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1.  22年2月期の業績（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

22年2月期 5,620 12.7 271 18.3 275 13.8 154 23.0
21年2月期 4,989 15.9 229 19.7 241 17.4 125 23.9

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 ％ ％ ％

22年2月期 12,433.46 ― 10.8 10.6 4.8
21年2月期 10,108.01 ― 9.4 10.3 4.6

（参考） 持分法投資損益 22年2月期  ―百万円 21年2月期  ―百万円

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

22年2月期 2,719 1,493 54.9 120,004.83
21年2月期 2,471 1,381 55.9 110,971.37

（参考） 自己資本   22年2月期  1,493百万円 21年2月期  1,381百万円

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

22年2月期 414 △70 △231 459
21年2月期 339 △168 △145 347

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年2月期 ― 0.00 ― 3,400.00 3,400.00 42 33.6 3.2
22年2月期 ― 0.00 ― 3,400.00 3,400.00 42 27.3 2.9
23年2月期 

（予想） ― 0.00 ― 4,100.00 4,100.00 32.9

3.  23年2月期の業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％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 3,100 10.8 152 23.6 150 18.1 75 7.1 6,024.58

通期 6,100 8.5 302 11.4 300 9.1 155 0.6 12,450.80
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

 （注） 詳細は、18ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

 （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、26ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期 12,449株 21年2月期 12,449株
② 期末自己株式数 22年2月期  ―株 21年2月期  ―株

※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。 
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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、政府の景気対策などにより一部に持ち直しの兆しが見られたものの、企業収

益の本格的な回復には至らず、依然として、雇用不安による個人消費の低迷も続き、厳しい状況で推移いたしま

した。  

 また、外食産業におきましても、消費者の低価格志向が一段と高まり、居酒屋業界は値下げによる価格競争が

激化するなど、経営環境は一層厳しさを増しております。  

 このような状況の中、当社は当事業年度のスローガン「凡事徹底」のもと、「競争力強化」、創業以来の価値

ある「週刊誌価格」の推進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 競争力強化  

・キャッシュ・オン・デリバリーシステムにさらに磨きをかける為、カウンター担当従業員のスキルアッ

プを図り、お客様満足度の向上につなげました。 

・外部環境に左右されにくい堅調なメンバー売上確保の為、メンバー顧客を中心とした顧客の囲い込み施

策を行い、既存店の客数アップに寄与しました。  

② 週刊誌価格の推進 

・３８０円メニューを拡充することによりお客様の来店動機拡大を図りました。 

③ ８２（エイティトゥ）業態の更なる進化 

・違いのわかる大人の世代をターゲットに、業態自体の魅力をさらに高める為、当社オリジナルのシング

ルモルトウィスキーの開発やお客様ニーズを反映した店舗毎の品揃えなど販売促進に取り組みました。

なお、当初目標としていた営業利益率はほぼ計画どおり達成することができました。  

これらにより、既存店の業績は売上高前年比97.8％となりましたが、客数前年比は101.3％と堅調に推移いた

しました。   

店舗につきましては、ＨＵＢ業態５店舗（横浜鶴屋町、名駅、横浜西口、八重洲、千葉富士見）、８２業態２

店舗（新宿西口大ガード、東銀座）を出店し、当事業年度末現在における店舗数は60店舗となりました。 

これらの結果、当事業年度の売上高は5,620百万円（前期比12.7％増）、営業利益は271百万円（前期比18.3％

増）、経常利益は275百万円（前期比13.8％増）、当期純利益は154百万円（前期比23.0％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、翌事業年度のスローガン、「人・物・金・情

報のタイムマネジメント」徹底のもと、むやみな価格競争には参入せず、Ｑ・Ｓ・Ｃ・Ａの凡事徹底を図ること

でブランド価値を高め、お客様満足度の向上に取り組んでまいります。  

 また、店舗のＬＥＤ照明導入による水道光熱費の削減等を行い、コスト削減への取り組みを推進してまいりま

す。  

次期の業績につきましては、売上高6,100百万円（前期比8.5％増）、経常利益300百万円（前期比9.1％増）、

当期純利益155百万円（前期比0.6％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 

当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べて247百万円増加し、2,719百万円となりました。 

流動資産については、主に現金及び預金の増加により、前事業年度末に比べて134百万円増加し、716百万円と

なりました。 

固定資産については、主に新規出店に伴う有形固定資産の増加により、前事業年度末に比べて113百万円増加

し、2,002百万円となりました。 

負債については、主に未払金、リース債務及び未払費用の増加により、前事業年度末に比べて135百万円増加

し、1,225百万円となりました。 

純資産については、配当金の支払により42百万円減少したものの、当期純利益154百万円を計上したことによ

り、前事業年度末に比べて112百万円増加し、1,493百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて111百万円増加

し、459百万円となりました。それぞれの詳細は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度の営業活動の結果増加した資金は、414百万円となりました。 

主な要因は、税引前当期純利益が271百万円、減価償却費が204百万円あった一方で、法人税等の支払額が129

百万円あったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度の投資活動の結果減少した資金は、70百万円となりました。 

主な要因は、新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出が59百万円、差入保証金の差入による支出が38百

万円あった一方で、差入保証金の回収による収入が52百万円あったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度の財務活動の結果減少した資金は、231百万円となりました。 

主な要因は、長期借入れによる収入が60百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が69百万円、割賦

債務の返済による支出が172百万円、配当金の支払額が42百万円あったことによるものです。 

  

(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19年２月期 平成20年２月期 平成21年２月期 平成22年２月期

自己資本比率（％） 57.4 58.0 55.9 54.9

時価ベースの自己資本比率（％） 117.5 66.2 44.9 49.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 59.8 26.7 39.3 41.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 56.3 143.1 233.4 141.2
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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4,100円（普通配

当3,600円、記念配当500円（創業３０周年））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882,921千円（社宅敷

金を除く）であり、総資産に対する比率は32.5％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。 

④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、個人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。  

⑤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。 

  

  

(4) 事業等のリスク
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当社のその他の関係会社であるロイヤルホールディングス株式会社は、同社、子会社18社及び関連会社

５社でグループを構成（平成21年12月末現在）し、外食事業、食品事業、機内食事業及びホテル事業を主

な事業内容としております。  

 当社は、同社の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60店舗（平成22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。 

  

 

  

  

関係会社の状況 

 
(注) １ ロイヤルホールディングス株式会社は、有価証券報告書を提出しております。 

２ 平成22年２月25日付けでテーブルマーク株式会社及びフードインクルーヴ株式会社が、その所有していた当

社株式をそれぞれ2,390株、1,720株をロイヤルホールディングス株式会社に譲渡したことにより、当社は、

同社の持分適用関連会社となりました。 

  

  

2. 企業集団の状況

名称 住所
資本金又は
出資金 
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有 
(被所有)割合 

(％)
関係内容

（その他の関係会社）

ロイヤルホールディングス
株式会社 
 (注)１、２

福岡県福岡市 13,676
外食事業、食品事業
等を営む持株会社

（被所有）
33.01 －
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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％以上の早期両立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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該当事項はありません。 

  

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22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 ―――――――

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

原材料及び貯蔵品

  終仕入原価法による原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）

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（リース資産を除く）

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
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項目
前事業年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

(3) リース資産

   所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

   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。

   ただし、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成21年２月28日以前のも

のについては、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。

(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。

(4) 長期前払費用

同左

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。

―――――――

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。

―――――――

(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。

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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(7) 重要な会計方針の変更

項目
前事業年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

たな卸資産の評価基準及び評価

方法

――――――――  通常の販売目的で保有するたな卸資

産については、従来、 終仕入原価法

による原価法によっておりましたが、

当事業年度より、「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成18年７月５日公表分 企業会

計基準第９号）が適用されたことに伴

い、 終仕入原価法による原価法（貸

借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算

定しております。 

 なお、この変更に伴う損益への影響

はありません。

リース取引に関する会計基準等 ――――――――  所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、当事業年度より、

「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19

年３月30日改正））及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第16号（平成６年１

月18日（日本公認会計士協会 会計制

度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 ただし、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引開

始日が平成21年２月28日以前のものに

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。 

 なお、この変更に伴う損益への影響

は軽微であります。
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(8) 財務諸表に関する注記事項

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22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 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

※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 54,634千円

(福利厚生費)への振替 92千円

(その他)への振替 5,465千円

計 60,192千円

※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

※２ 固定資産除却損の内訳

建物 2,679千円

工具器具及び備品 56千円

長期前払費用 450千円

計 3,185千円

 

※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

その他 1,806

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、当該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 

 
  

当事業年度(自 平成21年３月１日 至 平成22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

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21年５月27日 
定時株主総会

普通株式 42,326千円 3,400円 平成21年２月28日 平成21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22年５月26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22年２月28日 平成22年５月27日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月29日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22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 347,484千円

現金及び現金同等物 347,484千円

 
 

※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 459,428千円

現金及び現金同等物 459,428千円
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22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 リース取引開始日が平成21年３月１日以降の所有権

移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

  主に店舗における厨房設備（工具器具及び備品）

であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

 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。

２ リース取引開始日が平成21年２月28日以前の所有権

移転外ファイナンス・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 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

 

工具器具
及び備品

ソフト 
ウェア

合 計

取得価額相当額 239,220 2,260 241,480

減価償却累計額
相当額

156,439 1,308 157,747

期末残高相当額 82,780 952 83,732

(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

 

 

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

 

 

未経過リース料期末残高相当額

１年内 40,020千円

１年超 47,140千円

合計 87,161千円

(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、支払利息相当額及び減損損失

(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

 

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
 

支払リース料 54,100千円

リース資産減損勘定の取崩額 1,551千円

減価償却費相当額 49,674千円

支払利息相当額 3,779千円

(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

   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。

(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

   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。

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

３ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年内 39,127千円

１年超 330,392千円

合計 369,520千円
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前事業年度（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。 

  

当事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22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。

――――――――

(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。

(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。

(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。

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。
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前事業年度（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。 

  

当事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22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。 

  

当事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

 
  

前事業年度（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。 

  

当事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

該当事項はありません。 

(持分法投資損益等)

(関連当事者情報)

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成21年２月28日)

当事業年度 
(平成22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 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

 

 
 

（繰延税金資産） 千円

賞与引当金 33,729

減価償却費 11,266

減損損失 12,194

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 7,792

未払事業税 7,733

電話加入権評価損 1,525

未払事業所税 2,604

一括償却資産 11,197

その他 4,561

繰延税金資産計 96,218

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 2.4

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.3
 

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 2.3

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.0

(退職給付関係)

17

株式会社ハブ（３０３０）平成２２年２月期　決算短信（非連結）



前事業年度（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 

(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 － －

 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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当事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22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。 

  

当事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

 
  
(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 

 
  

(企業結合等関係)

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

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

１株当たり純資産額 120,004.83円

１株当たり当期純利益 12,433.46円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 －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。

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21年２月28日)
当事業年度

（平成22年２月28日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 1,381,482 1,493,940

普通株式に係る純資産額(千円) 1,381,482 1,493,940

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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

１株当たり当期純利益

当期純利益(千円) 125,834 154,784

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) 125,834 154,784

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) － －

（うち有償一般募集(株)） ( －) ( －)

（うち新株予約権(株)） ( －) ( －)

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）

新株予約権（新株予約権の数

157個）
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前事業年度（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。 

  

当事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

(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22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 981,167千円 114.5％

食材その他 663,180千円 111.7％

合計 1,644,347千円 113.4％

(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 40店

4,678,234千円 110.9％ 83.2％
神奈川県 5店

千葉県 3店

埼玉県 2店

中 部 
関 西

愛知県 3店

942,726千円 122.6％ 16.8％
京都府 2店

大阪府 4店

兵庫県 1店

合計 60店 5,620,961千円 112.7％ 100.0％
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