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2021 年６月 29 日 

 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 ひ ら ま つ 

代表者名 代表取締役社長兼 C E O 遠 藤  久 

（コード番号 2764  東証一部） 

問合せ先 取 締 役 C F O 北 島 英 樹 

（TEL： 03 - 5793 - 8818） 

 

（訂正）「2021 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

2021 年５月 28 日に公表いたしました「2021 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容の一部に訂正すべ

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。 

 

記 

 

１． 訂正の理由 

「2021 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の開示後、有価証券報告書の作成過程において、記載内容の

一部に訂正すべき事項が判明したため、訂正するものであります。 

 

２． 訂正の内容 

訂正箇所には、下線を付して表示しております。 
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   ３．連結財務諸表及び主な注記 

   （５）連結財務諸表に関する注記事項  

（セグメント情報等） 

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

１． 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（訂正前） 

  (単位：千円) 

 
報告セグメント 

その他 
(注)１ 

調整額 
(注)２ 

連結財務諸表 
計上額 
(注)３ 

レストラン 
事業 

ホテル事業 計 

売上高       

外部顧客への売上高 8,068,097 1,715,014 9,783,112 104,063 ― 9,887,175 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― 224,926 △224,926 ― 

計 8,068,097 1,715,014 9,783,112 328,989 △224,926 9,887,175 

セグメント利益又は損失（△） 934,579 △282,096 652,482 △19,668 △682,093 △49,279 

セグメント資産 5,026,619 9,810,293 14,836,912 854,906 5,691,627 21,383,446 

その他の項目       

減価償却費 278,845 278,921 557,766 60,449 △13,900 604,316 

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

132,385 4,873,907 5,006,292 3,910 ― 5,010,202 

(注)１. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オンライン販売などの事業及
び譲渡したものの売却取引として会計処理をしていない店舗にかかる事業を含んでおります。 

２. セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去△5,961千円、各報告セグメントに配分し
ていない全社費用△676,131千円であります。 
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３. セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
４. 減価償却費には長期前払費用の償却費が含まれております。 
５. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれております。 

 

（訂正後） 

  (単位：千円) 

 
報告セグメント 

その他 
(注)１ 

調整額 
(注)２ 

連結財務諸表 
計上額 
(注)３ 

レストラン 
事業 

ホテル事業 計 

売上高       

外部顧客への売上高 8,068,097 1,715,014 9,783,112 104,063 ― 9,887,175 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― 224,926 △224,926 ― 

計 8,068,097 1,715,014 9,783,112 328,989 △224,926 9,887,175 

セグメント利益又は損失（△） 934,579 △282,096 652,482 △19,668 △682,093 △49,279 

セグメント資産 4,708,555 10,307,979 15,016,535 995,947 5,370,963 21,383,446 

その他の項目       

減価償却費 278,845 278,921 557,766 60,449 △13,900 604,316 

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

132,385 4,873,907 5,006,292 3,910 ― 5,010,202 

(注)１. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オンライン販売などの事業及
び譲渡したものの売却取引として会計処理をしていない店舗にかかる事業を含んでおります。 

２.  調整額は、以下のとおりであります。 
（１）セグメント利益又は損失の調整額△682,093千円には、セグメント間取引消去10,871千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△676,131千円を含んでおります。全社費用は、主に報告セグメント
に帰属しない一般管理費であります。 

（２）セグメント資産の調整額5,370,963千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産5,762,348
千円及びたな卸資産の調整額△269,008千円を含んでおります。なお、全社資産は、主に報告セグメント
に帰属しない現金及び預金4,631,575千円であります。 

３. セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 
４. 減価償却費には長期前払費用の償却費が含まれております。 
５. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれております。 
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   ３．連結財務諸表及び主な注記 

   （５）連結財務諸表に関する注記事項  

（セグメント情報等） 

Ⅱ  当連結会計年度(自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日) 

１． 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（訂正前） 
  (単位：千円) 

 
報告セグメント 

その他 
(注)１ 

調整額 
(注)２ 

連結財務諸表
計上額 
(注)３ 

レストラン
事業 

ホテル事業 計 

売上高       

外部顧客への売上高 3,939,436 2,190,851 6,130,288 136,073 ― 6,266,361 

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

― ― ― 94,069 △94,069 ― 

計 3,939,436 2,190,851 6,130,288 230,142 △94,069 6,266,361 

セグメント利益又は損失（△） △935,960 △415,419 △1,351,380 △45,583 △1,061,697 △2,458,661 

セグメント資産 3,997,021 12,243,346 16,240,368 22,568 3,114,860 19,377,796 

その他の項目       

 減価償却費 183,040 369,806 552,847 94,259 ― 647,107 

 有形固定資産及び無形固定 
 資産の増加額 

211,660 2,779,530 2,991,191 16,434 ― 3,007,626 

(注)１. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オンライン販売などの事業及
び譲渡したものの売却取引として会計処理をしていない店舗にかかる事業を含んでおります。 

   ２. セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去12,773千円、各報告セグメントに配分し
ていない全社費用△1,074,470千円であります。 

３. セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 
４. 減価償却費には長期前払費用の償却費が含まれております。 
５. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれております。 

 

（訂正後） 
  (単位：千円) 

 
報告セグメント 

その他 
(注)１ 

調整額 
(注)２ 

連結財務諸表
計上額 
(注)３ 

レストラン
事業 

ホテル事業 計 

売上高       

外部顧客への売上高 3,939,436 2,190,851 6,130,288 136,073 ― 6,266,361 

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 ― ― ― 94,069 △94,069 ― 

計 3,939,436 2,190,851 6,130,288 230,142 △94,069 6,266,361 

セグメント利益又は損失（△） △935,960 △415,419 △1,351,380 △45,583 △1,061,697 △2,458,661 

セグメント資産 4,887,490 12,739,063 17,626,553 215,368 1,535,874 19,377,796 

その他の項目       

 減価償却費 183,040 369,806 552,847 94,259 ― 647,107 

 有形固定資産及び無形固定 
 資産の増加額 

211,660 2,779,530 2,991,191 16,434 ― 3,007,626 

(注)１. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オンライン販売などの事業及
び譲渡したものの売却取引として会計処理をしていない店舗にかかる事業を含んでおります。 

２. 調整額は、以下のとおりであります。 
（１）セグメント利益又は損失の調整額△1,061,697千円には、セグメント間取引消去4,723千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△1,074,470千円を含んでおります。全社費用は、主に報告セグメン
トに帰属しない一般管理費であります。 

（２）セグメント資産の調整額1,535,874千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産1,882,203
千円及びたな卸資産の調整額△290,026千円を含んでおります。なお、全社資産は、主に報告セグメント
に帰属しない現金及び預金640,327千円及び未収入金441,913千円であります。 
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３. セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 
４. 減価償却費には長期前払費用の償却費が含まれております。 
５. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれております。 
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   ３．連結財務諸表及び主な注記 

   （５）連結財務諸表に関する注記事項  

（１株当たり情報） 

 （注）算定上の基礎 

  ２．１株当たり当期純損失金額 

 

（訂正前） 

項目 
前連結会計年度 

(自  2019年４月１日 
至  2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  2020年４月１日 
至  2021年３月31日) 

１株当たり当期純損失金額   

親会社株主に帰属する当期純損失(千円) △2,097,115 △4,111,513 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純
損失(千円) 

△2,097,115 △4,111,513 

期中平均株式数(株) 43,173,961 43,637,068 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たりの当期純利益（純損失）の算定に含めな
かった潜在株式の概要 

2017年２月23日開催取締
役会決議によるストック
オプション（株式の数

377,000株） 
2018年４月13日開催取締
役会決議によるストック
オプション（株式の数 

528,000株 

2017年２月23日開催取締
役会決議によるストック
オプション（株式の数

128,000株） 
2018年４月13日開催取締
役会決議によるストック
オプション（株式の数 

283,000株） 

 

（訂正後） 

項目 
前連結会計年度 

(自  2019年４月１日 
至  2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  2020年４月１日 
至  2021年３月31日) 

１株当たり当期純損失金額   

親会社株主に帰属する当期純損失(千円) △2,097,115 △4,111,513 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純
損失(千円) △2,097,115 △4,111,513 

期中平均株式数(株) 43,173,961 43,637,068 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たりの当期純利益（純損失）の算定に含めな
かった潜在株式の概要 

2017年２月23日開催取締
役会決議によるストック
オプション（株式の数

377,000株） 
2018年４月13日開催取締
役会決議によるストック
オプション（株式の数 

528,000株 

2017年２月23日開催取締
役会決議によるストック
オプション（株式の数

128,000株） 
2018年４月13日開催取締
役会決議によるストック
オプション（株式の数 

283,000株） 
第６回新株予約権 

株式の数10,695,200株 
第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債 
株式の数6,927,551株 

 

以上 


