
平成23年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成22年10月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社ハブ 上場取引所 大 
コード番号 3030 URL http://www.pub-hub.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 太田 剛
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 高見 幸夫 TEL 03-3526-8682
四半期報告書提出予定日 平成22年10月13日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家・アナリスト向け）

1.  平成23年2月期第2四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年2月期第2四半期 3,292 17.6 241 95.2 244 91.4 136 92.9
22年2月期第2四半期 2,799 ― 123 ― 127 ― 70 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年2月期第2四半期 10,972.02 10,961.76
22年2月期第2四半期 5,688.00 ―

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

23年2月期第2四半期 2,864 1,588 55.4 127,576.85
22年2月期 2,719 1,493 54.9 120,004.83

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  1,588百万円 22年2月期  1,493百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有   

年間配当金
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

22年2月期 ― 0.00 ― 3,400.00 3,400.00
23年2月期 ― 0.00
23年2月期 

（予想）
― 4,300.00 4,300.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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

通期 6,367 13.3 319 17.7 320 16.4 170 10.4 13,655.72



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期2Q 12,449株 22年2月期  12,449株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  ―株 22年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 12,449株 22年2月期2Q 12,449株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間における国内経済は、アジア向け輸出関連業種を中心に一部改善の動きが広が
りましたが、欧州諸国における金融不安や円高等の影響により先行き不透明な状況で推移しておりま
す。  
 一方、外食産業におきましても、ファーストフード業態が全体を牽引し若干の回復の兆しは見られる
ものの、消費者の節約志向は依然として強く、居酒屋業界では低価格業態の相次ぐ出店により価格競争
がさらに激化するなど、厳しい経営環境が続いております。  
 このような状況のもと、当社は当事業年度のスローガン「人・物・金・情報のタイムマネジメント徹
底」を掲げ、むやみな価格競争には参入せず、店舗アルバイトの育成強化や看板メニューのブラッシュ
アップなど、Ｑ・Ｓ・Ｃ・Ａの凡事徹底（当たり前のことを当たり前にやりきること）によるバリュー
アップを図り、お客様満足度を向上させることによって集客に繋げてまいりました。これらにより、既
存店の対前年比につきましては、売上高105.0％、客数103.8％と堅調に推移しております。 
 当社は今年度、創業30周年を迎え、記念式典をはじめとする30周年記念事業を実施しております。ま
た、本社事務所の賃貸契約期間満了に伴い、旧事務所（築地）から新事務所（秋葉原）へ移転いたしま
した。 
店舗につきましては、ＨＵＢ業態３店舗（ロッテシティホテル錦糸町、Ｃolette・Mareみなとみら

い、代々木西口）、８２業態１店舗（ロッテシティホテル錦糸町）を出店し、当第２四半期末現在にお
ける店舗数は64店舗となりました。 
これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は3,292百万円（前年同期比17.6％増）、営業利益は

241百万円（前年同期比95.2％増）、経常利益は244百万円（前年同期比91.4％増）、四半期純利益は
136百万円（前年同期比92.9％増）となりました。 
  

①資産、負債及び純資産の状況 
当第２四半期会計期間末における総資産は、４店舗の新規出店等により、前事業年度末に比べて145

百万円増加し、2,864百万円となりました。 
流動資産については、主に現金及び預金並びに前払費用の増加により、前事業年度末に比べて46百万

円増加し、763百万円となりました。 
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98百万

円増加し、2,101百万円となりました。 
負債については、主に借入金及び未払金が減少したものの、買掛金及び未払費用並びに未払法人税等

の増加により、前事業年度末に比べて51百万円増加し、1,276百万円となりました。 
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、四半期純利益136百万円を計上し

たことにより、前事業年度末に比べて94百万円増加し、1,588百万円となりました。 
②キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期累計期間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20百万円増加し、480百万円となりました。それぞれの詳細は以下のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、319百万円（前年同期比153百万円
の増加）となりました。 
主な要因は、税引前四半期純利益が240百万円、減価償却費が111百万円となった一方で、法人税等

の支払額が61百万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） 

当第２四半期累計期間において投資活動の結果支出した資金は、128百万円（前年同期比42百万円
の増加）となりました。 
主な要因は、差入保証金の回収による収入が51百万円あった一方で、新規出店に伴う有形固定資産

の取得による支出が140百万円及び差入保証金の差入による支出が28百万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） 

当第２四半期累計期間において財務活動の結果支出した資金は、170百万円（前年同期比65百万円
の増加）となりました。 
主な要因は、配当金の支払額が42百万円、割賦債務の返済による支出が92百万円あったことによる

ものです。 
  

平成23年２月期の通期の業績予想につきましては、本日（平成22年10月13日）公表の「業績予想及び
配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報

(3) 業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 480,147 459,428

売掛金 17,407 14,120

原材料及び貯蔵品 52,772 50,613

その他 213,243 192,453

流動資産合計 763,571 716,615

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 985,757 894,525

その他（純額） 152,264 116,983

有形固定資産合計 1,138,022 1,011,508

無形固定資産 12,723 14,810

投資その他の資産   

差入保証金 860,189 883,385

その他 90,181 92,890

投資その他の資産合計 950,371 976,276

固定資産合計 2,101,116 2,002,595

資産合計 2,864,688 2,719,210

負債の部   

流動負債   

買掛金 162,677 130,322

1年内返済予定の長期借入金 48,324 54,324

未払金 265,732 305,687

未払法人税等 117,000 73,000

賞与引当金 84,080 82,874

その他 197,613 172,959

流動負債合計 875,427 819,168

固定負債   

長期借入金 47,136 69,798

リース債務 52,557 36,968

長期未払金 301,362 299,335

固定負債合計 401,056 406,102

負債合計 1,276,484 1,225,270
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 628,019 628,019

資本剰余金 191,619 191,619

利益剰余金 768,565 674,301

株主資本合計 1,588,204 1,493,940

純資産合計 1,588,204 1,493,940

負債純資産合計 2,864,688 2,719,210
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(2) 四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 2,799,029 3,292,722

売上原価 790,314 916,420

売上総利益 2,008,714 2,376,301

その他の営業収入 7,538 9,981

営業総利益 2,016,253 2,386,283

販売費及び一般管理費 1,892,731 2,145,118

営業利益 123,521 241,165

営業外収益   

受取利息 93 117

受取保険金 3,250 －

固定資産受贈益 1,811 4,103

雑収入 657 3,202

営業外収益合計 5,813 7,423

営業外費用   

支払利息 838 1,776

雑損失 687 2,162

営業外費用合計 1,525 3,939

経常利益 127,808 244,649

特別利益   

移転補償金 － 15,000

特別利益合計 － 15,000

特別損失   

固定資産除却損 1,960 8,007

本社移転費用 － 8,873

その他 － 1,837

特別損失合計 1,960 18,718

税引前四半期純利益 125,848 240,931

法人税、住民税及び事業税 54,260 107,448

法人税等調整額 777 △3,107

法人税等合計 55,038 104,340

四半期純利益 70,809 136,590
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 125,848 240,931

減価償却費 93,515 111,183

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,606 1,206

受取利息 △93 △117

支払利息 838 1,776

有形及び無形固定資産除却損 1,960 8,007

売上債権の増減額（△は増加） △2,915 △3,287

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,061 △2,159

仕入債務の増減額（△は減少） 24,605 32,354

未払金の増減額（△は減少） △19,940 △19,431

その他 13,011 12,044

小計 236,375 382,509

利息の受取額 93 117

利息の支払額 △791 △1,792

法人税等の支払額 △69,633 △61,080

営業活動によるキャッシュ・フロー 166,044 319,753

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 △41,674 △140,160

無形固定資産の取得による支出 △1,280 －

差入保証金の回収による収入 6,300 51,359

差入保証金の差入による支出 △30,419 △28,163

長期前払費用の取得による支出 △19,290 △11,661

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,364 △128,625

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 60,000 －

長期借入金の返済による支出 △34,662 △28,662

リース債務の返済による支出 － △7,344

割賦債務の返済による支出 △88,080 △92,076

配当金の支払額 △42,326 △42,326

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,069 △170,409

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,389 20,718

現金及び現金同等物の期首残高 347,484 459,428

現金及び現金同等物の四半期末残高 322,094 480,147
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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