
 

 

 

  

2020 年６月 24 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 陣 内 孝 也

 （ コ ー ド 番 号 ： 2 7 6 4  東 証 一 部 ）

問 合 せ 先 代 表 取 締 役 副 社 長 服 部 亮 人

 （ T E L ： 0 3 - 5 7 9 3 - 8 8 1 8 ）

 

（訂正・数値データ訂正）「2020 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 

2020年５月28日に公表しました「2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載に一部訂正すべき事

項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、数値データにも訂正がありましたので、訂正後

の数値データも提出いたします。 

 

記 

 

１．訂正理由 

「2020 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、記載

内容の一部に訂正すべき事項が生じましたので、訂正を行うものであります。 

 

２．訂正内容 

訂正箇所に下線を付して表示しております。 

 

＜サマリー情報＞ 

１．2020 年３月期の連結業績（2019 年４月１日～2020 年３月 31 日） 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

2020 年３月期 689 △4,781 1,607 4,631

2019 年３月期 754 △2,202 △843 7,115

 

【訂正後】 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

2020 年３月期 545 △4,637 1,607 4,631

2019 年３月期 754 △2,202 △843 7,115

 

 

 

 

 



＜添付資料２～３ページ＞ 

１．経営成績等の概況 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

【訂正前】 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から2,484百万円減少し4,631

百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、獲得した資金は689百万円（前連結会計年度は754百万円）となりました。これは主に、税金等調整前当期

純損失を2,046百万円（同税金等調整前当期純利益267百万円）計上した一方、非資金費用項目である減損損失が1,975百万円（同

実績無し）ならびに減価償却費が579百万円（同684百万円）あったことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、支出した資金は4,781百万円（前連結会計年度は2,202百万円）となりました。これは主に、新規出店等の

ための有形及び無形固定資産の取得により4,916百万円（同2,585百万円）の支出となった一方、差入敷金・保証金の回収によ

る収入により151百万円（同57百万円）獲得したことによるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、獲得した資金は1,607百万円（前連結会計年度は843百万円の支出）となりました。これは主に、社債の発

行による収入が2,980百万円（同実績無し）、長期借入れによる収入が2,400百万円（同4,000百万円）となった一方、長期借入

金の返済による支出が3,508百万円（同3,689百万円）となったことによるものであります。 

 

当社グループのキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。 

 2016年３月期 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期

自己資本比率（％） 32.1 21.5 46.5 43.7 34.6

時価ベースの自己資本比率
（％） 

177.8 115.9 100.2 67.3 31.8

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（倍） 

4.6 13.9 5.5 13.7 17.5

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍） 

65.5 26.0 57.3 21.3 12.8

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

 

【訂正後】 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から2,484百万円減少し4,631

百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、獲得した資金は545百万円（前連結会計年度は754百万円）となりました。これは主に、税金等調整前当期

純損失を2,046百万円（同税金等調整前当期純利益267百万円）計上した一方、非資金費用項目である減損損失が1,975百万円（同

実績無し）ならびに減価償却費が579百万円（同684百万円）あったことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、支出した資金は4,637百万円（前連結会計年度は2,202百万円）となりました。これは主に、新規出店等の



ための有形及び無形固定資産の取得により4,916百万円（同2,585百万円）の支出となった一方、差入敷金・保証金の回収によ

る収入により151百万円（同57百万円）獲得したことによるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、獲得した資金は1,607百万円（前連結会計年度は843百万円の支出）となりました。これは主に、社債の発

行による収入が2,980百万円（同実績無し）、長期借入れによる収入が2,400百万円（同4,000百万円）となった一方、長期借入

金の返済による支出が3,508百万円（同3,689百万円）となったことによるものであります。 

 

当社グループのキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。 

 2016年３月期 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期

自己資本比率（％） 32.1 21.5 46.5 43.7 34.6

時価ベースの自己資本比率
（％） 

177.8 115.9 100.2 67.3 31.8

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（倍） 

4.6 13.9 5.5 13.7 22.1

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍） 

65.5 26.0 57.3 21.3 10.2

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜添付資料 10～11 ページ＞ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（３）連結株主資本等変動計算書 

【訂正前】 

前連結会計年度(自  2018年４月１日 至  2019年３月31日) 

 (単位：千円)

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 1,213,540 2,408,920 8,711,828 △1,791,161 10,543,128

当期変動額   

剰余金の配当  △135,043  △135,043

親会社株主に帰属す

る当期純利益又は親

会社株主に帰属する

当期純損失（△） 

 75,393  75,393

自己株式の取得  △999,967 △999,967

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
  -

当期変動額合計 - - △59,650 △999,967 △1,059,617

当期末残高 1,213,540 2,408,920 8,652,178 △2,791,128 9,483,510

 

 

その他の包括利益累計額 

新株予約権 純資産合計 
為替換算調整勘定 

その他の包括利益

累計額合計 

当期首残高 83,354 83,354 40,482 10,666,965 

当期変動額   

剰余金の配当  - △135,043 

親会社株主に帰属す

る当期純利益又は親

会社株主に帰属する

当期純損失（△） 

 - 75,393 

自己株式の取得  - △999,967 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
△853 △853 48,756 47,903 

当期変動額合計 △853 △853 48,756 △1,011,714 

当期末残高 82,501 82,501 89,238 9,655,251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

当連結会計年度(自  2019年４月１日 至  2020年３月31日) 

 (単位：千円)

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 1,213,540 2,408,920 8,652,178 △2,791,128 9,483,510

当期変動額   

剰余金の配当  △129,521  △129,521

親会社株主に帰属す

る当期純利益又は親

会社株主に帰属する

当期純損失（△） 

 △1,953,721  △1,953,721

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
  -

当期変動額合計 - - △2,083,243 - △2,083,243

当期末残高 1,213,540 2,408,920 6,568,935 △2,791,128 7,400,267

 

 

その他の包括利益累計額 

新株予約権 純資産合計 
為替換算調整勘定 

その他の包括利益

累計額合計 

当期首残高 82,501 82,501 89,238 9,655,251 

当期変動額   

剰余金の配当  - △129,521 

親会社株主に帰属す

る当期純利益又は親

会社株主に帰属する

当期純損失（△） 

 - △1,953,721 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
△2,666 △2,666 21,255 18,589 

当期変動額合計 △2,666 △2,666 21,255 △2,064,654 

当期末残高 79,835 79,835 110,494 7,590,596 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【訂正後】 

前連結会計年度(自  2018年４月１日 至  2019年３月31日) 

 (単位：千円)

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 1,213,540 2,408,920 8,711,828 △1,791,161 10,543,128

当期変動額   

剰余金の配当  △135,043  △135,043

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
 75,393  75,393

自己株式の取得  △999,967 △999,967

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
  -

当期変動額合計 - - △59,650 △999,967 △1,059,617

当期末残高 1,213,540 2,408,920 8,652,178 △2,791,128 9,483,510

 

 

その他の包括利益累計額 

新株予約権 純資産合計 
為替換算調整勘定 

その他の包括利益

累計額合計 

当期首残高 83,354 83,354 40,482 10,666,965 

当期変動額   

剰余金の配当  - △135,043 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
 - 75,393 

自己株式の取得  - △999,967 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
△853 △853 48,756 47,903 

当期変動額合計 △853 △853 48,756 △1,011,714 

当期末残高 82,501 82,501 89,238 9,655,251 

 

当連結会計年度(自  2019年４月１日 至  2020年３月31日) 

 (単位：千円)

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 1,213,540 2,408,920 8,652,178 △2,791,128 9,483,510

当期変動額   

剰余金の配当  △129,521  △129,521

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 
 △1,953,721  △1,953,721

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
  -

当期変動額合計 - - △2,083,243 - △2,083,243

当期末残高 1,213,540 2,408,920 6,568,935 △2,791,128 7,400,267

 

 

その他の包括利益累計額 

新株予約権 純資産合計 
為替換算調整勘定 

その他の包括利益

累計額合計 

当期首残高 82,501 82,501 89,238 9,655,251 

当期変動額   

剰余金の配当  - △129,521 

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 
 - △1,953,721 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
△2,666 △2,666 21,255 18,589 

当期変動額合計 △2,666 △2,666 21,255 △2,064,654 

当期末残高 79,835 79,835 110,494 7,590,596 



＜添付資料 12 ページ＞ 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
【訂正前】 

          (単位：千円)
          前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 
 至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

267,675 △2,046,601

 減価償却費 684,363 579,127

 減損損失 - 1,975,721

 店舗閉鎖損失 417,566 -

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,959 △2,315

 受取利息及び受取配当金 △1,666 △6,040

 支払利息 34,485 42,867

 社債利息 - 10,005

 新株予約権戻入益 △9,262 △885

 株式報酬費用 58,019 22,141

 有形固定資産売却損益（△は益） △12,489 △6,523

 関係会社株式評価損 - 38,837

 売上債権の増減額（△は増加） △3,866 199,851

 たな卸資産の増減額（△は増加） 61,215 △19,003

 前渡金の増減額（△は増加） 47,716 9,758

 仕入債務の増減額（△は減少） △126,202 △214,622

 未払金の増減額（△は減少） △40,789 34,473

 未払費用の増減額（△は減少） △30,630 23,243

 
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少） 

△11,488 58,000

 未払消費税等の増減額（△は減少） △119,993 △9,240

 前受金の増減額（△は減少） △16,229 34,005

 その他 △71,511 100,899

 小計 1,128,870 823,701

 利息及び配当金の受取額 84 6,040

 利息の支払額 △35,389 △53,712

 法人税等の支払額 △339,551 △86,067

 営業活動によるキャッシュ・フロー 754,014 689,961

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有価証券の売却による収入 5,000 -

 事業譲渡による収入 54,324 -

 有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,585,594 △4,916,179

 有形及び無形固定資産の売却による収入 333,075 43,881

 資産除去債務の履行による支出 △18,807 -

 預り敷金及び保証金の返還による支出 △57,133 -

 長期預り金の受入による収入 37,100 -

 敷金及び保証金の差入による支出 △26,148 △59,454

 敷金及び保証金の回収による収入 57,807 151,161

 貸付けによる支出 △2,300 △3,040

 貸付金の回収による収入 138 1,676

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,202,538 △4,781,954

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 長期借入れによる収入 4,000,000 2,400,000

 長期借入金の返済による支出 △3,689,648 △3,508,879

 社債の発行による収入 - 2,980,781

 社債の償還による支出 - △100,000

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △16,060 △32,986

 自己株式の取得による支出 △999,967 -

 配当金の支払額 △137,837 △130,962

 財務活動によるキャッシュ・フロー △843,512 1,607,953

現金及び現金同等物に係る換算差額 △650 △339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,292,687 △2,484,378

現金及び現金同等物の期首残高 9,408,642 7,115,954

現金及び現金同等物の期末残高 7,115,954 4,631,575



 
【訂正後】 

          (単位：千円)
          前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 
 至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

267,675 △2,046,601

 減価償却費 684,363 579,127

 減損損失 - 1,975,721

 店舗閉鎖損失 417,566 -

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,959 △2,315

 受取利息及び受取配当金 △1,666 △6,040

 支払利息 34,485 42,867

 社債利息 - 10,005

 新株予約権戻入益 △9,262 △885

 株式報酬費用 58,019 22,141

 有形固定資産売却損益（△は益） △12,489 △6,523

 関係会社株式評価損 - 38,837

 売上債権の増減額（△は増加） △3,866 199,851

 たな卸資産の増減額（△は増加） 61,215 △19,003

 前渡金の増減額（△は増加） 47,716 9,758

 仕入債務の増減額（△は減少） △126,202 △214,622

 未払金の増減額（△は減少） △40,789 34,473

 未払費用の増減額（△は減少） △30,630 23,243

 
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少） 

△11,488 58,000

 未払消費税等の増減額（△は減少） △119,993 △9,240

 前受金の増減額（△は減少） △16,229 34,005

 その他 △71,511 △43,085

 小計 1,128,870 679,715

 利息及び配当金の受取額 84 6,040

 利息の支払額 △35,389 △53,712

 法人税等の支払額 △339,551 △86,067

 営業活動によるキャッシュ・フロー 754,014 545,975

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資有価証券の売却による収入 5,000 -

 店舗譲渡による収入 54,324 143,985

 有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,585,594 △4,916,179

 有形及び無形固定資産の売却による収入 333,075 43,881

 資産除去債務の履行による支出 △18,807 -

 預り敷金及び保証金の返還による支出 △57,133 -

 長期預り金の受入による収入 37,100 -

 敷金及び保証金の差入による支出 △26,148 △59,454

 敷金及び保証金の回収による収入 57,807 151,161

 貸付けによる支出 △2,300 △3,040

 貸付金の回収による収入 138 1,676

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,202,538 △4,637,968

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 長期借入れによる収入 4,000,000 2,400,000

 長期借入金の返済による支出 △3,689,648 △3,508,879

 社債の発行による収入 - 2,980,781

 社債の償還による支出 - △100,000

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △16,060 △32,986

 自己株式の取得による支出 △999,967 -

 配当金の支払額 △137,837 △130,962

 財務活動によるキャッシュ・フロー △843,512 1,607,953

現金及び現金同等物に係る換算差額 △650 △339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,292,687 △2,484,378

現金及び現金同等物の期首残高 9,408,642 7,115,954

現金及び現金同等物の期末残高 7,115,954 4,631,575

 


