
 

 

 

平成 19 年 6 月 6 日 

各  位 

会 社 名   株式会社アライヴ コミュニティ  

代表者名   代表取締役社長 福岡 浩二  

（コード番号：1400）  

上場取引所  大阪証券取引所（ヘラクレス市場）  

本社所在地  東京都新宿区西新宿七丁目 22 番 36 号  

お問合せ先  経営戦略室長 松岡 壮  

（電話 03-5332-5374）  

 

（訂正）平成19年２月期 決算短信（連結）の一部訂正について 

 

平成19年４月17日に発表いたしました「平成19年２月期 決算短信（連結）」について一部訂正すべき事

項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には 下線を付しております。 
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３．経営成績及び財政状態 

（1）経営成績 

① トータルハウスケアサービス事業 

 

（修正前）  

ライフアップ事業に関しましては、市場環境の悪化の一方で受注単価の向上に努め、売上高は235,344千円と

なりました。 

 

 （修正後）  

ライフアップ事業に関しましては、市場環境の悪化の一方で受注単価の向上に努め、売上高は235,398千円と

なりました。 
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５．連結財務諸表等 

追加情報 

（修正前）  

項目 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年３月 １日 

  至 平成 19 年２月 28 日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） ＜略＞ 

これにより、税金等調整前当期純損

失は、284,787 千円増加しております。 

 

（企業結合に係る会計基準） 当連結会計年度より「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会 平成

15 年 10 月 31 日） 及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」（企業会計基準委員会 平

成 17 年 12 月 27 日 企業会計基準適

用指針第 10 号）に準じた方法で会計

処理を行っております。 
これにより損益に与える影響はあり

ません 
 

 

 （修正後）  

項目 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年３月 １日 

  至 平成 19 年２月 28 日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） ＜略＞ 

これにより、営業損失、経常損失は

2,228 千円減少し、税金等調整前当期

純損失は、286,799 千円増加しており

ます。 

 

（企業結合に係る会計基準） 当連結会計年度より「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会 平成

15 年 10 月 31 日）、「事業分離に関する

会計基準」 （企業会計基準委員会 平

成 17年 12 月 27 日 企業会計基準第７

号）並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準委員会 最終改正平

成 18 年 12 月 22 日 企業会計基準適

用指針第 10 号）を適用しております。 

これにより損益に与える影響はあ

りません。 
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注記事項 

（税効果会計関係） 

（修正前）  

当連結会計年度 
（自 平成 18 年３月 １日 

    至 平成 19 年２月 28 日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

（単位：千円）

繰延税金資産（流動） 

貸倒引当金損金算入限度超過額（流動） 9,123
賞与引当金繰入超過額 5,327
賞与引当に係る社会保険料否認 641
商品評価損否認 115
販売用不動産評価損 7,660
販売用不動産減価償却超過額  210
原材料評価損否認 1,468
繰延税金資産償却限度超過額 393
未払事業税否認額 4,302
値引引当金繰入超過額 ,831
アフターコスト引当金繰入超過額 2,645
受注工事損失引当金繰入超過額 162
繰延税金資産（流動）小計 33,884
評価性引当額 △13,978
繰延税金資産（流動）合計 19,906 

（修正後）  

当連結会計年度 
（自 平成 18 年３月 １日 

    至 平成 19 年２月 28 日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

（単位：千円）

繰延税金資産（流動） 

貸倒引当金損金算入限度超過額 9,123
賞与引当金繰入超過額 5,327
賞与引当に係る社会保険料否認 641
商品評価損否認 115
販売用不動産評価損 7,660
販売用不動産減価償却相当額  210
原材料評価損否認 1,468
繰延資産償却限度超過額 393
未払事業税否認額 4,302
値引引当金繰入超過額 ,831
アフターコスト引当金繰入超過額 2,645
受注工事損失引当金繰入超過額 162
繰延税金資産（流動）小計 33,884
評価性引当額 △13,978
繰延税金資産（流動）合計 19,906 

 

 
 



 

33 ページ 

 （セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 
当連結会計年度（自 平成 18 年３月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

（修正前）  

トータルハウ

スケアサービ

ス事業   

（千円） 

不動産事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び資

本的支出 
     

 減価償却費 26,264 699 26,963 ― 26,963

 

（修正後）  

トータルハウ

スケアサービ

ス事業   

（千円） 

不動産事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び資

本的支出 
     

 減価償却費 26,263 699 26,962 ― 26,962
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（１株当たり情報） 

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 （修正前）  

当連結会計年度 
項  目 （自 平成 18 年３月 １日 

    至 平成 19 年２月 28 日） 

期中平均株式数（株） 24,401 

 

 （修正後）  

当連結会計年度 
項  目 （自 平成 18 年３月 １日 

    至 平成 19 年２月 28 日） 

期中平均株式数（株） 24,201 

 
以 上 

 

 
 


