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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

 
  

第一部 【企業情報】

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期

会計期間

自 平成17年 
  ３月１日 
至 平成17年 
  ８月31日

自 平成18年
  ３月１日 
至 平成18年 
  ８月31日

自 平成19年
  ３月１日 
至 平成19年 
  ８月31日

自 平成17年 
  ３月１日 
至 平成18年 
  ２月28日

自 平成18年
  ３月１日 
至 平成19年 
  ２月28日

売上高 (千円) 1,637,368 1,932,489 2,175,488 3,265,840 3,811,762

経常利益 (千円) 121,573 92,080 154,982 144,884 167,428

中間(当期)純利益 (千円) 67,881 50,776 79,254 78,869 74,181

持分法を適用した場合の 
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 490,000 616,808 628,019 490,000 628,019

発行済株式総数 (株) 9,800 12,247 12,449 9,800 12,449

純資産額 (千円) 824,613 1,164,294 1,264,478 835,601 1,210,122

総資産額 (千円) 1,708,868 2,095,970 2,198,478 1,756,560 2,108,261

１株当たり純資産額 (円) 84,144.20 95,067.77 101,572.73 84,275.66 97,206.39

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 6,926.68 4,294.85 6,366.35 7,058.14 6,136.14

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益

(円) ― 4,243.10 6,345.04 ― 6,024.93

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 2,000 2,000

自己資本比率 (％) 48.3 55.5 57.5 47.6 57.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 157,977 130,369 240,458 245,196 275,949

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △20,125 △73,158 △55,112 △85,147 △120,828

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △116,387 156,070 △130,179 △160,346 48,806

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(千円) 135,487 327,005 372,818 113,724 317,652

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
92 

(199)
101

(243)
112

(259)
95 

(203)
100

(242)



(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 持分法を適用した場合の投資利益につきましては、当社は関連会社を有していないため記載しておりませ

ん。 

４ 第８期中及び第８期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益につきましては、新株予約権の残高が

ありますが、当社株式は非上場かつ非登録であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりま

せん。 

  

２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当社は、株式会社加ト吉の連結子会社でありましたが、当中間会計期間より財務諸表等規則に規定する

支配力基準の効力を失い、持分法適用会社となっております。その結果、同社は当社のその他の関係会社

となっております。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成19年８月31日現在  

 
(注)１ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間会計期間における平均雇用人員（１ヵ月174時間換算）でありま

す。 

３ 当中間会計期間に従業員数が12名、平均臨時雇用者数が17名それぞれ増加しておりますが、これは主に店舗数

増加に関連して新規採用したことによるものであります。 

  
  
(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、従業員を委員長とする「福利厚生委員会」の活動等を通じ、労

使一体となって働きやすい職場環境づくりに取り組んでおり、労使関係は円満に推移しております。 

  

従業員数    112名(259名)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間における日本経済は、世界的な株安や原材料価格高騰などの懸念材料があったもの

の、民間設備投資の拡大や堅調な輸出等により企業収益が高い水準で推移した結果、雇用者所得も緩

やかに上昇し、個人消費につきましても底堅く推移いたしました。 

一方、外食産業におきましては、ファーストフード部門を中心に回復の兆しが見られるものの、当

社が属するパブ・居酒屋部門におきましては、17ヵ月連続で既存店売上高が前年を下回るなど、依然

とし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、当事業年度を「安定的かつ継続的な成長を可能にする強い土台作

りの年」と位置づけ、主力商品である生ビールやジントニックの「感動品質」への取組みや、スーパ

ーバイザー増員によるきめ細かい店舗運営を行い、顧客満足度の向上に取り組んでまいりました。こ

れらにより、既存店売上高は、前中間会計期間のサッカーワールドカップ特需を吸収し、前年対比

100％と好調に推移いたしました。 

店舗展開につきましては、「HUB秋葉原店」「浜松町82ALE HOUSE」の２店舗を出店し、当中間期末

日現在における店舗数は43店舗となりました。 

また、HUB町田店が入居するビルの建て替え工事に伴う特別損失等15百万円を計上いたしました。 

これらの結果、当中間会計期間の売上高は2,175百万円（前年比12.6％増）、経常利益は154百万円

（前年比68.3％増）、中間純利益は79百万円（前年比56.1％増）となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間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（317百万

円）より55百万円増加し、372百万円となりました。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） 

当中間会計期間の営業活動の結果増加した資金は、240百万円（前中間会計期間は130百万円の増

加）となりました。 

主な要因は、税引前中間純利益が139百万円、減価償却費が73百万円となった一方で、法人税等の支

払額が45百万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） 

当中間会計期間の投資活動の結果減少した資金は、55百万円（前中間会計期間は73百万円の減少）

となりました。 

主な要因は、新規出店に伴う差入保証金の支出が29百万円、有形固定資産の取得による支出が14百

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） 

当中間会計期間の財務活動の結果減少した資金は、130百万円（前中間会計期間は156百万円の増

加）となりました。 

主な要因は、長期借入金の返済34百万円、割賦債務の返済71百万円があったことによるものです。 



２ 【仕入及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当社は生産活動を行っていないため、該当事項はありません。 

  

(2) 食材等仕入実績 

当中間会計期間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。 

  

(3) 受注実績 

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、受注状況は記載しておりません。 

  

(4) 販売実績 

当中間会計期間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 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19年８月31日現在で表示しております。 

  

品目 仕入高 前年同期比

アルコール類 371,428千円 117.0％

食材その他 247,318千円 104.4％

合計 618,747千円 111.6％

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  ３１店

1,875,458千円 114.9％ 86.2％
神奈川県 ２店

千葉県 ２店

埼玉県 ２店

中 部 

関 西

愛知県 １店

300,030千円 100.1％ 13.8％
京都府 ２店

大阪府 ２店

兵庫県 １店

合計  ４３店 2,175,488千円 112.6％ 100.0％



３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じ

た課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、以下の設備を取得しております。 

  

 
(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記従業員数には、臨時従業員は含まれておりません。 

３ 上記帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。 

４ 現在休止中の主要な設備はありません。 

  

なお、当中間会計期間において、重要な設備の除却及び売却等はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等は、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記金額には、店舗賃借に係る差入保証金が含まれております。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等はありません。 

事業所名 

(所在地)
設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数 

（人）建物
工具器具 

及び備品
合計

秋葉原店

（東京都千代田区）
店舗設備 27,210 2,400 29,610 ３

浜松町82ALE HOUSE

（東京都港区）
店舗設備 14,919 1,566 16,486 ２

事業所名 

（所在地）

設備の 

内容

投資予定額

資金調達の方法 着手年月
完成予定 

年月

完成後の

増加客席

数 (席)
総投資額 

(千円)

既支払額

(千円)

新宿三丁目82ALE HOUSE

（東京都新宿区）
店舗設備 43,390 15,000

自己資金・ 

リース・割賦

平成19年 

 ８月

平成19年 

 ９月
41



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 
  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注)「提出日現在発行数」には、平成19年11月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21並びに第280条ノ27の規定に基づき発行した新株予約権は、次の

とおりであります。 
  

①平成15年５月29日定時株主総会にて決議された第１回新株予約権の状況 

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 39,200

計 39,200

種類
中間会計期間末 
現在発行数（株） 
(平成19年８月31日)

提出日現在
発行数（株） 

(平成19年11月22日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品 

取引業協会名
内容

普通株式 12,449 12,449
大阪証券取引所
(ニッポン・ニュー・マーケ
ット－「ヘラクレス」)

（注）

計 12,449 12,449 ― ―

中間会計期間末現在
(平成19年８月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年10月31日)

新株予約権の数 69個 69個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 
(注)２、３、４

69株 69株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり111,000円 同左

新株予約権の行使期間
自 平成18年４月３日
至 平成25年５月29日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額

発行価格  111,000円
資本組入額  55,500円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)１ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



(注) １ 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。 

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位を

保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。 

② 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとする。 

③ その他の条件については、平成15年５月29日開催の当社定時株主総会及び平成15年８月13日開催の当社取

締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定

めるところによる。 

２ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

  

 
  

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。 

  

 
  

また、時価を下回る価額で新株を発行するとき（新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。）

は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  

 
  

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行

い、本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認

める払込金額の調整を行う。 

４ 新株予約権の消却の事由及び条件は次のとおりであります。 

① 本件新株予約権は、新株予約権の割当を受けた者が上記新株予約権の行使の条件に定める規定により、新

株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合にその新株予約権を消却することができる。この場合、当

該新株予約権は無償で消却することができる。 

② 当社が吸収合併による消滅、並びに株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社

の株主総会で決議した場合、当該効力発生日以前に、残存する本新株予約権の全部を無償で消却すること

ができる。 

③ 当社はいつでも新株予約権を取得し、これを無償で消却することができる。 

５ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により割当対象でなくなった新株予約権の

数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



  

②平成17年５月24日定時株主総会にて決議された第３回新株予約権の状況 

 
(注) １ 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。 

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位を

保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。 

② 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとする。 

③ その他の条件については、平成17年５月24日開催の当社定時株主総会及び平成17年５月24日開催の当社取

締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定

めるところによる。 
  
２ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

  

 
  

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。 

  

 
  

また、時価を下回る価額で新株を発行するとき（新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。）

は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  

 
  

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行

い、本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認

める払込金額の調整を行う。 

中間会計期間末現在
(平成19年８月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年10月31日)

新株予約権の数 88個 88個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 
(注)２、３、４

88株 88株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり111,000円 同左

新株予約権の行使期間
自 平成19年５月25日
至 平成27年５月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額

発行価格  111,000円
資本組入額  55,500円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)１ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



４ 新株予約権の消却の事由及び条件は次のとおりであります。 

① 本件新株予約権は、新株予約権の割当を受けた者が上記新株予約権の行使の条件に定める規定により、新

株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合にその新株予約権を消却することができる。この場合、当

該新株予約権は無償で消却することができる。 

② 当社が吸収合併による消滅、並びに株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社

の株主総会で決議した場合、当該効力発生日以前に、残存する本新株予約権の全部を無償で消却すること

ができる。 

③ 当社はいつでも新株予約権を取得し、これを無償で消却することができる。 

５ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利放棄により割当対象でなくなった新株予約権

の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年８月31日現在 

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金
増減額 
(千円)

資本金
残高 
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成19年３月１日～ 
平成19年８月31日

― 12,449 ― 628,019 ― 191,619

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

株式会社加ト吉 香川県観音寺市坂本町５-18-37 3,610 29.00

２１ＬＡＤＹ株式会社
東京都千代田区二番町５-５
番町フィフスビル５Ｆ

2,045 16.43

株式会社村さ来本社
東京都中央区築地６-４-10
カトキチ築地ビル７Ｆ

1,720 13.82

金鹿 研一 埼玉県春日部市 267 2.14

太田 剛 東京都台東区 127 1.02

古舘 篤臣 千葉県柏市 102 0.82

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜２-４-６ 101 0.81

ハブ社員持株会
東京都中央区築地６-４-10
カトキチ築地ビル８Ｆ

99 0.80

杉田 修一 東京都江東区 97 0.78

福原 隆仁 大阪府寝屋川市 70 0.56

計 ― 8,238 66.17



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年８月31日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成19年８月31日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

（単位：円） 

 
(注) 株価は、大阪証券取引所(ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」)におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  12,449 12,449 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 12,449 ― ―

総株主の議決権 ― 12,449 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

月 別 平成19年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

 高 197,000 197,000 167,000 162,000 162,000 141,000

 低 165,000 151,000 124,000 125,000 129,000 107,000



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成18年３月１日から平成18年８月

31日まで)の中間財務諸表については、みすず監査法人により中間監査を受けており、また、金融商品取

引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間(平成19年３月１日から平成19年８月31日まで)

の中間財務諸表については、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。 

前中間会計期間   みすず監査法人 

当中間会計期間   監査法人トーマツ 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社には子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 

  

  



【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

 
  

前中間会計期間末

(平成18年８月31日)

当中間会計期間末

(平成19年８月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年２月28日)

区分
注記 
番号

金  額（千円）
構成比
（％）

金  額（千円）
構成比
（％）

金  額（千円）
構成比
（％）

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 327,005 372,818 317,652

 ２ 売掛金 6,227 9,329 9,913

 ３ 原材料 25,683 25,150 23,700

 ４ 貯蔵品 6,093 5,957 2,379

 ５ 前払費用 61,881 63,101 52,718

 ６ 繰延税金資産 30,317 42,840 36,498

 ７ 未収入金 21,171 24,455 18,705

 ８ その他 14,395 19,099 16,100

   流動資産合計 492,776 23.5 562,752 25.6 477,668 22.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 697,562 677,410 697,388

  (2) 工具器具及び備品 62,825 57,993 66,047

   有形固定資産合計 760,387 36.3 735,403 33.4 763,435 36.2

 ２ 無形固定資産 8,128 0.4 13,087 0.6 7,018 0.3

 ３ 投資その他の資産

  (1) 出資金 50 50 50

  (2) 長期前払費用 43,319 45,051 44,331

  (3) 繰延税金資産 18,547 29,075 28,271

  (4) 差入保証金 772,761 813,057 787,486

   投資その他の 
   資産合計

834,678 39.8 887,233 40.4 860,139 40.8

   固定資産合計 1,603,194 76.5 1,635,725 74.4 1,630,593 77.3

   資産合計 2,095,970 100.0 2,198,478 100.0 2,108,261 100.0



前中間会計期間末

(平成18年８月31日)

当中間会計期間末

(平成19年８月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年２月28日)

区分
注記 
番号

金  額（千円）
構成比
（％）

金  額（千円）
構成比
（％）

金  額（千円）
構成比
（％）

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 92,076 107,768 85,347

 ２ 一年以内返済予定の 
   長期借入金

93,000 68,000 68,000

 ３ 未払金 ※２ 169,383 215,947 198,063

 ４ 未払費用 84,732 96,506 83,796

 ５ 未払法人税等 44,707 76,000 54,100

 ６ 前受金 560 475 1,410

 ７ 預り金 8,286 7,261 5,127

 ８ 前受収益 6,510 5,250 3,500

 ９ 賞与引当金 44,388 62,128 50,028

   流動負債合計 543,644 26.0 639,337 29.1 549,372 26.1

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 143,500 63,000 97,000

 ２ 長期未払金 244,531 231,662 251,766

   固定負債合計 388,031 18.5 294,662 13.4 348,766 16.5

   負債合計 931,675 44.5 933,999 42.5 898,138 42.6

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 616,808 29.4 628,019 28.6 628,019 29.8

 ２ 資本剰余金

  (1)資本準備金 180,408 191,619 191,619

   資本剰余金合計 180,408 8.6 191,619 8.7 191,619 9.1

 ３ 利益剰余金

  (1)利益準備金 8,162 8,162 8,162

  (2)その他利益剰余金

     繰越利益剰余金 358,915 436,677 382,321

   利益剰余金合計 367,077 17.5 444,839 20.2 390,483 18.5

   株主資本合計 1,164,294 55.5 1,264,478 57.5 1,210,122 57.4

   純資産合計 1,164,294 55.5 1,264,478 57.5 1,210,122 57.4

   負債及び純資産合計 2,095,970 100.0 2,198,478 100.0 2,108,261 100.0



② 【中間損益計算書】 

 
  

  

前中間会計期間

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

区分
注記 
番号

金  額（千円）
百分比
(％)

金  額（千円）
百分比
(％)

金  額（千円）
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 1,932,489 100.0 2,175,488 100.0 3,811,762 100.0

Ⅱ 売上原価 527,130 27.3 593,309 27.3 1,038,801 27.2

   売上総利益 1,405,359 72.7 1,582,179 72.7 2,772,960 72.8

Ⅲ その他の営業収入 9,264 0.5 6,881 0.3 16,211 0.4

   営業総利益 1,414,623 73.2 1,589,060 73.0 2,789,172 73.2

Ⅳ 販売費及び一般管理費 1,315,499 68.1 1,436,353 66.0 2,614,346 68.6

   営業利益 99,123 5.1 152,706 7.0 174,825 4.6

Ⅴ 営業外収益 325 0.0 4,541 0.2 1,585 0.0

Ⅵ 営業外費用 ※１ 7,369 0.3 2,265 0.1 8,982 0.2

   経常利益 92,080 4.8 154,982 7.1 167,428 4.4

Ⅶ 特別損失 ※２ 2,186 0.1 15,107 0.7 29,480 0.8

   税引前中間 
   (当期)純利益

89,893 4.7 139,875 6.4 137,948 3.6

   法人税、住民税 
   及び事業税

39,580 67,766 80,133

   法人税等調整額 △463 39,117 2.1 △7,145 60,620 2.8 △16,367 63,766 1.7

   中間(当期)純利益 50,776 2.6 79,254 3.6 74,181 1.9



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

前中間会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日)

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

資本金 資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他 

利益剰余金 利益剰余金

合計

株主資本 

合計

純資産 

合計繰越 

利益剰余金

平成18年２月28日残高（千円） 490,000 ─ ─ 5,232 340,369 345,601 835,601 835,601

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 126,808 180,408 180,408 ─ ─ ─ 307,217 307,217

 剰余金の配当 ─ ─ ─ 1,960 △21,560 △19,600 △19,600 △19,600

 役員賞与の支給 ─ ─ ─ 970 △10,670 △9,700 △9,700 △9,700

 中間純利益 ─ ─ ─ ─ 50,776 50,776 50,776 50,776

中間会計期間中の変動額合計 
                    （千円）

126,808 180,408 180,408 2,930 18,546 21,476 328,693 328,693

平成18年８月31日残高（千円） 616,808 180,408 180,408 8,162 358,915 367,077 1,164,294 1,164,294

当中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日)

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

資本金 資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他 

利益剰余金 利益剰余金

合計

株主資本 

合計

純資産 

合計繰越 

利益剰余金

平成19年２月28日残高（千円） 628,019 191,619 191,619 8,162 382,321 390,483 1,210,122 1,210,122

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ─ ─ ─ ─ △24,898 △24,898 △24,898 △24,898

 中間純利益 ─ ─ ─ ─ 79,254 79,254 79,254 79,254

中間会計期間中の変動額合計 
                    （千円）

─ ─ ─ ─ 54,356 54,356 54,356 54,356

平成19年８月31日残高（千円） 628,019 191,619 191,619 8,162 436,677 444,839 1,264,478 1,264,478

前事業年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日)

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

資本金 資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他  

利益剰余金 利益剰余金

合計

株主資本 

合計

純資産 

合計繰越  

利益剰余金

平成18年２月28日残高（千円） 490,000 ─ ─ 5,232 340,369 345,601 835,601 835,601

当事業年度中の変動額

 新株の発行 138,019 191,619 191,619 ─ ─ ─ 329,639 329,639

 剰余金の配当 ─ ─ ─ 1,960 △21,560 △19,600 △19,600 △19,600

 役員賞与の支給 ─ ─ ─ 970 △10,670 △9,700 △9,700 △9,700

 当期純利益 ─ ─ ─ ─ 74,181 74,181 74,181 74,181

当事業年度中の変動額合計 
                    （千円）

138,019 191,619 191,619 2,930 41,951 44,881 374,520 374,520

平成19年２月28日残高（千円） 628,019 191,619 191,619 8,162 382,321 390,483 1,210,122 1,210,122



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

区  分
注記 
番号

金  額（千円） 金  額（千円） 金  額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前中間(当期)純利益 89,893 139,875 137,948

   減価償却費 68,061 73,273 149,758

   賞与引当金の増減額(減少：△) 5,725 12,100 11,364

   受取利息 △44 △404 △238

   支払利息 2,748 1,479 4,901

   固定資産除却損 1,736 15,107 1,793

   減損損失 ― ― 27,236

   売上債権の増減額(増加：△) 1,470 584 △2,214

   たな卸資産の増減額(増加：△) △3,069 △5,027 2,626

   仕入債務の増減額(減少：△) 18,129 22,420 11,400

   役員賞与の支払額 △9,700 ― △9,700

   その他 △10,003 27,887 9,853

    小計 164,948 287,296 344,730

   利息の受取額 44 404 238

   利息の支払額 △2,746 △1,467 △4,902

   法人税等の支払額 △31,876 △45,774 △64,116

  営業活動によるキャッシュ・フロー 130,369 240,458 275,949

Ⅱ 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 △35,909 △14,942 △54,417

   無形固定資産の取得による支出 △314 △2,152 △314

   差入保証金の返還による収入 1,726 3,444 5,646

   差入保証金の支出 △28,841 △29,015 △45,168

   長期前払費用の支出 △9,820 △12,446 △26,574

  投資活動によるキャッシュ・フロー △73,158 △55,112 △120,828

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   長期借入金の返済による支出 △73,500 △34,000 △145,000

   割賦債務の返済による支出 △55,740 △71,281 △113,925

   株式の発行による収入 304,910 ― 327,332

   配当金の支払額 △19,600 △24,898 △19,600

  財務活動によるキャッシュ・フロー 156,070 △130,179 48,806

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（減少：△） 213,280 55,166 203,927

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 113,724 317,652 113,724

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※１ 327,005 372,818 317,652



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1)デリバティブ 

時価法

(1)デリバティブ  

   同左

(1)デリバティブ  

   同左

(2)たな卸資産

① 原材料

最終仕入原価法に

よる原価法

(2)たな卸資産

① 原材料

同左

(2)たな卸資産

① 原材料

同左

② 貯蔵品

最終仕入原価法に

よる原価法

② 貯蔵品

同左

② 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

① 建物(建物附属設

備を除く)

定額法

② その他の有形固定

資産

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

  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

 

(1) 有形固定資産

  ① 建物(建物附属設

備を除く)

     定額法

    ② その他の有形固定

資産

     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

 

  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

 

    

     

  

(2) 無形固定資産

定額法

 なお、自社利用のソフ

トウエアについては、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

(2) 無形固定資産

同左

(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。

(3) 長期前払費用

同左

(3) 長期前払費用

同左



項目
前中間会計期間

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

３ 繰延資産の処理方

法

 新株発行費は、支出時に

全額費用として処理してお

ります。

 

―――――― 

 

 

 

     

 株式交付費は、支出時に

全額費用として処理してお

ります。 

 なお、当上半期は「新株

発行費」と表示しておりま

した。これは、「繰延資産

の会計処理に関する当面の

取扱い」(企業会計基準委

員会 平成18年８月11日

実務対応報告第19号)が適

用され、財務諸表等規則が

改正されたことに伴い、当

下半期に表示科目を「株式

交付費」に変更したためで

あります。

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

当中間会計期間負担額を計

上しております。

賞与引当金

同左

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。

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。

同左 同左

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。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(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

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左

(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。

(3) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

同左

(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。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

７ 中間キャッシュ・

フロー計算書(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 同左

８ その他中間財務諸

表(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

消費税等の会計処理

同左



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

  

  

前中間会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

（固定資産の減損に係る会計基準）

 当中間会計期間より、「固定資産

の減損に係る会計基準」（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。
 これによる損益に与える影響はあ
りません。

      ―――――
（固定資産の減損に係る会計基準）
当事業年度より、「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の
減損に係る会計基準の設定に関する
意見書」（企業会計審議会 平成14
年８月９日））及び「固定資産の減
損に係る会計基準の適用指針」（企
業会計基準委員会 平成15年10月31
日 企業会計基準適用指針第６号）
を適用しております。

これにより、税引前当期純利益が
27,236千円減少しております。

なお、減損損失累計額について
は、改正後の財務諸表等規則に従
い、減価償却累計額に合算しており
ます。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。従来

の資本の部の合計に相当する金額

は、1,164,294千円であります。

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

      ―――――
（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）
当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準第５号）
及び「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成17年12
月９日 企業会計基準適用指針第８
号）を適用しております。従来の資
本の部の合計に相当する金額は、
1,210,122千円であります。

なお、財務諸表等規則の改正によ
り、当事業年度における貸借対照表
の純資産の部については、改正後の
財務諸表等規則により作成しており
ます。

      ―――――
（有形固定資産の減価償却方法）
 当中間会計期間より、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４
月１日以降に取得したものについて
は、改正後の法人税法に基づく方法
に変更しております。
 これによる損益に与える影響は軽
微であります。

     ―――――



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年８月31日)

当中間会計期間末
(平成19年８月31日)

前事業年度末 
(平成19年２月28日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

525,325千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

642,076千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

612,025千円

    なお、減価償却累計額に

は、減損損失累計額が含まれ

ております。

    なお、減価償却累計額に

は、減損損失累計額が含まれ

ております。

※２ 消費税等の取扱い

 仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、流動負債

の未払金に含めて表示してお

ります。

※２ 消費税等の取扱い

同左

※２ 消費税等の取扱い

―――――

前中間会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

 

※１ 営業外費用の主要項目

支払利息 2,748千円

新株発行費 2,306千円

社宅解約 
手数料

1,070千円

※１ 営業外費用の主要項目

支払利息 1,479千円

社宅解約 
手数料

777千円

 

※１ 営業外費用の主要項目

支払利息 4,901千円

株式交付費 2,306千円

社宅解約
手数料

1,618千円

 

※２ 特別損失の主要項目

固定資産除却損 1,736千円

店舗内装解体 
工事費用

450千円

 

※２ 特別損失の主要項目

固定資産除却損 15,107千円

 

 

※２ 特別損失の主要項目

固定資産除却損 1,793千円

減損損失 27,236千円

店舗内装解体 
工事費用

450千円

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

八王子店 
(八王子市)

建物 22,260

工具器具
及び備品

848

長期前払
費用

783

リース資
産

3,345

合計 27,236

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。

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 58,926千円

無形固定資産 1,105千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 62,981千円

無形固定資産 1,382千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 129,059千円

無形固定資産 2,215千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

  
前中間会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（注） 増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

有償一般募集による新株発行 2,000株 

新株予約権の権利行使による新株発行 447株 

  

２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
（注）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるものはありません。 

  

当中間会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31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 

 
（注）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるものはありません。 

  

前事業年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
（注） 増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

有償一般募集による新株発行 2,000株 

新株予約権の権利行使による新株発行 649株 

  

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 

 
  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式 9,800株 2,447株 ― 株 12,247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18年５月26日 
定時株主総会

普通株式 19,600千円 2,000円 平成18年２月28日 平成18年５月26日

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

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19年５月24日 
定時株主総会

普通株式 24,898千円 2,000円 平成19年２月28日 平成19年５月25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 9,800株 2,649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18年５月26日 
定時株主総会

普通株式 19,600千円 2,000円 平成18年２月28日 平成18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19年５月24日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 24,898千円 2,000円 平成19年２月28日 平成19年５月25日



(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲

記されている科目の金額との

関係

現金及び預金 327,005千円

現金及び 
現金同等物

327,005千円

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲

記されている科目の金額との

関係

現金及び預金 372,818千円

現金及び
現金同等物

372,818千円  

※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 317,652千円

現金及び
現金同等物

317,652千円



(リース取引関係) 

  
前中間会計期間

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19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) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

工具器具 

及び備品

ソフト 

ウエア
合計

取得価額 

相当額 

(千円)

226,649 2,397 229,046

減価償却 

累計額 

相当額 

(千円)

90,659 1,099 91,758

中間期末 

残高 

相当額 

(千円)

135,989 1,298 137,287

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

累計額相当額及び中間期末残高相

当額

工具器具

及び備品

ソフト 

ウエア
合計

取得価額 

相当額 

(千円)

269,174 3,128 272,303

減価償却 

累計額 

相当額 

(千円)

130,810 1,656 132,466

減損損失 

累計額 

相当額 

(千円)

1,865 45 1,911

中間期末 

残高 

相当額 

(千円)

136,498 1,425 137,924  

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

工具器具 

及び備品

ソフト 

ウエア
合計

取得価額

相当額 

(千円)

248,047 2,522 250,569

減価償却

累計額 

相当額 

(千円)

104,481 1,347 105,828

減損損失

累計額 

相当額 

(千円)

3,265 80 3,345

期末残高

相当額 

(千円)

140,300 1,095 141,395

 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

 １年内 44,254千円

 １年超 96,553千円

 合計 140,808千円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中間

期末残高

未経過リース料中間期末残高
相当額

 １年内 52,268千円

 １年超 91,880千円

 合計 144,149千円

リース資産減損勘定中間期末
残高

1,911千円

 

(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

未経過リース料期末残高相当
額

 １年内 50,667千円

 １年超 98,078千円

 合計 148,745千円

リース資産減損勘定期末残高

3,345千円

 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 27,689千円

減価償却費 
相当額

25,360千円

支払利息相当額 2,592千円

 

(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

及び支払利息相当額

支払リース料 29,757千円

リース資産減
損勘定の取崩
額

1,433千円

減価償却費
相当額

27,247千円

支払利息相当
額

2,841千円

(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

支払リース料 54,925千円

リース資産減
損勘定の取崩
額

－千円

減価償却費
相当額

50,377千円

支払利息相当
額

5,343千円

減損損失 3,345千円



 
  

(有価証券関係) 

 
  

(デリバティブ取引関係) 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

(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

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(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

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

 １年内 31,936千円

 １年超 101,159千円

 合計 133,096千円

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

 １年内 31,936千円

 １年超 69,222千円

 合計 101,159千円

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

 １年内 31,936千円

 １年超 85,191千円

 合計 117,127千円

前中間会計期間末 
(平成18年８月31日)

当中間会計期間末
(平成19年８月31日)

前事業年度末 
(平成19年２月28日)

該当事項はありません。 同左 同左

前中間会計期間末 
(平成18年８月31日)

当中間会計期間末
(平成19年８月31日)

前事業年度末 
(平成19年２月28日)

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。

同左 同左



(ストック・オプション等関係) 

前中間会計期間 (自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間 (自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度 (自 平成18年３月１日 至 平成19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 
  

 
  

 
  

 
  

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２回新株予約権

決議年月日 平成16年５月27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16年７月１日

権利確定条件
付与日（平成16年７月１日）から権利確定日（平成18年５月27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５月28日～平成26年５月27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



(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 

 
  

(持分法損益等) 

 
  

第１回新株予約権 第２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16年５月27日 平成17年５月24日

権利確定前 (株)

 前事業年度末 ― 88 88

 付与 ― ― ― 

 失効 ― ― ― 

 権利確定 ― 88 ― 

 未確定残 ― ― 88

権利確定後 (株)

 前事業年度末 639 ― ― 

 権利確定 ― 88 ― 

 権利行使 561 88 ― 

 失効 9 ― ― 

 未行使残 69 ― ― 

第１回新株予約権 第２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16年５月27日 平成17年５月24日

権利行使価格 (円) 111,000 111,000 111,000

行使時平均株価 (円) 618,729 197,863 ― 

付与日における公正な 
評価単価

(円) ― ― ― 

前中間会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

関連会社がないため、該当事項はあ

りません。
同左 同左



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

１株当たり純資産額 95,067.77円 １株当たり純資産額 101,572.73円 １株当たり純資産額 97,206.39円

１株当たり中間純利益 4,294.85円 １株当たり中間純利益 6,366.35円 １株当たり当期純利益 6,136.14円

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益 4,243.10円

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益 6,345.04円

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益

  
6,024.93円

項目
前中間会計期間末
(平成18年８月31日)

当中間会計期間末
(平成19年８月31日)

前事業年度末 
(平成19年２月28日)

中間貸借対照表の純資産の部の
合計額 (千円)

1,164,294 1,264,478 1,210,122

普通株式に係る純資産額 (千円) 1,164,294 1,264,478 1,210,122

普通株式の発行済株式数 (株) 12,247 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)

12,247 12,449 12,449

項目
前中間会計期間

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

１株当たり中間(当期)純利益

中間(当期)純利益 (千円) 50,776 79,254 74,181

普通株主に帰属しない金額  
(千円)

― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利
益 (千円)

50,776 79,254 74,181

普通株式の期中平均株式数 (株) 11,822 12,449 12,089

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益

中間（当期）純利益調整額  
（千円）

― ― ―

普通株式増加数 (株) 2,447 41 2,649

（うち有償一般募集 （株）） (2,000) ( ― ) (2,000)

（うち新株予約権  （株）） (447) (41) (649)

希薄化効果を有しないため、潜
在株式調整後１株当たり中間(当
期)純利益の算定に含まれなかっ
た潜在株式の概要

―――― ―――― ――――



(重要な後発事象) 

  

前中間会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

  該当事項はありません。 

 
  

  



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

第９期事業年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日)に係る有価証券報告書及びその添付書類

を平成19年５月25日関東財務局長に提出。 

(2) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（親会社の異動）の規定に基づく臨時報告書を

平成19年11月２日関東財務局長に提出。 

  



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成18年11月14日

株 式 会 社 ハ ブ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ハブの平成

18年３月１日から平成19年２月28日までの第９期事業年度の中間会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）に係る中

間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社ハブの平成18年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日ま

で）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 笹 本 憲 一 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 樋 口 節 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 加賀美 弘 明 

      



独立監査人の中間監査報告書 
 
  
 

株式会社 ハブ 

 
  

 
  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社ハブの平成19年３月１日から平成20年２月29日までの第10期事業年度の中間会計

期間(平成19年３月１日から平成19年８月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間

損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。こ

の中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見

を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社ハブの平成19年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期

間(平成19年３月１日から平成19年８月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

  

 

平成19年11月19日

  取 締 役 会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員
業務執行社員

公認会計士 杉  本  茂  次  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士 岡  田  吉  泰  ㊞

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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