    

 資産合計 1,268,493 1,268,569
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５．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

【６ページ】 

（訂正前） 

                                         （単位：千円） 

   
当第１四半期連結会計期間末

（平成 20 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 20 年３月 31 日） 

負債の部   

 流動負債   

【略】  

  前受金 185,097 107,934

  賞与引当金 13,896 －

  役員賞与引当金 3,662 －

  その他 58,829 30,343

  流動負債合計 367,096 228,027

 負債合計 367,096 228,027

【略】    

負債純資産合計 1,292,951 1,268,569

（訂正後） 

                                         （単位：千円） 

   
当第１四半期連結会計期間末

（平成 20 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 20 年３月 31 日） 

負債の部   

 流動負債   

【略】  

  前受金 160,639 107,934

  賞与引当金 13,896 －

  役員賞与引当金 3,662 －

  その他 58,829 30,343

  流動負債合計 342,638 228,027

 負債合計 342,638 228,027

【略】    

負債純資産合計 1,268,493 1,268,569
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５．四半期連結財務諸表 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

【８ページ】 

（訂正前） 

                              （単位：千円） 

   当第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）

営業活動によるキャッシュ・フロー  

【略】 

 売上債権の増減額（△は増加） 45,187

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,546

 その他の資産の増減額（△は増加） 5,467

 仕入債務の増減額（△は減少） △22,846

 前受金の増減額（△は減少） 77,163

 その他の負債の増減額（△は減少） 29,731

 小計 76,981

【後略】  

（訂正後） 

                              （単位：千円） 

   当第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）

営業活動によるキャッシュ・フロー  

【略】 

 売上債権の増減額（△は増加） 69,646

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,546

 その他の資産の増減額（△は増加） 5,467

 仕入債務の増減額（△は減少） △22,846

 前受金の増減額（△は減少） 52,704

 その他の負債の増減額（△は減少） 29,731

 小計 76,981

【後略】  

 

 

以上 



平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年8月1日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 データ・アプリケーション 上場取引所 JQ 
コード番号 3848 URL https://www.dal.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 橋本 慶太

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画管理本部長 （氏名） 長井 定一 TEL 03-5640-8540

四半期報告書提出予定日 平成20年8月12日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

（注）当社は、平成20年３月期第１四半期より連結財務諸表を作成しているため、20年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率の数値は記載しておりません。  

(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 ％

21年3月期第1四半期 305 ― △81 ― △80 ― △67 ―

20年3月期第1四半期 292 ― △49 ― △70 ― △48 ―

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

21年3月期第1四半期 △4,185.84 ―

20年3月期第1四半期 △3,123.45 ―

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

21年3月期第1四半期 1,268 925 73.0 58,303.23
20年3月期 1,268 1,040 82.0 64,265.14

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  925百万円 20年3月期  1,039百万円

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

20年3月期 ― ― ― 1,500.00 1,500.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 1,500.00 1,500.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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 850 ― 15 ― 18 ― 7 ― 432.63
通期 1,750 24.7 105 ― 110 ― 65 ― 4,017.31

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）  有  

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

(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  

（注）詳細は、４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） 

（注）詳細は、４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 
 １．平成20年５月８日に公表いたしました連結業績予想の修正は行っておりません。 
 ２．業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定に基づくものであり、実際の業績は、今後経済情勢、事業運営における様々な状 
 況変化によって、予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料３ページをご参照ください。 
 ３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用 
 指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 1 社 （社名 株式会社ホロンテクノロジー ） 除外 ― 社 （社名 ）

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） 21年3月期第1四半期  17,300株 20年3月期  17,300株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,420株 20年3月期  1,120株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  16,102株 20年3月期第1四半期  15,631株


