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1. 2021年2月期第2四半期の業績（2020年3月1日～2020年8月31日）

(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 ％

2021年2月期第2四半期 1,807 △69.5 △779 ― △777 ― △1,327 ―

2020年2月期第2四半期 5,917 △0.2 317 △25.6 323 △24.1 215 △23.4

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

2021年2月期第2四半期 △120.50 ―

2020年2月期第2四半期 19.14 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年2月期第2四半期 6,472 2,854 44.1

2020年2月期 5,940 4,259 71.7

（参考）自己資本 2021年2月期第2四半期 2,854百万円 2020年2月期 4,259百万円

2. 配当の状況

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

2020年2月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00

2021年2月期 ― 0.00

2021年2月期（予想） ― ― ―

（注）2021年２月期の配当予想につきましては、未定としております。

3. 2021年 2月期の業績予想（2020年 3月 1日～2021年 2月28日）

　2021年２月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルスによる影響を現段階において合理的に算定することが困難なことから未定としております。
今後予想が可能となりました段階で速やかに公表いたします。



※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(3) 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） 2021年2月期2Q 11,265,300 株 2020年2月期 11,265,300 株

② 期末自己株式数 2021年2月期2Q 252,260 株 2020年2月期 2,260 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年2月期2Q 11,013,040 株 2020年2月期2Q 11,263,040 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　2021年２月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルスによる影響を現段階において合理的に算定することが困難なことから未定としております。
今後予想が可能となりました段階で速やかに公表いたします。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による消費活動の著

しい停滞等を背景に、極めて厳しい状況が続いております。

このような状況のもと、当社は当事業年度開始直後の３月より、お客様と従業員の安全を最優先し、「１.従

業員の手洗い及びアルコール消毒の徹底」「２.従業員の出勤前の検温及びそれに基づく出勤停止措置の徹底」

「３.アルコール消毒液の店内設置」「４.営業時間の短縮」「５.従業員のマスク着用」などの対策を徹底した

うえでの営業を実施いたしました。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大に歯止めがかからず収束の兆

しが見えない社会状況を鑑み、感染拡大防止の観点から、４月４日より政府の緊急事態宣言解除までの約２ヵ

月間全店休業を実施、その後の自治体からの要請による更なる営業時間短縮にも応じると同時に、ありとあら

ゆる角度から全社的に経費を見直し、聖域なきコストカットに全社一丸となって取り組みました。

その一方で、店舗運営の枠組みを越えた今後の新たな収益基盤となり得る事業の構築を図り、当社店舗「Ｈ

ＵＢ」ブランドで人気の一部フードメニューの期間限定ＷＥＢ販売を実施、「ＨＵＢ」オリジナルビール「ハ

ブエール」のテイクアウト販売及びＷＥＢ販売等をスタートしております。

店舗につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、当初４月18日の新規出店予定が延期とな

りました「ＨＵＢ福岡大名店」は６月３日にオープンを迎えることとなり、同理由により今後の収益確保が困

難であると見込まれる３店舗を６月下旬に閉店し、当第２四半期会計期間末現在における店舗数は112店舗とな

っております。

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,807百万円（前年同期比69.5％減）、営業損失は779百万円

（前年同期比1,096百万円の減益）、経常損失は777百万円（前年同期比1,101百万円の減益）、四半期純損失は

1,327百万円（前年同期比1,542百万円の減益）となりました。

（２）財政状態に関する説明

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、前事業年度末に比べて532百万円増加し、6,472百万円となりま

した。

　流動資産は前事業年度末に比べて716百万円増加し、2,724百万円となりました。これは主に現金及び預金が

増加したことによるものであります。

　固定資産は前事業年度末に比べて184百万円減少し、3,748百万円となりました。これは主に減価償却等によ

り有形固定資産が減少したことによるものであります。

　負債は前事業年度末に比べて1,936百万円増加し、3,617百万円となりました。これは主に短期借入金及び長

期借入金が増加したことによるものであります。

　純資産は前事業年度末に比べて1,404百万円減少し、2,854百万円となりました。これは主に四半期純損失

1,327百万円を計上したことによるものであります。

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777

百万円増加し、2,358百万円となりました。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）

営業活動の結果支出した資金は、1,073百万円（前年同期比1,570百万円の増加）となりました。

主な要因は、税引前四半期純損失が1,283百万円であったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果支出した資金は、25百万円（前年同期比355百万円の減少）となりました。

主な要因は、有形固定資産の取得による支出が35百万円あったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、1,876百万円（前年同期比2,086百万円の増加）となりました。

主な要因は、短期借入れによる収入が1,450百万円及び長期借入れによる収入が600百万円あったことによるも

のであります。
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年２月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルスによる影響を現段階において合理的に算定す

ることが困難なことから未定としております。今後予想が可能となりました段階で速やかに公表いたします。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年２月29日)

当第２四半期会計期間
(2020年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,580,685 2,358,440

売掛金 74,532 40,911

原材料及び貯蔵品 90,028 66,216

その他 262,578 258,716

流動資産合計 2,007,825 2,724,285

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,033,815 1,938,632

その他（純額） 382,559 322,953

有形固定資産合計 2,416,374 2,261,585

無形固定資産 36,211 84,391

投資その他の資産

保険積立金 77,187 77,187

差入保証金 1,136,382 1,105,954

その他 266,185 219,178

投資その他の資産合計 1,479,754 1,402,320

固定資産合計 3,932,340 3,748,297

資産合計 5,940,165 6,472,582

負債の部

流動負債

買掛金 260,468 126,902

短期借入金 ― 1,400,000

1年内返済予定の長期借入金 29,616 74,318

未払金 338,542 281,235

未払法人税等 150,000 184,798

賞与引当金 149,116 48,027

その他 464,655 638,882

流動負債合計 1,392,399 2,754,164

固定負債

長期借入金 ― 537,250

リース債務 77,941 67,347

長期未払金 4,000 50,415

資産除去債務 206,823 208,590

固定負債合計 288,764 863,603

負債合計 1,681,164 3,617,768

純資産の部

株主資本

資本金 631,793 631,793

資本剰余金 195,393 195,393

利益剰余金 3,705,364 2,301,177

自己株式 △273,550 △273,550

株主資本合計 4,259,001 2,854,814

純資産合計 4,259,001 2,854,814

負債純資産合計 5,940,165 6,472,582
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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 2019年３月１日
　至 2019年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020年８月31日)

売上高 5,917,781 1,807,321

売上原価 1,560,756 508,088

売上総利益 4,357,025 1,299,232

その他の営業収入 34,086 9,820

営業総利益 4,391,112 1,309,052

販売費及び一般管理費 4,073,595 2,088,395

営業利益又は営業損失（△） 317,516 △779,342

営業外収益

受取利息 19 13

助成金収入 ― 8,195

雑収入 7,412 1,019

営業外収益合計 7,431 9,228

営業外費用

支払利息 1,605 4,213

支払手数料 ― 3,528

営業外費用合計 1,605 7,742

経常利益又は経常損失（△） 323,342 △777,856

特別利益

雇用調整助成金 ― 383,187

特別利益合計 ― 383,187

特別損失

固定資産除却損 3,678 455

店舗閉鎖損失 ― 75,878

臨時休業による損失 ― 812,869

特別損失合計 3,678 889,203

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 319,663 △1,283,873

法人税、住民税及び事業税 100,790 4,800

法人税等調整額 3,250 38,422

法人税等合計 104,041 43,222

四半期純利益又は四半期純損失（△） 215,621 △1,327,095
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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 2019年３月１日
　至 2019年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020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又は税引前四半期純損失（△） 319,663 △1,283,873

減価償却費 213,581 224,907

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,241 △101,088

受取利息 △19 △13

支払利息 1,605 4,736

雇用調整助成金 ― △383,187

固定資産除却損 3,678 455

店舗閉鎖損失 ― 68,872

売上債権の増減額（△は増加） △23,826 33,620

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,466 23,811

仕入債務の増減額（△は減少） 69,901 △133,566

未払金の増減額（△は減少） 56,150 △129,545

未払費用の増減額（△は減少） 58,410 159,184

長期前受収益の増減額（△は減少） △18,000 ―

その他 △53,404 99,521

小計 621,033 △1,416,163

利息の受取額 19 13

利息の支払額 △1,616 △5,372

雇用調整助成金の受取額 ― 348,338

法人税等の支払額 △121,708 △1

営業活動によるキャッシュ・フロー 497,727 △1,073,184

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 △345,967 △35,230

無形固定資産の取得による支出 △4,560 △9,000

差入保証金の回収による収入 7,390 31,254

差入保証金の差入による支出 △25,395 △827

長期前払費用の取得による支出 △12,971 △8,875

その他の支出 ― △3,440

その他の収入 ― 248

投資活動によるキャッシュ・フロー △381,504 △25,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 ― 1,450,000

短期借入金の返済による支出 ― △50,000

長期借入れによる収入 ― 600,000

長期借入金の返済による支出 △29,048 △18,048

リース債務の返済による支出 △22,990 △23,831

割賦債務の返済による支出 ― △4,219

配当金の支払額 △157,682 △77,091

財務活動によるキャッシュ・フロー △209,721 1,876,809

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △93,497 777,754

現金及び現金同等物の期首残高 2,047,458 1,580,685

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,953,960 2,358,440



株式会社ハブ(3030) 2021年２月期 第２四半期決算短信（非連結）

7

（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

（追加情報）

（会計上の見積り）

　新型コロナウイルス感染拡大に伴う日本政府による緊急事態宣言や地方自治体からの自粛要請を踏まえ、新

型コロナウイルス感染拡大防止のため、４月から５月にかけて全店臨時休業を実施いたしました。

　５月25日以降、一部店舗から順次営業を再開しておりますが、今後の収束時期及び市場動向を予測すること

は困難であります。そのため新型コロナウイルス感染拡大の影響が2021年２月期は完全ではないものの徐々に

回復に向かうとの仮定をもとに会計上の見積りを行っております。なお、今後の状況が当該仮定と乖離する場

合は、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
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