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1.  平成23年2月期第3四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年11月30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3四半期 4,792 14.8 279 61.4 284 61.3 161 65.5
22年2月期第3四半期 4,175 ― 173 ― 176 ― 97 ―

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3四半期 12,945.67 12,940.38
22年2月期第3四半期 7,820.67 ―

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3四半期 2,894 1,612 55.7 129,550.50
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3四半期  1,612百万円 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  無   

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  無   

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3Q 12,449株 22年2月期  12,449株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q  ―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3Q 12,449株 22年2月期3Q 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３四半期累計期間における国内経済は、国政による経済対策の効果などにより景気に持ち直しの
兆しがみられるものの、為替の円高基調による企業の警戒感や依然として厳しい雇用情勢などを背景
に、消費支出が持続的に改善するには至っておりません。  
 一方、外食産業におきましても、所得不安や将来不安を抱える消費者の生活防衛意識は強く、顧客確
保のため低価格化を推し進める企業が相次ぐなど、経営環境は引き続き厳しいものとなっております。 
 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、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。さらに、ご来店いただきましたお客様には当社メンバーズカードを積極的にお勧めし、
ご入会いただくことで再来店を促し、外部環境に左右されにくいメンバー売上の確保を図りました。こ
れらの施策に加え、ロンドンバス運行をはじめとする30周年記念事業やサッカーイベントの取り組みも
奏功し、既存店の対前年比につきましては、売上高103.5％、客数102.6％と堅調に推移しております。
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３四半期末現在にお
ける店舗数は64店舗となりました。また、経年劣化による設備及び内外装の不備を改善しリフレッシュ
を図るため、ＨＵＢ渋谷店を全面改装いたしました。 
これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は4,792百万円（前年同期比14.8％増）、営業利益は

279百万円（前年同期比61.4％増）、経常利益は284百万円（前年同期比61.3％増）、四半期純利益は
161百万円（前年同期比65.5％増）となりました。 
  

①資産、負債及び純資産の状況 
当第３四半期会計期間末における総資産は、主に４店舗の新規出店及び既存店の改装に伴う有形固定

資産の増加により、前事業年度末に比べて175百万円増加し、2,894百万円となりました。 
流動資産については、主に現金及び預金並びに繰延税金資産の増加により、前事業年度末に比べて49

百万円増加し、766百万円となりました。 
固定資産については、主に新規出店及び改装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125百万円増加し、2,128百万円となりました。 
負債については、主に未払金及び割賦未払金が減少したものの、買掛金及び未払費用並びに賞与引当

金の増加により、前事業年度末に比べて56百万円増加し、1,281百万円となりました。 
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161百万円を計上し

たことにより、前事業年度末に比べて118百万円増加し、1,612百万円となりました。 
②キャッシュ・フローの状況 
当第３四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14百万円増加し、474百万円となりました。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３四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、407百万円（前年同期比161百万円
の増加）となりました。 
主な要因は、税引前四半期純利益が284百万円、減価償却費が174百万円、賞与引当金の増加が42百

万円あった一方で、法人税等の支払額が121百万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３四半期累計期間において投資活動の結果支出した資金は、217百万円（前年同期比118百万円
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61百万円あった一方で、新規出店及び既存店の改装に

伴う有形固定資産の取得による支出が206百万円及び差入保証金の差入による支出が35百万円あった
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３四半期累計期間において財務活動の結果支出した資金は、175百万円（前年同期比8百万円の
増加）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45百

万円、割賦債務の返済による支出が135百万円、配当金の支払額が42百万円あったことによるもので
す。 
  

平成23年２月期の通期の業績予想につきましては、平成22年10月13日発表の第２四半期決算短信で開

示した予想数値に変更はありません。 

  

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

株式会社ハブ（3030）平成23年２月期　第３四半期決算短信（非連結）

-3-



3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年11月30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 474,005 459,428

売掛金 20,300 14,120

原材料及び貯蔵品 52,952 50,613

その他 218,937 192,453

流動資産合計 766,196 716,615

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 979,762 894,525

その他（純額） 171,527 116,983

有形固定資産合計 1,151,289 1,011,508

無形固定資産 28,267 14,810

投資その他の資産   

差入保証金 857,668 883,385

その他 91,267 92,890

投資その他の資産合計 948,935 976,276

固定資産合計 2,128,492 2,002,595

資産合計 2,894,688 2,719,210

負債の部   

流動負債   

買掛金 155,277 130,322

1年内返済予定の長期借入金 57,324 54,324

未払金 255,879 305,687

未払法人税等 90,000 73,000

賞与引当金 125,819 82,874

その他 201,346 172,959

流動負債合計 885,645 819,168

固定負債   

長期借入金 80,805 69,798

リース債務 48,481 36,968

長期未払金 265,982 299,335

長期預り保証金 1,000 －

固定負債合計 396,269 406,102

負債合計 1,281,914 1,225,270
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年11月30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 793,135 674,301

株主資本合計 1,612,774 1,493,940

純資産合計 1,612,774 1,493,940

負債純資産合計 2,894,688 2,719,210
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(2) 四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 4,175,171 4,792,632

売上原価 1,179,039 1,341,471

売上総利益 2,996,131 3,451,160

その他の営業収入 13,246 15,712

営業総利益 3,009,377 3,466,872

販売費及び一般管理費 2,836,304 3,187,556

営業利益 173,073 279,316

営業外収益   

受取利息 109 129

受取保険金 2,355 －

固定資産受贈益 2,323 4,647

雑収入 799 3,489

営業外収益合計 5,587 8,266

営業外費用   

支払利息 1,376 2,760

雑損失 1,009 557

営業外費用合計 2,386 3,318

経常利益 176,274 284,263

特別利益   

移転補償金 － 15,000

受取和解金 － 4,500

特別利益合計 － 19,500

特別損失   

固定資産除却損 3,185 8,053

本社移転費用 － 8,873

その他 － 1,837

特別損失合計 3,185 18,764

税引前四半期純利益 173,089 284,999

法人税、住民税及び事業税 88,280 144,300

法人税等調整額 △12,550 △20,461

法人税等合計 75,729 123,838

四半期純利益 97,359 161,160
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30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 173,089 284,999

減価償却費 144,944 174,491

賞与引当金の増減額（△は減少） 40,687 42,944

受取利息 △109 △129

支払利息 1,376 2,760

有形及び無形固定資産除却損 3,185 8,053

売上債権の増減額（△は増加） △3,822 △6,180

たな卸資産の増減額（△は増加） △16 △2,339

仕入債務の増減額（△は減少） 15,187 24,954

未払金の増減額（△は減少） △15,427 △23,636

その他 17,183 25,612

小計 376,279 531,531

利息の受取額 109 129

利息の支払額 △1,324 △2,771

法人税等の支払額 △129,738 △121,742

営業活動によるキャッシュ・フロー 245,326 407,147

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 △54,229 △206,894

無形固定資産の取得による支出 △1,280 △17,435

差入保証金の回収による収入 9,450 61,559

差入保証金の差入による支出 △30,419 △35,842

長期前払費用の取得による支出 △22,016 △15,421

その他 － △3,200

投資活動によるキャッシュ・フロー △98,495 △217,234

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 60,000

長期借入金の返済による支出 △51,993 △45,993

リース債務の返済による支出 － △11,295

割賦債務の返済による支出 △132,769 △135,719

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 △167,089 △175,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20,259 14,577

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 327,224 474,005
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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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