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1. 21年２月期の業績（平成20年３月１日～平成21年２月28日） 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  

2. 配当の状況 

 
（注）21年２月期 期末配当金の内訳  普通配当 2,900円00銭、記念配当 500円00銭 

  

3. 22年２月期の業績予想（平成21年３月１日～平成22年２月28日） 
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(百万円未満切捨て)

(1) 経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年２月期 4,989 15.9 229 19.7 241 17.4 125 23.9

20年２月期 4,306 13.0 191 9.7 205 22.9 101 36.9

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年２月期 10,108 01 － － 9.4 10.3 4.6

20年２月期 8,156 98 8,136 78 8.1 9.5 4.5

(参考) 持分法投資損益 21年２月期 － 百万円 20年２月期 － 百万円

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年２月期 2,471 1,381 55.9 110,971 37

20年２月期 2,218 1,286 58.0 103,363 36

(参考) 自己資本 21年２月期 1,381百万円 20年２月期 1,286百万円

(3) キャッシュ・フローの状況

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

21年２月期 339 △168 △145 347

20年２月期 362 △129 △229 321

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産 
配当率(基準日) 第２四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年２月期 － 3,400 00 3,400 00 42 33.6 3.2

20年２月期 － 2,500 00 2,500 00 31 30.6 2.5

22年２月期(予想) － 3,200 00 3,200 00 － 30.6 －

(％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期累計期間 2,816 15.8 116 △9.4 115 △16.1 59 △21.3 4,739 34

通 期 5,688 14.0 262 14.4 260 7.9 130 4.0 10,442 61
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4. その他 

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

 (注) 詳細は、20ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

  

 
(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧くださ

い。 

  

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があり

ます。 

(1) 重要な会計方針の変更

(2) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 21年２月期 12,449株 20年２月期 12,449株

② 期末自己株式数 21年２月期 －株 20年２月期 －株
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（当期の経営成績） 

当事業年度における日本経済は、世界的な金融不安に端を発した世界景気の悪化が国内の実体経済

にも波及し、企業収益の減少、雇用情勢の悪化を招き景気の下振れ懸念が急速に強まってまいりまし

た。  

 また、外食産業におきましても、生活防衛意識の高まりを反映した消費マインドの低下や食の安

全・安心に対する不信感から個人消費がさらに冷え込み、経営環境は一層厳しさを増しております。

 このような状況のもと、当社は当事業年度のスローガン「さらに新鮮・トコトン新鮮・・・新鮮組

宣言」のもと、外食産業の基本である「Ｑ」（クオリティ）、「Ｓ」（サービス）、「Ｃ」（クリン

リネス）の更なる向上に取り組んでまいりました。当事業年度に実施した主要な施策は以下のとおり

であります。 

①メニュー政策  

  ・コスト削減や生産性向上によるメニュー価格の据え置き  

  ・週刊誌価格メニューの拡充  

  ②キャッシュ・オン・デリバリーシステムを中核にしたＨＵＢ業態のブラッシュアップ  

  ・レジ待ち時間短縮への取り組みによるお客様満足度の向上  

  ③８２(エイティトゥ)業態のビジネスモデル完成  

  ・既存店（５店舗）の営業利益率10％達成  

  ④人財の確保と育成の強化  

  ・社内人財育成プログラムを体系化させた「ハブ大学」の開講  

  ・モチベーションアップ施策による定着率の改善  

  ・計画通りの新規人財採用  

これらにより、既存店につきましては、厳しい経済環境にも関わらず売上高前年比104.2％、客数

前年比107.5％と堅調に推移し、売上高は26ヵ月連続、客数は35ヵ月連続で前年実績を上回りました

（サッカーワールドカップ特需の反動があった2007年６月を除く）。 

また、店舗につきましては、ＨＵＢ業態６店舗（北千住、名古屋伏見、梅田茶屋町、心斎橋、慶應

日吉、町田）、８２(エイティトゥ)業態２店舗（AKIBA TOLIM、築地）を出店し、当事業年度末現在

における店舗数は53店舗となりました。  

 なお、店舗設備の減損損失等により特別損失19百万円を計上しました。 

これらの結果、当事業年度の業績は売上高4,989百万円（前期比15.9％増）、経常利益241百万円

（前期比17.4％増）、当期純利益125百万円（前期比23.9％増）となりました。 

（次期の見通し） 

引き続き厳しい経営環境が続くものと予想されますが、当社はこれを千載一遇の機会と捉え、翌事

業年度のスローガン「凡事徹底」のもと、「あたり前のことをあたり前にできる会社の仕組み」を再

構築し、お客様のより一層の支持と信頼を得られるよう全社一丸となって取り組んでまいります。 

次期の業績につきましては、売上高5,688百万円（前期比14.0％増）、経常利益260百万円（前期比

7.9％増）、当期純利益130百万円（前期比4.0％増）と予想しております。 

  

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況 

流動資産は、主に現金及び預金、前払費用の増加により、前事業年度末に比べて56百万円増加し、

582百万円となりました。  

 固定資産は、主に新規出店に伴う有形固定資産及び差入保証金の増加により、前事業年度末に比べ

て195百万円増加し、1,889百万円となりました。  

 負債は、主に借入金及び割賦未払金の増加により、前事業年度末に比べて158百万円増加し、1,089

百万円となりました。  

 また、純資産は、配当金の支払により31百万円減少したものの、当期純利益125百万円の計上によ

り、前事業年度末に比べて94百万円増加し、1,381百万円となりました。  

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により339百万円増加、投資活動により168百

万円減少、財務活動により145百万円減少した結果、現金及び現金同等物の期末残高は前事業年度末

に比べて25百万円増加し、347百万円となりました。  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前当期純利益が222百万円、減価償却費が175百万

円、仕入債務の増加が21百万円となった一方で、法人税等の支払額が95百万円、未払金の減少が22百

万円となったことにより、339百万円の収入となりました。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に新規出店に伴う差入保証金の支出が76百万円、有形固

定資産の取得による支出が57百万円あったことにより168百万円の支出となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が100百万円あった一方で、主に長

期借入金の返済による支出が63百万円及び割賦債務の返済による支出が150百万円あったことによ

り、145百万円の支出となりました。  

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
 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 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

２ キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。 

３ 有利子負債は、貸借対照表上に計上されている負債のうち、利子を払っているすべての負債を対象としてお

ります。 

４ 利払いは、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

(2) 財政状態に関する分析

平成18年２月期 平成19年２月期 平成20年２月期 平成21年２月期

自己資本比率（％） 47.6 57.4 58.0 55.9

時価ベースの自己資本比率（％） － 117.5 66.2 44.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 126.4 59.8 26.7 39.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 37.5 56.3 143.1 233.4
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当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、業績に連動した配当

（配当総額は経常利益の15%前後、かつ配当性向50%以下）を行うことを基本方針としております。  

 また、定款に中間配当を行うことができる旨を定めておりますが、剰余金の配当は当面「期末のみの

年１回」を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会で

あります。  

 当期の配当につきましては、１株当たり3,400円（普通配当2,900円、記念配当500円（会社設立１０

周年））を予定しております。  

 なお、次期の配当につきましては、上記方針に基づき期末配当金として１株当たり3,200円と予想し

ております。  

 内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開やリスクへの備えとして活用してまいります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の事業等のリスクについて、リスク要因となる可能性があると考えられる事項及びその他投資家

の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。  

 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。  

①新規出店について 

新規物件の選定に際しては、当社独自の出店基準（賃借条件、店前通行量、商圏特性等）を満たすこ

とを条件としております。従いまして、当社の出店基準に合致した物件がない場合には、計画どおりの

出店ができないことにより、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

②差入保証金について 

当社は、賃借による出店形態を基本としているため、店舗の賃借に際しては物件所有者へ敷金を差し

入れております。当事業年度末現在の貸借対照表における差入保証金の計上額は899,183千円（社宅敷

金を除く）であり、総資産に対する比率は36.4％となっております。  

 賃貸借契約の締結に際しては、物件所有者の信用状況等を確認し、敷金の回収可能性について十分に

検討のうえ決定しておりますが、物件所有者のその後の財政状態によっては回収不能となる場合があ

り、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

③株式会社加ト吉及び２１ＬＡＤＹ株式会社との関係について 

当事業年度末現在、株式会社加ト吉は当社株式の42.81％（直接29.00％、間接13.82％）を所有して

いるその他の関係会社であり、間接所有分は、株式会社加ト吉が全株式を所有している株式会社村さ来

本社が保有しております。 

 同じく、当社のその他の関係会社である２１ＬＡＤＹ株式会社は、当社株式の16.43％を所有してお

り、当社は同社の持分法適用関連会社となっております。 

ⅰ 株式会社加ト吉との関係について 

イ）その他の関係会社である株式会社加ト吉との関係について 

株式会社加ト吉は、同社、子会社41社及び関連会社39社でグループを構成（平成21年３月末現在）

し、冷凍食品、冷凍水産品等の製造・販売を主な事業内容とし、これに付帯する物流事業のほか、ホ

テル事業、外食事業などのサービス事業を展開しております。  

 当社の事業は同社グループの外食事業に属しておりますが、主にターゲットとするお客様のニーズ

や嗜好、メニュー等を含めた事業形態は他のグループ会社とは異なっており、当社の自由な事業活動

や経営判断が阻害される状況にはありません。しかしながら、同社のグループ戦略の方針変更や他の

グループ会社の事業動向によっては競合関係が生じる等、当社の事業運営等に影響を及ぼす可能性が

あります。 

ロ）株式会社加ト吉からの取締役の受け入れについて 

当事業年度末現在、株式会社加ト吉の関連事業部課長及び株式会社村さ来本社の代表取締役社長で

ある加藤清司氏をコーポレート・ガバナンス強化のため、非常勤取締役として受け入れております。

(4) 事業等のリスク

㈱ハブ（3030）平成21年２月期　決算短信（非連結）

－6－



ハ）株式会社加ト吉との取引について 

当社は、仕入先を通じて、間接的に株式会社加ト吉より食材の一部を購入しております。購入に際

しては、市場の実勢価格を勘案して決定しております。なお、食材の購入については、他社より安価

で高品質なものが安定供給される限り、今後も継続していく予定であります。  

 また、株式会社加ト吉より本社事務所を賃借しております。賃借料（家賃及び共益費）について

は、近隣の実勢価格に基づいて交渉の上決定しており、契約の内容は、敷金6,090千円、１ヵ月分賃

借料1,538千円（消費税等抜き）となっております。なお、将来の事業拡大に伴い、本社事務所の拡

張移転が必要となった場合は、経済性、利便性、経営の独立性等を総合的に検討のうえ、当該賃貸借

契約を解約することもあります。 

ⅱ ２１ＬＡＤＹ株式会社との関係について 

イ）その他の関係会社である２１ＬＡＤＹ株式会社との関係について 

２１ＬＡＤＹ株式会社は、同社、子会社３社及び関連会社１社でグループを構成（平成21年３月末

現在）し、洋菓子店「ＨＩＲＯＴＡ」の運営を中核事業とし、さらにライフスタイル産業の成長支援

や事業再生を目的とした投資（コンサルティング）事業を展開しております。当社の事業は同社グル

ープの外食事業に属しておりますが、他のグループ会社の事業とは事業形態等が異なっており、競合

関係にはないものと認識しております。しかしながら、他のグループ会社の事業動向によっては競合

関係が生じる等、当社の事業運営等に影響を及ぼす可能性があります。 

ロ）２１ＬＡＤＹ株式会社からの取締役の受け入れについて 

当事業年度末現在、２１ＬＡＤＹ株式会社及び株式会社洋菓子のヒロタ並びに雷門ＴＰ株式会社の

代表取締役社長である藤井道子氏をコーポレート・ガバナンス強化のため、非常勤取締役として受け

入れております。 

④法的規制について 

当社の事業は飲食店営業であり、各店舗の営業に際しては食品衛生法の規定に従って都道府県知事の

許可を受けるとともに、食品衛生責任者を置いております。また、店舗及び商品の衛生管理において

は、定期的に第三者による衛生検査を実施する等、十分配慮しております。しかしながら、このような

衛生管理下にもかかわらず、食中毒事故の発生等によって同法の規定に抵触した場合には、営業停止や

営業許可の取り消しを命じられることにより、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤個人情報について 

当社は、メンバーズカードの発行に伴って多数の顧客の個人情報を取得し保有しているため、「個人

情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」に定める「個人情報取扱事業者」に該当し、個人情報の

取扱いに関して一定の義務を負っております。  

 当社といたしましては、個人情報保護規程及び個人情報保護方針を定め、情報の取扱いについて十分

配慮しておりますが、万一何らかの原因により顧客の個人情報が流出したり不正利用される等の問題が

発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  
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⑥新株予約権（ストックオプション）の権利行使による株式価値の希薄化について 

当社は、経営参画意識及び企業価値向上への関心を高めることを目的として、旧商法第280条ノ20及

び第280条ノ21並びに第280条ノ27の規定に基づき、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株予

約権（ストックオプション）を発行する制度により、平成15年９月、平成16年７月、平成17年６月の３

回にわたり新株予約権（ストックオプション）を当社の取締役及び従業員に付与いたしました。  

 当事業年度末現在において、新株予約権（ストックオプション）の権利未行使総株数は157株であ

り、発行済株式総数12,449株の1.3％に相当しております。  

 当該新株予約権（ストックオプション）が権利行使された場合には、１株当たりの株式価値が希薄化

する可能性があります。  
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当社のその他の関係会社である株式会社加ト吉は、同社、子会社41社及び関連会社39社でグループを構

成（平成21年３月末現在）し、冷凍食品、冷凍水産品等の製造・販売を主な事業内容とし、これに付帯す

る物流事業のほか、ホテル事業、外食事業などのサービス事業を展開しております。  

 同じく、当社のその他の関係会社である２１ＬＡＤＹ株式会社は、同社、子会社３社及び関連会社１社

でグループを構成（平成21年３月末現在）し、洋菓子店「ＨＩＲＯＴＡ」の運営を中核事業とし、さらに

ライフスタイル産業の成長支援や事業再生を目的とした投資（コンサルティング）事業を展開しておりま

す。  

 当社は、上記２社が展開する外食事業の担い手の一員として、英国風ＰＵＢ文化を日本において広く普

及させ、「感動文化創造事業」を展開するため、関東及び中部関西地域で英国風ＰＵＢチェーン53店舗

（平成21年２月28日現在）を運営しております。  

  

当社の事業の系統図は、次のとおりであります。 

  

 

  

  

  

  

２ 企業集団の状況
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当社の経営の基本方針は下記のとおりであります。 

①「正直な経営」 

  「オネスト」を当社の経営の基本姿勢とする 

   常に「公平・公正・公開」を心がけ、正々堂々と経営を行う 

②「着実な経営」 

    業態の実力を磨きつつ、着実な成長をめざす    

③「常に変革する経営」 

    「ワイガヤでアイデアを出し合い、すぐに実行する」風通しのよい風土を重視し、  

      全員参画で絶え間なくイノベーションを生み出す  

④「従業員重視の経営」 

    経営理念を実現する主役である従業員を大切にする 

当社は、安定的かつ継続的な企業価値の拡大を目標とし、今後数年間は毎年７～８店舗前後の新規出

店を継続してまいります。また、経営指標につきましては、売上高経常利益率５％以上、ＲＯＥ（自己

資本当期純利益率）10％以上の早期達成に向けて経営に取り組んでまいります。 

①顧客層の拡大 

1980年の創業以来、20-30代のサラリーマン・ＯＬ等を主要ターゲットとしたＨＵＢ業態を出店し

てまいりましたが、今後の少子高齢化への対応も含めて、違いのわかる大人の世代をターゲットとし

た８２(エイティトゥ)業態を2005年より出店しております。 

②出店エリアの拡大 

当面は、大都市圏（東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、京都、大阪、兵庫）に集中的に出店してま

いりますが、時期をみて地方の政令指定都市への出店も行う予定であります。 

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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少子高齢化の傾向が続き、総人口の減少や年齢構成の変化が予想される中、外食産業では全体の市場

規模の縮小やターゲットとする顧客層の嗜好の変化に対応すべく、価格・品質・サービス・出店等の競

争が更に激化するものと考えております。  

 これらの状況を踏まえ、当社は下記の事項を対処すべき課題として認識し対応してまいります。  

①メニュー充実等による差別化について 

当社は、食材・仕入先・物流等の見直しを継続的に行うことにより仕入コストの削減を図り、週刊

誌価格（500円以下）メニューを拡充してまいります。また、伝統的な英国ＰＵＢフードを独自のレ

シピでアレンジしたメニューも充実させ、差別化を図ってまいります。さらに、１品１品のクオリテ

ィとサービスレベルを高めることで顧客満足度を向上させてまいります。 

②新規出店について 

当社は、主に大都市圏の中心部に出店してまいりましたが、今後は、出店計画及び利益計画の継続

的かつ着実な達成のために、出店候補地を中心部以外の郊外にも広げ、ＨＵＢ業態と８２(エイティ

トゥ)業態のそれぞれの特徴を生かした組み合わせによるドミナント展開を行ってまいります。 

③人財の採用及び育成について 

当社は、大卒定期採用と通年採用（アルバイト社員登用制度）により、出店計画等に沿った綿密な

人員計画を策定しております。入社後についても、それぞれの段階に沿った教育・研修プログラムを

体系化させた「ハブ大学」を通じて、更なる人財の育成に努めてまいります。   

 さらに、飲食業に従事する者にとってより働きやすい職場環境の実現に向けて整備してまいりま

す。  

特記すべき事項はありません。 

  

  

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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４ 財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成20年２月29日)

当事業年度 

(平成21年２月28日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 321,992 347,484 25,491

 ２ 売掛金 9,077 10,608 1,530

 ３ 原材料 26,488 32,222 5,734

 ４ 貯蔵品 12,554 10,479 △2,075

 ５ 前払費用 54,941 66,015 11,074

 ６ 繰延税金資産 42,739 51,071 8,332

 ７ 未収入金 36,648 46,358 9,709

 ８ その他 20,855 18,021 △2,833

  流動資産合計 525,298 23.7 582,262 23.6 56,964

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 1,293,523 1,537,600

   減価償却累計額 ※１ 580,991 712,531 711,686 825,913 113,381

  (2) 工具器具及び備品 139,262 141,516

   減価償却累計額 ※１ 84,229 55,032 93,557 47,959 △7,072

  (3) 建設仮勘定 3,418 1,580 △1,837

  有形固定資産合計 770,983 34.7 875,453 35.4 104,470

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 10,956 15,291 4,335

  (2) 電話加入権 1,558 1,558 －

  無形固定資産合計 12,515 0.6 16,850 0.7 4,335

 ３ 投資その他の資産

  (1) 出資金 50 50 －

  (2) 長期前払費用 40,979 55,614 14,635

  (3) 繰延税金資産 32,398 41,475 9,077

  (4) 差入保証金 836,323 899,647 63,324

  投資その他の資産合計 909,751 41.0 996,788 40.3 87,036

  固定資産合計 1,693,249 76.3 1,889,092 76.4 195,842

  資産合計 2,218,548 100.0 2,471,355 100.0 252,806
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前事業年度 

(平成20年２月29日)

当事業年度 

(平成21年２月28日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 99,846 121,602 21,756

 ２ 一年以内返済予定の 

   長期借入金
58,000 63,324 5,324

 ３ 未払金 245,867 227,889 △17,977

 ４ 未払費用 113,116 130,096 16,979

 ５ 未払法人税等 58,500 78,500 20,000

 ６ 未払消費税等 22,005 18,105 △3,900

 ７ 前受金 1,030 815 △215

 ８ 預り金 6,339 6,303 △36

 ９ 前受収益 3,150 5,250 2,100

 10 賞与引当金 62,475 68,664 6,189

  流動負債合計 670,331 30.2 720,552 29.2 50,220

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 39,000 70,122 31,122

 ２ 長期未払金 222,446 299,198 76,751

  固定負債合計 261,446 11.8 369,320 14.9 107,873

  負債合計 931,777 42.0 1,089,872 44.1 158,094

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 628,019 28.3 628,019 25.4 －

 ２ 資本剰余金

    資本準備金 191,619 191,619

   資本剰余金合計 191,619 8.6 191,619 7.8 －

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 8,162 8,162

  (2) その他利益剰余金

     繰越利益剰余金 458,969 553,681

   利益剰余金合計 467,131 21.1 561,843 22.7 94,712

   株主資本合計 1,286,770 58.0 1,381,482 55.9 94,712

   純資産合計 1,286,770 58.0 1,381,482 55.9 94,712

   負債純資産合計 2,218,548 100.0 2,471,355 100.0 252,806
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(2) 損益計算書

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

当事業年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 4,306,193 100.0 4,989,178 100.0 682,984

Ⅱ 売上原価 

 １ 原材料期首たな卸高 23,700 26,488

 ２ 当期原材料仕入高 1,223,397 1,450,343

    合計 1,247,098 1,476,831

 ３ 他勘定振替高 ※１ 44,031 48,747

 ４ 原材料期末たな卸高 26,488 1,176,578 27.3 32,222 1,395,861 28.0 219,283

  売上総利益 3,129,615 72.7 3,593,317 72.0 463,701

Ⅲ その他の営業収入 13,000 0.3 13,426 0.3 425

  営業総利益 3,142,616 73.0 3,606,743 72.3 464,127

Ⅳ 販売費及び一般管理費

 １ 販売促進費 ※１ 144,554 133,405

 ２ 営業用品費 87,970 94,637

 ３ 役員報酬 51,198 60,075

 ４ 給料手当 1,098,960 1,292,834

 ５ 賞与引当金繰入額 62,475 68,664

 ６ 法定福利費 83,211 95,575

 ７ 福利厚生費 ※１ 65,643 75,239

 ８ 水道光熱費 167,003 193,903

 ９ 清掃保安料 81,087 88,482

 10 地代家賃 581,790 657,512

 11 支払リース料 62,316 64,958

 12 減価償却費 153,696 175,748

 13 その他 ※１ 310,927 2,950,835 68.5 376,195 3,377,233 67.7 426,397

  営業利益 191,780 4.5 229,510 4.6 37,730

Ⅴ 営業外収益

 １ 受取利息 834 564

 ２ 営業補償金 15,473 15,000

 ３ その他 1,326 17,634 0.4 1,841 17,405 0.3 △229

㈱ハブ（3030）平成21年２月期　決算短信（非連結）

－14－



 
  

 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

当事業年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅵ 営業外費用

 １ 支払利息 2,549 1,532

 ２ 社宅解約手数料 985 1,097

 ３ その他 95 3,630 0.1 2,641 5,271 0.1 1,641

   経常利益 205,784 4.8 241,644 4.8 35,859

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※２ 26,418 1,974

 ２ 減損損失 ※３ － 26,418 0.6 17,669 19,644 0.4 △6,774

   税引前当期純利益 179,366 4.2 222,000 4.4 42,634

   法人税、住民税及び事業税 88,187 113,575

   法人税等調整額 △ 10,367 77,819 1.8 △17,409 96,165 1.9 18,345

   当期純利益 101,546 2.4 125,834 2.5 24,288
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前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

 
  

  

当事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

 
  

(3) 株主資本等変動計算書

株  主  資  本

資本剰余金 利益剰余金

資本金 資本準備金
資本剰余金 

合計
利益準備金

その他 

利益剰余金 利益剰余金 

合計

株主資本 

合計

純資産 

合計繰越 

利益剰余金

平成19年２月28日残高

（千円）
628,019 191,619 191,619 8,162 382,321 390,483 1,210,122 1,210,122

当事業年度の変動額

 剰余金の配当 － － － － △24,898 △24,898 △24,898 △24,898

 当期純利益 － － － － 101,546 101,546 101,546 101,546

当事業年度の変動額合計

（千円）
－ － － － 76,648 76,648 76,648 76,648

平成20年２月29日残高

（千円）
628,019 191,619 191,619 8,162 458,969 467,131 1,286,770 1,286,770

株  主  資  本

資本剰余金 利益剰余金

資本金 資本準備金
資本剰余金 

合計
利益準備金

その他 

利益剰余金 利益剰余金 

合計

株主資本 

合計

純資産 

合計繰越 

利益剰余金

平成20年２月29日残高

（千円）
628,019 191,619 191,619 8,162 458,969 467,131 1,286,770 1,286,770

当事業年度の変動額

 剰余金の配当 － － － － △31,122 △31,122 △31,122 △31,122

 当期純利益 － － － － 125,834 125,834 125,834 125,834

当事業年度の変動額合計

（千円）
－ － － － 94,712 94,712 94,712 94,712

平成21年２月28日残高

（千円）
628,019 191,619 191,619 8,162 553,681 561,843 1,381,482 1,381,482
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(4) キャッシュ・フロー計算書

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

当事業年度 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前当期純利益 179,366 222,000 42,634

   減価償却費 153,696 175,748 22,051

   賞与引当金の増減額（減少：△） 12,447 6,189 △6,257

   受取利息 △834 △564 270

   支払利息 2,549 1,532 △1,016

   固定資産除却損 26,418 1,974 △24,443

   減損損失 － 17,669 17,669

   売上債権の増減額（増加：△） 835 △1,530 △2,366

   たな卸資産の増減額（増加：△） △12,963 △3,658 9,304

   仕入債務の増減額（減少：△） 14,498 21,756 7,257

   未払金の増減額（減少：△） 45,354 △22,448 △67,803

   その他 27,301 16,776 △10,525

   小計 448,670 435,445 △13,224

   利息の受取額 834 564 △270

   利息の支払額 △2,535 △1,454 1,080

   法人税等の支払額 △84,059 △95,074 △11,015

  営業活動によるキャッシュ・フロー 362,910 339,480 △23,429

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 △51,523 △57,037 △5,513

   無形固定資産の取得による支出 △8,807 △9,660 △853

   差入保証金の返還による収入 7,566 12,600 5,034

   差入保証金の支出 △56,403 △76,096 △19,692

   長期前払費用の支出 △19,866 △38,128 △18,261

  投資活動によるキャッシュ・フロー △129,035 △168,321 △39,286

Ⅲ 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 － 100,000 100,000

   長期借入金の返済による支出 △68,000 △63,554 4,446

   割賦債務の返済による支出 △136,636 △150,991 △14,354

   配当金の支払額 △24,898 △31,122 △6,224

  財務活動によるキャッシュ・フロー △229,534 △145,667 83,867

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 

  （減少：△）
4,340 25,491 21,150

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 317,652 321,992 4,340

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１
321,992 347,484 25,491
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(5) 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１ デリバティブ取引により生

じる正味の債権(及び債務)

の評価基準及び評価方法

時価法 同左

２ たな卸資産の評価基準及び

評価方法

(1) 原材料

終仕入原価法による原価法

(2) 貯蔵品

終仕入原価法による原価法

(1) 原材料

同左

(2) 貯蔵品

同左

３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産

① 建物(建物附属設備を除く)

イ.平成19年３月31日以前に取得し

たもの 

法人税法に規定する旧定額法

ロ.平成19年４月１日以降に取得し

たもの

法人税法に規定する定額法

② その他の有形固定資産

イ.平成19年３月31日以前に取得し

たもの

法人税法に規定する旧定率法

ロ.平成19年４月１日以降に取得し

たもの

法人税法に規定する定率法

主な耐用年数

建物 ７年～15年

工具器具 

及び備品
３年～６年

(1) 有形固定資産

① 建物(建物附属設備を除く)

同左 

 

 

  

  

 

② その他の有形固定資産

同左  

 

―――――――――― （追加情報）
当事業年度より、法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する法律
平成19年３月30日 法律第６号）及び
（法人税法施行令の一部を改正する政
令 平成19年３月30日 政令第83
号））に伴い、平成19年３月31日以前
に取得したものについては、償却可能
限度額まで償却が終了した翌年から５
年間で均等償却する方法によっており
ます。  
 これによる損益に与える影響は軽微
であります。 

(2) 無形固定資産

定額法

   なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間(５年)に基づいてお

ります。

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

定額法

   なお、償却期間については、

法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

(3) 長期前払費用

同左

㈱ハブ（3030）平成21年２月期　決算短信（非連結）

－18－



 
  

項目
前事業年度

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

４ 引当金の計上基準 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額の当事業年度

負担額を計上しております。

賞与引当金

同左

５ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、金利スワップ取引につ

いては特例処理の要件を満たして

いるため、特例処理によっており

ます。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

  借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を行

っております。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

  金利スワップ取引については特

例処理の要件を満たしているた

め、有効性の評価を省略しており

ます。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

７ キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヵ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。

同左

８ その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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(6) 重要な会計方針の変更

項目
前事業年度

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

有形固定資産の減価償却方法 当事業年度より、法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する法

律 平成19年３月30日 法律第６

号）及び（法人税法施行令の一部を

改正する政令 平成19年３月30日

政令第83号））に伴い、平成19年４

月１日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく方法

に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。

――――――――――

(表示方法の変更)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

（キャッシュ・フロー計算書）

前事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めていた「未払金の増減額」(前

事業年度97千円)は、重要性が増加したため、当事業年

度より区分掲記しております。

――――――――――
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(7) 財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年２月29日)

当事業年度 
(平成21年２月28日)

※１ 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれ

ております。

 

※１ 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれ

ております。

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

    販売費及び一般管理費

(販売促進費)への振替 41,311千円

(福利厚生費)への振替 24千円

(その他)への振替 2,694千円

計 44,031千円

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

    販売費及び一般管理費

(販売促進費)への振替 44,139千円

(福利厚生費)への振替 48千円

(その他)への振替 4,559千円

計 48,747千円

※２ 固定資産除却損の内訳

建物 25,096千円

工具器具及び備品 1,242千円

長期前払費用 79千円

計 26,418千円

※２ 固定資産除却損の内訳

建物 750千円

工具器具及び備品 144千円

ソフトウェア 1,080千円

計 1,974千円

※３         ――――――――――

       

 

※３ 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失

を計上しました。

用途 場所 種類
金額
(千円)

店舗 

設備

所沢プロペ
通り店 
（所沢市)

建物 15,862

工具器具及び
備品

148

長期前払費用 89

リース資産 1,568

合計 17,669

当社は、英国風ＰＵＢ事業における店舗の資産

を独立したキャッシュ・フローを生み出す単位と

しております。  

 当該店舗は、周辺地域の経済環境の変化や競合

店の出店等の影響により業績が低迷しており、今

後、回復の見込みがないため減損損失を認識しま

した。  

 なお、当資産グループの回収可能価額は、使用

価値により測定しておりますが、将来キャッシ

ュ・フローがマイナスのため、回収可能価額は無

いものとして評価しております。 
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前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  
  

２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

当事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  
  

２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式 12,449株 － 株 － 株 12,449株

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年５月24日 
定時株主総会

普通株式 24,898千円 2,000円 平成19年２月28日 平成19年５月25日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年５月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 31,122千円 2,500円 平成20年２月29日 平成20年５月28日

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式 12,449株 － 株 － 株 12,449株

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成20年５月27日 
定時株主総会

普通株式 31,122千円 2,500円 平成20年２月29日 平成20年５月28日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成21年５月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 42,326千円 3,400円 平成21年２月28日 平成21年５月28日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 321,992千円

現金及び現金同等物 321,992千円

 
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 347,484千円

現金及び現金同等物 347,484千円
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

（千円）

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

（千円）

 

工具器具 
及び備品

ソフト 
ウェア

合 計

取得価額相当額 262,911 2,491 265,403

減価償却累計額
相当額

147,895 1,343 149,238

減損損失累計額
相当額

425 － 425

期末残高相当額 114,589 1,148 115,738

 
 

工具器具
及び備品

ソフト 
ウェア

合 計

取得価額相当額 280,394 2,537 282,932

減価償却累計額
相当額

148,419 1,091 149,511

減損損失累計額
相当額

1,551 － 1,551

期末残高相当額 130,423 1,445 131,869

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高

 

 

 

未経過リース料期末残高相当額

１年内 46,836千円

１年超 73,526千円

合計 120,363千円

リース資産減損勘定期末残高 425千円

 

 

 

 

未経過リース料期末残高相当額

１年内 50,115千円

１年超 87,378千円

合計 137,494千円

リース資産減損勘定期末残高 1,551千円

 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び支払利息相当額

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

 

支払リース料 60,179千円

リース資産減損勘定の取崩額 2,919千円

減価償却費相当額 55,113千円

支払利息相当額 5,290千円

 
 

支払リース料 60,701千円

リース資産減損勘定の取崩額 425千円

減価償却費相当額 55,556千円

支払利息相当額 4,844千円

減損損失 1,551千円

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

   同左

(5) 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

 

(5) 利息相当額の算定方法 

   同左

 

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年内 31,936千円

１年超 53,254千円

合計 85,191千円

 
 

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年内 43,147千円

１年超 320,157千円

合計 363,304千円
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前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

 
  

(有価証券関係)

(デリバティブ取引関係)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

 

１ 取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容及び利用目的

 当社の利用しているデリバティブ取引は、金利

関連の金利スワップ取引であります。

 当社は、借入金の金利変動に起因する損益の変

動リスクを管理するため、金利スワップ取引を行

っております。

① ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理によっております。なお、金

利スワップ取引については特例処理の要件を満

たしているため、特例処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金利息

③ ヘッジ方針

 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金

利スワップ取引を行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

 金利スワップ取引については特例処理の要件

を満たしているため、有効性の評価を省略して

おります。

１ 取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容及び利用目的

同左

(2) 取引に対する取組方針

 借入金の金利変動リスクを回避する目的でのみ

利用し、投機的なデリバティブ取引は行わない方

針であります。

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引に係るリスクの内容

 金利スワップ取引においては、市場金利の変動

によるリスクを有しております。

 なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に

限定しているため、信用リスクはほとんどないと

認識しております。

(3) 取引に係るリスクの内容

同左

(4) 取引に係るリスク管理体制

 デリバティブ取引の実行及び管理は、取締役会

の決議に従い、財務経理部で行っております。

(4) 取引に係るリスク管理体制

同左

２ 取引の時価等に関する事項

 該当事項はありません。

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘ

ッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除

いております。

２ 取引の時価等に関する事項

同左
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前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

 
  

前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

(持分法投資損益等)

(関連当事者との取引)

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年２月29日)

当事業年度 
(平成21年２月28日)

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 

 

 

（繰延税金資産） 千円

賞与引当金 25,427

減価償却費 11,288

減損損失 8,468

未払役員退職慰労金 3,612

ポイントカード値引経費見積り額 5,521

未払事業税 6,186

電話加入権評価損 1,525

未払事業所税 1,994

一括償却資産 7,690

その他 3,422

繰延税金資産計 75,137

 

 

 

（繰延税金資産） 千円

賞与引当金 27,946

減価償却費 11,266

減損損失 14,504

未払役員退職慰労金 3,612

ポイントカード値引経費見積り額 6,482

未払事業税 7,936

電話加入権評価損 1,525

未払事業所税 2,214

一括償却資産 11,204

その他 5,853

繰延税金資産計 92,547

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目の内訳

％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目の内訳

％

 

法定実効税率 40.7

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4

住民税均等割等 2.8

その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.4
 

法定実効税率 40.7

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4

住民税均等割等 2.4

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.3

(退職給付関係)
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前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 
  

 
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの数 

 
②単価情報 

(ストック・オプション等関係)

第１回新株予約権

決議年月日 平成15年５月29日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ３名 

当社従業員 70名

株式の種類及び付与数 普通株式 800株

付与日 平成15年９月１日

権利確定条件 付与日（平成15年９月１日）から権利確定日（平成17年５月29日）ま

で継続して勤務していること。

対象勤務期間 該当事項はありません。

権利行使期間 平成18年４月３日～平成25年５月29日

第３回新株予約権

決議年月日 平成17年５月24日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 １名

株式の種類及び付与数 普通株式 100株

付与日 平成17年６月１日

権利確定条件 付与日（平成17年６月１日）から権利確定日（平成19年５月24日）ま

で継続して勤務していること。

対象勤務期間 該当事項はありません。

権利行使期間 平成19年５月25日～平成27年５月24日

第１回新株予約権 第３回新株予約権

決議年月日 平成15年５月29日 平成17年５月24日

権利確定前 (株)

 前事業年度末 － 88

 付与 － －

 失効 － －

権利確定 － 88

 未確定残 － －

権利確定後 (株)

 前事業年度末 69 －

 権利確定 － 88

 権利行使 － －

失効 － －

 未行使残 69 88

第１回新株予約権 第３回新株予約権

決議年月日 平成15年５月29日 平成17年５月24日

権利行使価格 (円) 111,000 111,000

行使時平均株価 (円) － －

付与日における公正な評価単価 (円) － －
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当事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 
  

   
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの数 

 
②単価情報 

第１回新株予約権

決議年月日 平成15年５月29日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ３名 

当社従業員 70名

株式の種類及び付与数 普通株式 800株

付与日 平成15年９月１日

権利確定条件 付与日（平成15年９月１日）から権利確定日（平成17年５月29日）ま

で継続して勤務していること。

対象勤務期間 該当事項はありません。

権利行使期間 平成18年４月３日～平成25年５月29日

第３回新株予約権

決議年月日 平成17年５月24日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 １名

株式の種類及び付与数 普通株式 100株

付与日 平成17年６月１日

権利確定条件 付与日（平成17年６月１日）から権利確定日（平成19年５月24日）ま

で継続して勤務していること。

対象勤務期間 該当事項はありません。

権利行使期間 平成19年５月25日～平成27年５月24日

第１回新株予約権 第３回新株予約権

決議年月日 平成15年５月29日 平成17年５月24日

権利確定前 (株)

 前事業年度末 － －

 付与 － －

 失効 － －

権利確定 － －

 未確定残 － －

権利確定後 (株)

 前事業年度末 69 88

 権利確定 － －

 権利行使 － －

失効 － －

 未行使残 69 88

第１回新株予約権 第３回新株予約権

決議年月日 平成15年５月29日 平成17年５月24日

権利行使価格 (円) 111,000 111,000

行使時平均株価 (円) － －

付与日における公正な評価単価 (円) － －
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前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１株当たり純資産額 103,363.36円

１株当たり当期純利益 8,156.98円

１株当たり純資産額 110,971.37円

１株当たり当期純利益 10,108.01円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 8,136.78円 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 －円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため
記載しておりません。

項目
前事業年度

（平成20年２月29日)
当事業年度

（平成21年２月28日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 1,286,770 1,381,482

普通株式に係る純資産額(千円) 1,286,770 1,381,482

普通株式の発行済株式数(株) 12,449 12,449

普通株式の自己株式数(株) － －

１株当たり純資産額の算定に用いられた普

通株式の数(株)
12,449 12,449

項目
前事業年度

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１株当たり当期純利益

当期純利益(千円) 101,546 125,834

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益(千円) 101,546 125,834

普通株式の期中平均株式数(株) 12,449 12,449

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額(千円) － －

普通株式増加数(株) 30 －

（うち有償一般募集(株)） ( －) ( －)

（うち新株予約権(株)） ( 30) ( －)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要

―――――――――― 新株予約権（新株予約権の数

157個）

(重要な後発事象)
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当事業年度における食材等の品目別仕入実績は、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

当事業年度における地域別販売実績は、次のとおりであります。 

なお、当社は一般顧客に直接販売する飲食業を営んでおりますので、特定の販売先はありません。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 店舗数は平成21年２月28日現在で表示しております。 

  

  

  

  

  

５ その他

(1) 食材等仕入実績

品目 仕入高 前年同期比

アルコール類 856,776千円 116.6％

食材その他 593,567千円 121.5％

合計 1,450,343千円 118.6％

(2) 販売実績

地域 店舗数 飲食売上（直営店） 前年同期比 構成比

関 東

東京都 ３７店

4,220,313千円 114.7％ 84.6％
神奈川県 ３店

千葉県 ２店

埼玉県 ２店

中 部 
関 西

愛知県 ２店

768,865千円 122.8％ 15.4％
京都府 ２店

大阪府 ４店

兵庫県 １店

合計 ５３店 4,989,178千円 115.9％ 100.0％
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