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 2006 年 12 月 15 日 

各  位 

会社名   株式会社ひらまつ 

代表者名  代表取締役社長 平松博利 

（コード番号：2764 東証二部） 

問合せ先  代表取締役副社長刈田直文 

（Tel：03-5793-8811） 

 

（訂正）平成 18 年 9 月期 決算短信（連結）等に関する開示内容の一部訂正について 
  

 2006 年 11 月 10 日付で発表いたしました「平成 18 年 9 月期 決算短信（連結）」、2005 年 11 月 11 日付で

発表いたしました「平成 17 年 9 月期 決算短信（連結）」、2004 年 11 月 9 日付で発表いたしました「平成 16

年 9 月期 決算短信（連結）」の開示内容の一部について、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

1. 平成 18 年 9 月期 決算短信（連結） 
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 注記事項 

（セグメント情報） 

【所在地別セグメント情報】 
 

【誤】 
前連結会計年度（自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日）及び当連結会計年度（自 平成17年10月1

日 至 平成18年9月30日）において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び

全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 
 

【正】 
前連結会計年度（自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日） 

 日本 
（千円） 

フランス 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益      
売上高      

 (1) 外部顧客に対する売上高 6,172,286 4,308 6,176,594 － 6,176,594 
 (2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ 91,395 91,395 (91,395) － 

計 6,172,286 95,704 6,267,990 (91,395) 6,176,594 
営業費用 5,272,344 114,374 5,386,719 532,716 5,919,435 
営業利益又は営業損失（△） 899,941 △18,669 881,271 (624,111) 257,159 

Ⅱ 資産 4,563,324 757,245 5,320,569 436,990 5,757,559 
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（注）1．営業費用のうち「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は621,284千円であり、その

主な内容は、当社の本社機能に係る費用であります。 

2．資産のうち「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は1,349,633千円であり、その主な内容は、

当社の金融資産（現金及び預金、投資有価証券）、並びに本社機能に係る資産等であります。 

 

当連結会計年度（自 平成 17 年 10 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日） 
 日本 

（千円） 
フランス 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益      
売上高      

 (1) 外部顧客に対する売上高 6,664,670 21,760 6,686,430 － 6,686,430 
 (2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ 66,976 66,976 (66,976) － 

計 6,664,670 88,736 6,753,406 (66,976) 6,686,430 
営業費用 5,621,897 104,003 5,725,901 560,938 6,286,839 
営業利益又は営業損失（△） 1,042,773 △15,267 1,027,505 (627,914) 399,591 

Ⅱ 資産 4,909,711 785,458 5,695,170 421,305 6,116,475 
（注）1．営業費用のうち「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は623,438千円であり、その

主な内容は、当社の本社機能に係る費用であります。 

2．資産のうち「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は、1,334,613千円であり、その主な内容は、

当社の金融資産（現金及び預金、投資有価証券）、並びに本社機能に係る資産等であります。 

 

2. 平成 17 年 9 月期 決算短信（連結） 
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 注記事項 

（セグメント情報） 

【所在地別セグメント情報】 
 

【誤】 
前連結会計年度（自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日）及び当連結会計年度（自 平成16年10

月1日 至 平成17年9月30日）において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及

び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 
 

【正】 
前連結会計年度（自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日） 

 日本 
（千円） 

フランス 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益      
売上高      

 (1) 外部顧客に対する売上高 5,320,428 122,231 5,442,660 － 5,442,660 
 (2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ 128,419 128,419 (128,419) － 

計 5,320,428 250,651 5,571,079 (128,419) 5,442,660 
営業費用 4,292,858 268,349 4,561,207 385,015 4,946,223 
営業利益又は営業損失（△） 1,027,570 △17,698 1,009,872 (513,435) 496,436 

Ⅱ 資産 4,129,311 687,174 4,816,485 30,911 4,847,396 
（注）1．営業費用のうち「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は497,534千円であり、その
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主な内容は、当社の本社機能に係る費用であります。 

2．資産のうち「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は828,618千円であり、その主な内容は、

当社の金融資産（現金及び預金、投資有価証券）、並びに本社機能に係る資産等であります。 

 
当連結会計年度（自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日） 

 日本 
（千円） 

フランス 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益      
売上高      

 (1) 外部顧客に対する売上高 6,172,286 4,308 6,176,594 － 6,176,594 
 (2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ 91,395 91,395 (91,395) － 

計 6,172,286 95,704 6,267,990 (91,395) 6,176,594 
営業費用 5,272,344 114,374 5,386,719 532,716 5,919,435 
営業利益又は営業損失（△） 899,941 △18,669 881,271 (624,111) 257,159 

Ⅱ 資産 4,563,324 757,245 5,320,569 436,990 5,757,559 
（注）1．営業費用のうち「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は621,284千円であり、その

主な内容は、当社の本社機能に係る費用であります。 

2．資産のうち「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は 1,349,633 千円であり、その主な内容は、

当社の金融資産（現金及び預金、投資有価証券）、並びに本社機能に係る資産等であります。 

 

3. 平成 16 年 9 月期 決算短信（連結） 
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 注記事項 

（セグメント情報） 

【所在地別セグメント情報】 
 

【誤】 
当連結会計年度（自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日）及前連結会計年度（自 平成14年10月1

日 至 平成15年9月30日）において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び

全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 
 

【正】 
当連結会計年度（自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日） 

 日本 
（千円） 

フランス 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益      
売上高      

 (1) 外部顧客に対する売上高 5,320,428 122,231 5,442,660 － 5,442,660 
 (2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ 128,419 128,419 (128,419) － 

計 5,320,428 250,651 5,571,079 (128,419) 5,442,660 
営業費用 4,292,858 268,349 4,561,207 385,015 4,946,223 
営業利益又は営業損失（△） 1,027,570 △17,698 1,009,872 (513,435) 496,436 

Ⅱ 資産 4,129,311 687,174 4,816,485 30,911 4,847,396 
（注）1．営業費用のうち「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は497,534千円であり、その

主な内容は、当社の本社機能に係る費用であります。 



－4－ 
 

2．資産のうち「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は828,618千円であり、その主な内容は、

当社の金融資産（現金及び預金、投資有価証券）、並びに本社機能に係る資産等であります。 
 
前連結会計年度（自 平成14年10月1日 至 平成15年9月30日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計

額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 
 

以 上 


