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１．平成24年２月期の業績（平成23年３月１日～平成24年２月29日） 
（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 ％

24年２月期 6,811 6.4 560 61.5 560 58.3 274 37.5
23年２月期 6,402 13.9 347 28.0 354 28.8 199 29.1
 

 
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 ％ ％ ％

24年２月期 22,075.96 22,052.22 15.6 17.2 8.2
23年２月期 16,056.36 16,047.47 12.7 12.6 5.4

（参考）持分法投資損益    24年２月期   ―百万円   23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

24年２月期 3,597 1,868 51.9 150,013.17
23年２月期 2,914 1,651 56.7 132,661.19

（参考）自己資本       24年２月期   1,868百万円   23年２月期   1,651百万円 
 
（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

24年２月期 742 △74 △96 1,056
23年２月期 550 △286 △237 485
 
２．配当の状況 

 
年間配当金 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 ％ ％

23年２月期 ― 0.00 ― 4,700.00 4,700.00 58 29.3 3.7
24年２月期 ― 0.00 ― 6,700.00 6,700.00 83 30.3 4.7

25年２月期(予想) ― 0.00 ― 6,700.00 6,700.00    27.8 
 
３．平成25年２月期の業績予想（平成24年３月１日～平成25年２月28日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 3,600 8.3 300 △6.5 300 △7.1 160 8.8 12,844.18
通  期 7,400 8.6 560 0.0 560 0.0 300 9.5 24,082.84

 
 



４．その他  
（１）重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：無 

 
 
（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) 24年２月期 12,457株 23年２月期 12,449株

② 期末自己株式数 24年２月期 ―株 23年２月期 ―株

③ 期中平均株式数 24年２月期 12,450株 23年２月期 12,449株

 

 

 

 

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融
商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。 

 

 

※ 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、添付資料２ページ「経営成績
に関する分析」をご覧ください。 
 
 

 



  

１．経営成績 …………………………………………………………………………………  2 

（１）経営成績に関する分析 ………………………………………………………………  2 

（２）財政状態に関する分析 ………………………………………………………………  3 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ………………………………  4 

（４）事業等のリスク ………………………………………………………………………  5 

２．企業集団の状況 …………………………………………………………………………  6 

３．経営方針 …………………………………………………………………………………  7 

（１）会社の経営の基本方針 ………………………………………………………………  7 

（２）目標とする経営指標 …………………………………………………………………  7 

（３）中長期的な会社の経営戦略 …………………………………………………………  7 

（４）会社の対処すべき課題 ………………………………………………………………  8 

（５）その他、会社の経営上重要な事項 …………………………………………………  8 

４．財務諸表 …………………………………………………………………………………  9 

（１）貸借対照表 ……………………………………………………………………………  9 

（２）損益計算書 …………………………………………………………………………… 11 

（３）株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………… 13 

（４）キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………… 15 

（５）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 16 

（６）重要な会計方針 ……………………………………………………………………… 16  

（７）重要な会計方針の変更 ……………………………………………………………… 17 

（８）財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………… 18 

（損益計算書関係） ………………………………………………………………… 18 

（株主資本等変動計算書関係） …………………………………………………… 19 

（キャッシュ・フロー計算書関係） ……………………………………………… 19 

（リース取引関係） ………………………………………………………………… 20 

（金融商品関係） …………………………………………………………………… 21 

（有価証券関係） …………………………………………………………………… 25 

（デリバティブ取引関係） ………………………………………………………… 25 

（退職給付関係） …………………………………………………………………… 25 

（ストック・オプション等関係） ………………………………………………… 26  

（税効果会計関係） ………………………………………………………………… 28 

（企業結合等関係） ………………………………………………………………… 29 

（資産除去債務関係） ……………………………………………………………… 29 

（賃貸等不動産関係） ……………………………………………………………… 29 

（セグメント情報等） ……………………………………………………………… 30  

（持分法投資損益等） ……………………………………………………………… 30 

（関連当事者情報） ………………………………………………………………… 30 

（１株当たり情報） ………………………………………………………………… 31 

（重要な後発事象） ………………………………………………………………… 31 

  

  

  

  

○添付資料の目次

株式会社ハブ（3030）　平成24年２月期　決算短信（非連結）

－1－



（当期の経営成績） 

当事業年度における日本経済は、東日本大震災の影響による急激な落ち込みから、サプライチェーンの復旧や

震災の復興需要等に伴い緩やかに持ち直しの動きを見せたものの、欧州の金融不安や歴史的な円高の長期化等の

影響により、景気の先行きは不透明感を払拭しきれない状況のまま推移いたしました。 

一方、外食産業におきましては、震災後の業績の落ち込みから落ち着きを取り戻し、消費者の外食頻度には持ち

直しの傾向が見られるものの、外食に対する低価格志向が定着しており、顧客確保のための企業間競争がさらに

激化するなど、取り巻く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「アゲインストな環境に立ち向かえる強い人財の育

成」を掲げ、厳しい環境下であるからこそ「強い会社」「強い店舗」の構成に必要不可欠なファクターである

「自主・自律・自己責任」で「自己完結」できる店長の育成に積極的に取り組み、コスト面においては費用対効

果を見極めた経費管理を徹底し、不要不急な経費の節減に取り組んで参りました。 

また、当事業年度におきましては、開始直後に東日本大震災が発生し非常に厳しい環境下でのスタートとなりま

したが、メンバーズカード会員を中心に比較的早期に客足を回復させることができ、電力不足が懸念された夏場

にはサマータイムを導入する企業の出現に合わせた早い時間帯での集客を狙った施策が奏功するなど、業績は順

調に推移して参りました。さらに、年度の後半にはラグビーワールドカップの開催に伴う店内での試合放映やキ

ャンペーンの展開、従業員が仮装してお客様をお迎えするハロウィーンイベントの実施など、常にお客様にワク

ワクドキドキしていただけるよう取り組んで参りました結果、既存店の対前年比につきましては、売上高

100.5％、客数103.8％となりました。 

店舗につきましては、東日本大震災発生時にすでに契約を締結していたＨＵＢ業態２店舗（あべのキューズモ

ール店、五反田西口店）、８２業態１店舗（五反田西口店）を出店し、その後震災の影響等を鑑み一時出店計画

を凍結いたしましたが、環境の変化に伴い出店を再開し、さらにＨＵＢ業態２店舗（蒲田西口店、新橋店）を出

店いたしました。これらにより、当事業年度末現在における店舗数は直営店71店舗、のれんわけ店１店舗、計72

店舗となりました。 

これらの結果、当事業年度の売上高は6,811百万円（前年同期比6.4％増）、営業利益は560百万円（前年同期

比61.5％増）、経常利益は560百万円（前年同期比58.3％増）と増収増益となり、営業利益、経常利益ともに６

期連続で増益となりました。また、当期純利益は274百万円（前年同期比37.5％増）となりました。 

  

（次期の見通し） 

当事業年度におきましては、東日本大震災の発生後、この非常事態に対し全社一丸となって果敢に立ち向か

い、収益確保のため考えられ得るあらゆる施策を適時・適所・適切に実施いたしました結果、当初見込みを上回

る成果を得ることができました。 

 次期につきましては、これらの施策をより科学的に分析し、その結果、会社の財産として残すことができた経

費節減策については更に磨きをかけて活用し、当期は応急処置的に見送った将来の成長に必要な投資については

再開を図り、次期の出店につきましては計画以上の出店に積極的に取り組んで参ります。 

 また、当社を取り巻く経営環境については、電気料金の値上げをはじめとする経費負担の増加等が今後懸念さ

れますが、余計・余分な事はせず、一方でフォローの風が吹くものについては時流にあわせた施策を打って収益

確保を図る所存でございます。 

次期の業績につきましては、売上高7,400百万円、営業利益560百万円、経常利益560百万円、当期純利益300百

万円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682百万円増加し、3,597百万円となりました。 

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612百万円

増加し、1,368百万円となりました。 

固定資産については、主に５店舗の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70百万

円増加し、2,228百万円となりました。 

負債については、主に借入金、未払法人税等及び資産除去債務会計基準の適用に伴う資産除去債務の増加によ

り、前事業年度末に比べて465百万円増加し、1,728百万円となりました。 

純資産については、配当金の支払により58百万円減少したものの、当期純利益274百万円を計上したことによ

り、前事業年度末に比べて217百万円増加し、1,868百万円となりました。 

  

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571百万円増加

し、1,056百万円となりました。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得られた資金は、742百万円（前年同期比192百万円の増加）となりました。 

主な要因は、税引前当期純利益が489百万円、減価償却費が264百万円、賞与引当金の増加が39百万円及び資産

除去債務会計基準の適用に伴う影響額が62百万円あった一方で、法人税等の支払額が193百万円あったことによ

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支出した資金は、74百万円（前年同期比211百万円の減少）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22百万円あった一方で、新規出店及び既存店の改装等に伴う有形

固定資産の取得による支出が49百万円及び差入保証金の差入による支出が34百万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支出したした資金は、96百万円（前年同期比140百万円の減少）となりました。 

主な要因は、長期借入れによる収入が240百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が92百万円、割

賦債務の返済による支出が164百万円及び配当金の支払額が58百万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21年２月期 平成22年２月期 平成23年２月期 平成24年２月期

自己資本比率（％） 55.9 54.9 56.7 51.9

時価ベースの自己資本比率（％） 44.9 49.3 59.8 78.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 39.3 41.4 35.6 48.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 233.4 141.2 146.9 123.0
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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6,700円（普通配当6,700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6,700円（普通配当6,700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870,890千円（社宅敷金を除く）であり、総資

産に対する比率は24.2％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関わらず、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自然災害や停電等の影響について 

当社の店舗は、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おります

が、特に東京都区内に大規模な地震等の災害や停電が発生した場合、店舗設備の損害やシステム障害により店舗の

営業において影響を受け、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(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12社及び関連会社７社でグル

ープを構成（平成23年12月末現在）し、外食事業、コントラクト事業、機内食事業、ホテル事業及び食品事業を主な

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71店舗（平成24年２月29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) 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．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)

福岡県福岡市博多区
 

13,676 
 

外食事業、食品事業
等を営む持株会社

（被所有）
32.99 －
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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％以上を今後も引き続き達成できるよう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)

業態も出店してまいります。 

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 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年２月28日) 

当事業年度 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 485,476 1,056,507

売掛金 18,254 22,785

原材料及び貯蔵品 43,728 42,302

前払費用 76,781 83,118

繰延税金資産 73,041 98,063

未収入金 31,643 31,679

その他 26,935 34,168

流動資産合計 755,860 1,368,625

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,932,215 2,186,197

減価償却累計額及び減損損失累計額 △956,845 △1,157,800

建物（純額） 975,370 1,028,397

工具、器具及び備品 248,114 306,526

減価償却累計額及び減損損失累計額 △168,826 △213,369

工具、器具及び備品（純額） 79,288 93,156

リース資産 94,623 129,502

減価償却累計額 △23,699 △46,566

リース資産（純額） 70,923 82,936

建設仮勘定 19,212 1,369

有形固定資産合計 1,144,794 1,205,859

無形固定資産   

ソフトウエア 46,827 36,644

電話加入権 1,558 1,558

無形固定資産合計 48,386 38,203

投資その他の資産   

出資金 50 50

長期貸付金 18,036 16,032

長期前払費用 48,938 37,180

繰延税金資産 39,367 60,061

差入保証金 858,818 871,206

投資その他の資産合計 965,209 984,530

固定資産合計 2,158,390 2,228,593

資産合計 2,914,251 3,597,218
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年２月28日) 

当事業年度 
(平成24年２月29日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 137,091 158,335

1年内返済予定の長期借入金 51,798 72,000

リース債務 18,521 25,953

未払金 244,963 291,081

未払費用 168,698 190,357

未払法人税等 119,500 187,000

未払消費税等 31,244 44,858

賞与引当金 104,680 144,664

その他 9,000 16,388

流動負債合計 885,498 1,130,639

固定負債   

長期借入金 72,000 199,500

リース債務 53,684 58,981

長期未払金 250,569 224,665

資産除去債務 － 114,718

長期預り保証金 1,000 －

固定負債合計 377,254 597,865

負債合計 1,262,752 1,728,504

純資産の部   

株主資本   

資本金 628,019 628,463

資本剰余金   

資本準備金 191,619 192,063

資本剰余金合計 191,619 192,063

利益剰余金   

利益準備金 8,162 8,162

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 823,698 1,040,025

利益剰余金合計 831,860 1,048,187

株主資本合計 1,651,499 1,868,714

純資産合計 1,651,499 1,868,714

負債純資産合計 2,914,251 3,597,218
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  (2)損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 6,402,812 6,811,825

売上原価   

原材料期首たな卸高 38,231 37,324

当期原材料仕入高 1,857,691 1,946,008

合計 1,895,923 1,983,333

他勘定振替高 ※1  69,762 ※1  70,406

原材料期末たな卸高 37,324 37,150

売上原価合計 1,788,836 1,875,776

売上総利益 4,613,975 4,936,048

その他の営業収入 20,720 26,117

営業総利益 4,634,696 4,962,166

販売費及び一般管理費   

販売促進費 ※1  194,364 ※1  169,329

消耗品費 103,841 101,098

役員報酬 73,650 80,940

給与手当 1,682,028 1,734,694

賞与引当金繰入額 104,680 144,664

法定福利費 142,362 166,187

福利厚生費 ※1  104,953 ※1  104,919

水道光熱費 233,221 238,267

地代家賃 827,098 862,976

減価償却費 241,130 264,851

その他 ※1  579,941 ※1  533,237

販売費及び一般管理費合計 4,287,273 4,401,168

営業利益 347,423 560,997

営業外収益   

受取利息 191 433

受取保険金 598 703

固定資産受贈益 6,346 3,479

雑収入 4,224 1,349

営業外収益合計 11,360 5,966

営業外費用   

支払利息 3,731 5,965

雑損失 879 504

営業外費用合計 4,611 6,470

経常利益 354,173 560,492
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

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 ※2  9,359 ※2  7,438

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 62,186

本社移転費用 ※3  8,873 －

リース解約損 154 512

その他 1,777 756

特別損失合計 20,165 70,894

税引前当期純利益 353,508 489,598

法人税、住民税及び事業税 169,812 260,478

法人税等調整額 △16,190 △45,716

法人税等合計 153,622 214,761

当期純利益 199,885 274,837
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  (3)株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 628,019 628,019

当期変動額   

新株の発行 － 444

当期変動額合計 － 444

当期末残高 628,019 628,463

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 191,619 191,619

当期変動額   

新株の発行 － 444

当期変動額合計 － 444

当期末残高 191,619 192,063

資本剰余金合計   

前期末残高 191,619 191,619

当期変動額   

新株の発行 － 444

当期変動額合計 － 444

当期末残高 191,619 192,063

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 8,162 8,162

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,162 8,162

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 666,139 823,698

当期変動額   

剰余金の配当 △42,326 △58,510

当期純利益 199,885 274,837

当期変動額合計 157,558 216,326

当期末残高 823,698 1,040,025

利益剰余金合計   

前期末残高 674,301 831,860

当期変動額   

剰余金の配当 △42,326 △58,510

当期純利益 199,885 274,837

当期変動額合計 157,558 216,326

当期末残高 831,860 1,048,187
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

株主資本合計   

前期末残高 1,493,940 1,651,499

当期変動額   

新株の発行 － 888

剰余金の配当 △42,326 △58,510

当期純利益 199,885 274,837

当期変動額合計 157,558 217,214

当期末残高 1,651,499 1,868,714

純資産合計   

前期末残高 1,493,940 1,651,499

当期変動額   

新株の発行 － 888

剰余金の配当 △42,326 △58,510

当期純利益 199,885 274,837

当期変動額合計 157,558 217,214

当期末残高 1,651,499 1,868,714
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  (4)キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 353,508 489,598

減価償却費 241,130 264,851

固定資産除却損 9,359 7,438

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 62,186

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,806 39,983

受取利息 △191 △433

支払利息 3,731 5,965

売上債権の増減額（△は増加） △4,134 △4,531

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,884 1,426

仕入債務の増減額（△は減少） 6,768 21,243

未払金の増減額（△は減少） 4,876 28,175

その他 32,008 26,437

小計 675,749 942,342

利息の受取額 191 433

利息の支払額 △3,746 △6,040

法人税等の支払額 △121,754 △193,836

営業活動によるキャッシュ・フロー 550,440 742,899

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 △229,108 △49,295

無形固定資産の取得による支出 △40,440 △1,864

貸付けによる支出 △20,000 －

差入保証金の回収による収入 64,409 22,522

差入保証金の差入による支出 △39,842 △34,910

長期前払費用の取得による支出 △21,580 △13,406

長期貸付金の回収による収入 － 1,964

投資活動によるキャッシュ・フロー △286,562 △74,989

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 60,000 240,000

長期借入金の返済による支出 △60,324 △92,298

リース債務の返済による支出 △16,238 △22,374

割賦債務の返済による支出 △178,940 △164,583

株式の発行による収入 － 888

配当金の支払額 △42,326 △58,510

財務活動によるキャッシュ・フロー △237,829 △96,879

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 26,048 571,031

現金及び現金同等物の期首残高 459,428 485,476

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  485,476 ※1  1,056,507
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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22年３月１日
至 平成23年２月28日)

当事業年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

１ たな卸資産の評価基準及び

評価方法

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）

原材料及び貯蔵品

同左  

 

２ 固定資産の減価償却の方法 (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)

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  

 

(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) 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) リース資産

同左

(4) 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
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項目
前事業年度

(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

当事業年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

３ 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

４ 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

５ 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

(7) 重要な会計方針の変更

前事業年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

当事業年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

――――――――――
（資産除去債務に関する会計基準の適用）

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」
（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産
除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しておりま
す。 
 これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ
6,325千円減少し、税引前当期純利益は68,511千円減少
しております。また、当会計基準等の適用開始による資
産除去債務の変動額は107,251千円であります。

（表示方法の変更）

前事業年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

当事業年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

（貸借対照表）

前事業年度まで区分掲記しておりました「前受金」
（当事業年度1,599千円)、「預り金」（当事業年度
7,391千円)及び「前受収益」（当事業年度10千円)は、
金額が僅少であるため、流動負債の「その他」に含め
て表示しております。

――――――――――
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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22年３月１日
至 平成23年２月28日)

当事業年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29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 64,271千円

(福利厚生費)への振替 192千円

(その他)への振替 5,298千円

計 69,762千円

※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 65,944千円

(福利厚生費)への振替 123千円

(その他)への振替 4,338千円

計 70,406千円

※２ 固定資産除却損の内訳

建物 5,758千円

工具、器具及び備品 500千円

原状回復費用 2,110千円

その他 990千円

計 9,359千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳

建物 6,711千円

工具、器具及び備品 468千円

その他 258千円

計 7,438千円

 

※３ 本社移転費用の内訳

固定資産除却損 5,484千円

原状回復費用 1,313千円

その他 2,074千円

計 8,873千円
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前事業年度(自 平成22年３月１日 至 平成23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23年３月１日 至 平成24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 

 
  

 
  

(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22年５月26日 
定時株主総会

普通株式 42,326千円 3,400円 平成22年２月28日 平成22年５月27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23年５月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 58,510千円 4,700円 平成23年２月28日 平成23年５月26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 8株 － 株 12,457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23年５月25日 
定時株主総会

普通株式 58,510千円 4,700円 平成23年２月28日 平成23年５月26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24年５月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 83,461千円 6,700円 平成24年２月29日 平成24年５月30日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

当事業年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29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 485,476千円

現金及び現金同等物 485,476千円

 
 

※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 1,056,507千円

現金及び現金同等物 1,056,507千円

２ 重要な非資金取引の内容
当事業年度に新たに計上した重要な資産除去債務の
額は114,718千円であります。
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

当事業年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

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 161,891 1,862 163,753

減価償却累計額
相当額

117,526 1,330 118,857

期末残高相当額 44,364 531 44,896
 

工具、器具 
及び備品

ソフト 
ウェア

合 計

取得価額相当額 101,157 939 102,097

減価償却累計額
相当額

81,472 713 82,186

期末残高相当額 19,685 226 19,911

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (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 25,733千円

１年超 21,374千円

合計 47,107千円

 

 

未経過リース料期末残高相当額

１年内 15,606千円

１年超 5,407千円

合計 21,014千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

 

支払リース料 42,107千円

減価償却費相当額 38,646千円

支払利息相当額 2,215千円

 

支払リース料 26,261千円

減価償却費相当額 24,175千円

支払利息相当額 1,049千円

(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

   オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料

１年内 51,683千円

１年超 353,968千円

合計 405,652千円

３ オペレーティング・リース取引

   オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料

１年内 72,036千円

１年超 407,050千円

合計 479,086千円
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前事業年度(自  平成22年３月１日  至  平成23年２月28日) 

１  金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、主に店舗の新規出店等の設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や割賦・リースに

より調達しております。一時的な余資は短期的な預金等で運用しており、デリバティブを含む投機的な

取引は行わない方針であります。 

  

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

差入保証金は、主に店舗の賃借時に差し入れているものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されて

おります。当該リスクについては、金額的重要性の観点から取引開始時に信用判定を行うとともに、店

舗開発担当部門が定期的に取引先の信用状態を調査することによりリスクの軽減を図っております。 

営業債務である買掛金及び未払金は、ほとんど１ヶ月以内の支払期日であります。長期借入金及び長

期未払金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後５年以内で

あります。 

また営業債務や借入金及び未払金は、流動性リスクに晒されておりますが、月次で資金運用計画を作

成・更新することにより流動性リスクを管理しております。 

  

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 

  

２  金融商品の時価等に関する事項 

平成23年２月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。 

(単位：千円) 

 
(※１)  １年以内に返済予定の長期借入金を含んでおります。 

(※２)  １年以内に返済予定の長期未払金を含んでおります。 

  

(金融商品関係)

貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 485,476 485,476 －

(2) 差入保証金 858,818 664,885 △193,933

資産計 1,344,295 1,150,361 △193,933

(1) 買掛金 137,091 137,091 －

(2) 未払金 95,952 95,952 －

(3) 未払法人税等 119,500 119,500 －

(4) 長期借入金（※１） 123,798 123,798 －

(5) 長期未払金（※２） 399,581 371,311 △28,270

負債計 875,922 847,652 △28,270
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(注１)金融商品の時価の算定方法に関する事項 

資  産 

(1) 現金及び預金 

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 

(2) 差入保証金 

差入保証金の時価については、合理的に見積った期間でその将来キャッシュ・フローの合計額を

決算日現在の国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。 

負  債 

(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払法人税等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

っております。 

(4) 長期借入金 

長期借入金の時価については、変動金利のため短期間で市場金利を反映し、当社の信用状態は実

行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿

価額によっております。 

(5) 長期未払金 

長期未払金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の割賦取引を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

該当事項はありません。 

(注３)金銭債権の決算日後の償還予定額 

(単位：千円) 

 
差入保証金については、償還期日を明確に把握できないため償還予定額に含めておりません。 

  

(注４)長期借入金及び長期未払金の決算日後の返済予定額 

(単位：千円) 

 
  

(追加情報)  

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年３月10日)及び「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日)を適用し

ております。  

  

１年以内 １年超５年以内

現金及び預金 485,476 －

合計 485,476 －

１年以内 １年超５年以内 ５年超

長期借入金 51,798 72,000 －

長期未払金 149,011 241,693 －

合計 200,809 313,693 －
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当事業年度(自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日) 

１  金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、主に店舗の新規出店等の設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や割賦・リースに

より調達しております。一時的な余資は短期的な預金等で運用しており、デリバティブを含む投機的な

取引は行わない方針であります。 

  

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

差入保証金は、主に店舗の賃借時に差し入れているものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されて

おります。当該リスクについては、金額的重要性の観点から取引開始時に信用判定を行うとともに、店

舗開発担当部門が定期的に取引先の信用状態を調査することによりリスクの軽減を図っております。 

営業債務である買掛金及び未払金は、ほとんど１ヶ月以内の支払期日であります。長期借入金及び長

期未払金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後５年以内で

あります。 

また営業債務や借入金及び未払金は、流動性リスクに晒されておりますが、月次で資金運用計画を作

成・更新することにより流動性リスクを管理しております。 

  

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 

  

２  金融商品の時価等に関する事項 

平成24年２月29日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。 

(単位：千円) 

 
(※１)  １年以内に返済予定の長期借入金を含んでおります。 

(※２)  １年以内に返済予定の長期未払金を含んでおります。 

  

貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 1,056,507 1,056,507 －

(2) 差入保証金 871,206 795,713 △75,492

資産計 1,927,714 1,852,221 △75,492

(1) 買掛金 158,335 158,335 －

(2) 未払金 141,545 141,545 －

(3) 未払法人税等 187,000 187,000 －

(4) 長期借入金（※１） 271,500 271,500 －

(5) 長期未払金（※２） 374,202 347,806 △26,395

負債計 1,132,582 1,106,187 △26,395
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(注１)金融商品の時価の算定方法に関する事項 

資  産 

(1) 現金及び預金 

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 

(2) 差入保証金 

差入保証金の時価については、合理的に見積った期間でその将来キャッシュ・フローの合計額を

決算日現在の国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。 

負  債 

(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払法人税等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

っております。 

(4) 長期借入金 

長期借入金の時価については、変動金利のため短期間で市場金利を反映し、当社の信用状態は実

行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿

価額によっております。 

(5) 長期未払金 

長期未払金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の割賦取引を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

該当事項はありません。 

(注３)金銭債権の決算日後の償還予定額 

(単位：千円) 

 
差入保証金については、償還期日を明確に把握できないため償還予定額に含めておりません。 

  

(注４)長期借入金及び長期未払金の決算日後の返済予定額 

(単位：千円) 

 
  

１年以内 １年超５年以内

現金及び預金 1,056,507 －

合計 1,056,507 －

１年以内 １年超５年以内 ５年超

長期借入金 72,000 199,500 －

長期未払金 149,536 215,789 －

合計 221,536 415,289 －
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前事業年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29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)

(退職給付関係)
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前事業年度（自 平成22年３月１日 至 平成23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 

 
（注）平成17年５月24日取締役会決議の新株予約権については、付与対象者の退職により失効しております。 

(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 － 88

 未行使残 69 －

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23年３月１日 至 平成24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 

 
  

  

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１回新株予約権

決議年月日 平成15年５月29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

 権利確定 －

 権利行使 8

失効 －

 未行使残 61

第１回新株予約権

決議年月日 平成15年５月29日

権利行使価格 (円) 111,000

行使時平均株価 (円) 227,000

付与日における公正な評価単価 (円) －
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成23年２月28日)

当事業年度 
(平成24年２月29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 42,605

減価償却費 9,246

減損損失 11,253

ポイントカード値引経費見積り額 9,570

未払事業税 11,396

一括償却資産 13,728

その他 14,607

繰延税金資産計 112,408

 

 

 

（繰延税金資産） 千円

賞与引当金 58,878

減価償却費 8,081

減損損失 8,800

資産除去債務 40,839

ポイントカード値引経費見積り額 10,542

未払事業税 16,483

一括償却資産 14,294

その他 16,652

繰延税金資産計 174,574

（繰延税金負債）

資産除去債務に対応する除去費用 16,449

繰延税金負債計 16,449

繰延税金資産の純額 158,124

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 1.0

住民税均等割等 1.8

その他 △0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.5

 

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 0.2

住民税均等割等 1.4

法定実効税率の変更による影響 1.5

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.9

３ 法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金

負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図

るための所得税法等の一部を改正する法律」 （平

成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復

興のための施策を実施するために必要な財源の確保

に関する特別措置法」 （平成23年法律第117号）

が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日

以降開始する事業年度から法人税率が変更されるこ

ととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰

延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一

時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとな

ります。

平成25年２月28日まで  40.7%

平成25年３月１日から 

平成28年２月29日まで  38.0%

平成28年３月１日以降  35.6%

この税率の変更により、繰延税金資産の金額（繰延

税金負債の金額を控除した金額）は7,572千円減少

し、法人税等調整額（借方）は7,572千円増加して

おります。
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前事業年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

該当事項はありません。 

  

 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

店舗等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 

店舗等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等は、使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率

は国債の利回り（1.470％～1.751％）を使用して資産除去債務を計算しております。 

  

 
（注）当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号  平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号  平

成20年３月31日）を適用したことによる期首時点における残高であります。 

  

前事業年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

当事業年度から「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号 平成20

年11月28日)及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第23号 平成20年11月28日)を適用しております。 

  

当事業年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)

(資産除去債務関係)

当事業年度末(平成24年２月29日)

(1) 当該資産除去債務の概要

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高（注） 107,251千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 6,016千円

時の経過による調整額 1,450千円

期末残高 114,718千円

(賃貸等不動産関係)
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当事業年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

当社は、英国風パブ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

(追加情報) 

当事業年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21年３

月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

前事業年度（自 平成22年３月１日 至 平成23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23年３月１日 至 平成24年２月29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22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

該当事項はありません。 

  

(セグメント情報等)

(持分法投資損益等)

(関連当事者情報)
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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22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29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22年３月１日
至 平成23年２月28日)

当事業年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

１株当たり純資産額 132,661.19円

１株当たり当期純利益 16,056.36円

１株当たり純資産額 150,013.17円

１株当たり当期純利益 22,075.96円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 16,047.47円 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 22,052.22円

項目
前事業年度

（平成23年２月28日)
当事業年度

（平成24年２月29日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 1,651,499 1,868,714

普通株式に係る純資産額(千円) 1,651,499 1,868,714

普通株式の発行済株式数(株) 12,449 12,457

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 12,457

項目
前事業年度

(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

当事業年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

１株当たり当期純利益

当期純利益(千円) 199,885 274,837

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) 199,885 274,837

普通株式の期中平均株式数(株) 12,449 12,450

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) 6 13

（うち新株予約権(株)） (  6) ( 13)

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

―――――――――― ――――――――――

(重要な後発事象)
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