
 

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 中間決算短信（連結）の一部訂正について 

 

平成18年10月17日に発表いたしました「平成19年２月期 中間決算短信（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 

(3) キャッシュ・フローの分析 

 

（修正前）  

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、有形固定資産の売却による収

入 195,100 千円や売上債権の減少 49,884 千円等の要因により一部相殺されたものの、税金等調整前中間純損失

175,730 千円や連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出712,139千円等の要因により、当中間連結会

計期間末には484,731千円となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、562,505千円となりました。 

これは主に、有形固定資産の売却による収入を 195,100 千円獲得したものの、連結範囲の変更を伴う子

会社株式の取得による支出が712,139千円発生したこと等によるものであります。 

 
（修正後）  

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、有形固定資産の売却による収

入 195,100 千円や売上債権の減少 49,884 千円等の要因により一部相殺されたものの、税金等調整前中間純損失

175,730 千円や連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出741,238千円等の要因により、当中間連結会

計期間末には463,369千円となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、583,867千円となりました。 

これは主に、有形固定資産の売却による収入を 195,100 千円獲得したものの、連結範囲の変更を伴う子

会社株式の取得による支出が741,238千円発生したこと等によるものであります。 
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４．中間連結財務諸表等 

(4) 中間連結キャッシュ･フロー計算書 

（修正前）  
  当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年３月 １日 

  至 平成 18 年８月 31 日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出  △7,962 

有形固定資産の売却による収入  195,100 

無形固定資産の取得による支出  △440 

投資有価証券の取得による支出  △16,000 

投資有価証券の売却による収入  1,111 

関係会社株式の取得による支出  △1,048 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出  △712,139 

敷金保証金の差入による支出  △31,401 

敷金保証金の返還による収入  10,631 

貸付けによる支出  △1,000 

貸付金の回収による収入  1,455 

その他  △811 

投資活動によるキャッシュ･フロー  △562,505 

   

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △261,261 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  665,992 

Ⅵ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額  80,000 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 484,731 

   

（修正後）  
  当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年３月 １日 

  至 平成 18 年８月 31 日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 

Ⅱ 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  △10,264  

定期預金の払戻しによる収入  18,001  

有形固定資産の取得による支出  △7,962 

有形固定資産の売却による収入  195,100 

無形固定資産の取得による支出  △440 

投資有価証券の取得による支出  △16,000 

投資有価証券の売却による収入  1,111 

関係会社株式の取得による支出  △1,048 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出  △741,238 

敷金保証金の差入による支出  △31,401 

敷金保証金の返還による収入  10,631 

貸付けによる支出  △1,000 

貸付金の回収による収入  1,455 

その他  △811 

投資活動によるキャッシュ･フロー  △583,867 

   

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △282,623 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  665,992 

Ⅵ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額  80,000 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 463,369 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（修正前）  
当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年３月 １日 

至 平成 18 年８月 31 日） 

 
（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より固定資産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 

平成 14 年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号 平成 15 年 10 月 31 日）を適用し

ております。 

 これにより、税金等調整前中間純損失は、5,830 千円増加しており

ます。  

  
（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 平成 17 年 12 月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号 平成 17 年 12 月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、757,732 千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間に

おける貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間連結財務諸

表規則により作成しております。  

  

 

（修正後）  
当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年３月 １日 

   至 平成 18 年８月 31 日） 

 
（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成

14 年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成 15 年 10 月 31 日）を適用しておりま

す。 

これにより、税金等調整前中間純損失は、5,830 千円増加しており

ます。  

 
（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 平成 17 年 12 月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第８号 平成 17 年 12 月９日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、757,732 千円であります。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間に

おける貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間連結財務諸

表規則により作成しております。  

 
（企業結合に係る会計基準） 

当中間連結会計期間より「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。 

 
（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

当中間連結会計期間より、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成 18 年８月 11 日 実務対応報告第 19

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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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（修正前）  

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年３月 １日 

    至 平成 18 年８月 31 日） 

 
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 
  
現金及び預金 484,731 千円

現金及び現金同等物 484,731千円

  

 

（修正後）  

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年３月 １日 

    至 平成 18 年８月 31 日） 

 
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 
  
現金及び預金 484,731 千円

預入期間が３ケ月を超える 
定期預金

△21,362 千円 

 

現金及び現金同等物 463,369千円

  

 
 
 

以 上 

 

 
 


