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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％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 ％

20年３月期 35,606 7.5 411 △64.1 269 △74.2 △1,465 ―

19年３月期 33,135 16.9 1,146 43.5 1,046 43.1 216 24.1

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 ％ ％ ％

20年３月期 △60 41  ― △25.2 1.0 1.2

19年３月期 9 06 8 94 3.4 4.3 3.5

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

20年３月期 31,495 6,943 15.9 286 20

19年３月期 24,892 6,657 26.7 274 47

（参考）自己資本 20年３月期 5,001百万円 19年３月期 6,638百万円

(3）連結キャッシュ・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

20年３月期 2,222 △4,952 3,252 1,691

19年３月期 2,141 △2,657 △75 1,169

２．配当の状況

 　　　　　1株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率（連結）
（基準日） 期末 年間

円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 5 00 5 00 121 55.2 1.9

20年３月期 5 00 5 00 121 △8.3 1.8

21年３月期（予想） 5 00 5 00 － 40.0 －

（注）20年３月期の配当原資には、資本剰余金が含まれております。詳細は、３ページ「資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳」をご覧くだ

さい。

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期連結累計期間増減率）

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

　連結累計期間
24,000 47.2 700 367.9 600 － 70 － 2 89

通期 49,300 38.5 1,900 361.9 1,600 492.7 300 － 12 37

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因にかかる本資料発表日現在におけ

る仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因により、大きく異なる結果となる可能性があります。 
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 2社 （社名　株式会社一源、株式会社いらか　） 除外 ―　社

（注）詳細は、6ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(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） 20年３月期 24,261,900株 19年３月期 24,257,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 2,268株 19年３月期 2,189株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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 ％

20年３月期 887 △8.8 98 △74.4 108 △68.9 △1,005 －

19年３月期 972 31.3 384 184.9 350 1,204.8 314 103.8

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

円 銭 円 銭

20年３月期 △41 44  －

19年３月期 13 14 12 98

(2）個別財政状態

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

20年３月期 16,102 5,598 34.5 230 78

19年３月期 13,907 6,737 48.4 277 78

（参考）自己資本 20年３月期 5,556百万円 19年３月期 6,727百万円

㈱ヴィア・ホールディングス　（7918）　平成 20 年 3 月期決算短信
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資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳

20年３月期の配当のうち、資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は以下のとおりであります。

基準日 期末 年間

１株当たり配当金 5円  00銭 5円  00銭

配当金総額 121百万円 121百万円

（注）純資産減少割合　0.019

㈱ヴィア・ホールディングス　（7918）　平成 20 年 3 月期決算短信
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当期の経営成績 

  当連結会計年度における我が国経済は、前半については、企業収益は改善し個人消費も持ち直すなど、穏やかに

景気の拡大が続きました。一方で、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱や断続的な原油価

格の高騰が続き、食料品や生活用品等の相次ぐ価格上昇等により、消費者の生活防衛意識が高まっております。こ

うしたことから、雇用環境は改善に向かいつつも、法人のみならず個人の景況感も減速し、昨年後半以降の景気動

向は弱含みで推移いたしました。

  当社グループの中核事業である外食サービス事業においては、外食の市場規模はほぼ横ばいで推移するなか、原

材料費や人件費をはじめとする経費の上昇圧力が強まってきております。また、食品に対する不祥事による、消費

者の食への不安再燃や、飲酒人口の減少、個人消費における外食機会の手控えムードなど、外食サービス事業にとっ

て、厳しい経営環境が続いております。

　こうしたなか、当社グループの外食サービス事業においては、「既存業態のブラッシュアップ」「積極的な新規

出店」「Ｍ＆Ａによる事業規模の拡大」といった施策を推し進めた結果、売上高は前年を上回る業績で推移いたし

ました。一方で、既存店のロードサイド店を中心に売上の減少や、新規出店にかかる一時的な費用負担の増加が重

なったことで、収益の低下を避けることができませんでした。

　また、印刷流通事業につきましても、依然として主要顧客である出版業界からの受注が減少するなか、㈱暁印刷、

㈱ワールドプランニングによる「情報加工企業への転換」「デジタル事業の強化」、㈱日本システムによる「エン

ターテイメント事業の推進（ゲームソフト開発等）」、㈱パチャコム・ジャパンによる「オーガニック惣菜製品の

商品化」など、様々な政策に着手しましたが、大幅な収益の回復を図るには至りませんでした。加えて、将来の回

収可能性を保守的に評価し、㈱暁印刷の固定資産除却損、㈱日本システムののれん未償却分の減損処理を実施する

とともに、グループの経営ノウハウが相乗的に発揮されない分野（フィットネス、オーガニック惣菜製品）から早

期に撤退することといたしました。

　以上の結果、当連結会計年度の当社グループの売上高は、前期比7.5%増の35,606百万円となりましたが、営業利

益は、前期比64.1%減の411百万円、経常利益は、前期比74.2%減の269百万円となりました。また、特別損失として

減損損失等1,685百万円を計上したことにより、当期純損失は1,465百万円となりました。なお、事業のセグメント

別業績は以下のとおりであります。 

　　イ．外食サービス事業

　当社グループは、外食サービス事業を事業領域の中核として位置づけておりますが、外食産業を取り巻く環境

が厳しさを増すなか、それぞれの業態戦略を明確にし、業態特性とそれぞれのマーケット状況に即した個性的な

チェーン展開による事業推進を図ってまいりました。また、Ｍ＆Ａによる事業規模の拡大政策として、当連結会

計年度において㈱一源の株式取得と、北の家族事業（北の家族及びエンターテイメントレストラン事業）の事業

譲受を実施いたしました。

　さらに、食の安心・安全・安定に関する対応として、グループ内に「グループ食品衛生委員会」及び「グルー

プ原価低減委員会」を立ち上げ、安全基準の設定や、トレーサビリティへの対応、質量ともに安定的かつ廉価な

食材調達の情報共有化による品質向上とコスト抑制を図ってまいりました。

　㈱扇屋コーポレーションによる「総本家備長扇屋」は、新たに43店の新規出店（うちFC3店）を行うなど、積極

的な出店と既存店舗のブラッシュアップにより、当会計年度の売上高は、13,266百万円（前年同期比3.8％増）期

末現在店舗数は、353店（うちFC90店）となりました。

　ショッピングセンターや商業施設内に、様々なブランドによるインショップとして出店する㈱フードリームは、

前期に実施したスクラップ・アンド・ビルドとグランドメニュー改定の高頻度化を進めた結果、当連結会計年度

の売上高は5,780百万円（前年同期比6.1％減）となりましたが、収益構造は大幅に改善し、期末現在店舗数は、

75店となりました。

　㈱一丁が展開する刺身居酒屋「うおや一丁」は、全店のグランドメニューの改定、季節感溢れる宴会メニュー

の改定、ランチメニューの実験推進による昼食需要の確保等を実施してまいりました。また、当連結会計年度に

おいては4店の新規出店をいたしました。その結果、当連結会計年度の売上高は4,423百万円（前年同期比3.2％増）、

期末現在店舗数は、25店となりました。

　大阪風お好み焼き「ぼちぼち」を展開する㈱ぼちぼちは、新規出店を抑制し既存店のオペレーションレベルの

改善に注力してまいりました。さらにメニューのバリエーションの充実を図り、駅前型店舗の収益力の強化を進

めてまいりました結果、当連結会計年度の売上高は1,165百万円（前年同期比1.8％減）となりましたが、収益力

が回復し、期末現在店舗数は、25店となりました。

　㈱紅とんが展開する朝挽き和豚の焼きとん居酒屋「日本橋紅とん」は、上半期において集中的に8店舗の出店を

行いました。下半期においては、出店を控えるとともに店舗運営に注力したことで収益構造の改善を実現できま

した。当連結会計年度の売上高は737百万円、期末現在店舗数は19店（うちFC6店）となりました。

㈱ヴィア・ホールディングス　（7918）　平成 20 年 3 月期決算短信
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　株式取得により当社グループに加わった㈱一源は、首都圏（東京城北・埼玉・千葉）に総合型居酒屋「食彩屋

一源」を展開しており、当連結会計年度の売上高は1,804百万円、期末現在店舗数は、31店となっております。同

社は、駅前及び高架下の好ロケーション店舗を持っており、今後は当社グループの店舗運営ノウハウや、商品開

発ノウハウをはじめとするグループシナジー効果による収益力の向上が期待されます。

　当社の完全子会社である㈱ＮＢＫは、当連結会計年度において北の家族事業（北の家族及びエンターテイメン

トレストラン事業）を譲り受けました。この結果、当連結会計年度の売上高は1,459百万円、期末現在店舗数は72

店となっております。同社の展開する業態は和食居酒屋として「北の家族」、古城の監獄をイメージした「ザ・

ロックアップ」、アラビアンナイトをテーマとした「アラビアンロック」をはじめ全12業態となります。同社に

ついても、当社が培ってきた居酒屋業態の運営ノウハウが十分活かされると同時に、エンターテイメントレスト

ランという新しい分野の業態運営による収益拡大が期待されます。

　これらにより、外食サービス事業の当連結会計年度の売上高は、28,636百万円（前期比16.8%増）となり、当社

グループ全体の売上高の80%を占めるに至りました。

　　ロ．印刷流通事業

　㈱暁印刷では、厳しい業界環境のなか、情報加工企業を目指して顧客の問題解決に貢献できるソリューション

営業に注力し、既存顧客と共に情報加工ニーズのある新規顧客をターゲットに受注活動を推進するとともに、デ

ジタル事業の強化を進めてまいりました。その結果、当連結会計年度の売上高は、5,367百万円（前期比5.6%減）

となりました。

　㈱ワールドプランニングは、受注の減少等により、当連結会計年度の売上高は、551百万円（前年同期比16.8％

減）という結果になりました。

　同様に㈱日本システムは、エンターテイメント事業（ゲームソフト開発等）を推し進めてまいりましたが、カー

ドゲーム事業からの早期撤退に伴う受注の減少やゲームソフトの販売未達及びゲーム機器レンタル事業の縮小等

に伴い、当連結会計年度の売上高は、1,210百万円（前期比49.6％減）となりました。

　㈱パチャコム・ジャパンについては、オーガニック惣菜製品の商品化を進めておりましたが、昨年来国内外で

発生している食品事故及び不祥事等による消費者の食品への不信感のあおりを受け、事業化には相当の期間と費

用がかかると判断し、早期に収束することといたしました。これらにより、印刷流通事業の当連結会計年度の売

上高は、7,129百万円（前期比18.5%減）となりました。

② 次期の見通し

　今後のわが国経済は、海外経済や原油価格の動向など不安材料があるものの、引き続き景気は堅調に推移するも

のと思われます。

　当社グループの関連する外食サービス事業及び印刷流通事業につきましては、景気全般の回復とともに少しずつ

上向いてくると思われますが、依然として厳しい状況が続いております。

　この様な状況の中、当社グループは引き続き既存事業の拡大と新規事業開発に注力し、業績の拡大と安定的に利

益計上できる企業体質を確立すべく努めてまいります。 

　次期の連結業績見通しにつきましては、売上高49,300百万円、営業利益1,900百万円、経常利益1,600百万円、当

期純利益300百万円を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度における総資産は、前連結会計年度末に比べ、6,603百万円増加し、31,495百万円となりました。

これは、主に、流動資産の増加428百万円と有形固定資産の増加3,787百万円、無形固定資産の増加83百万円及び投

資その他の資産2,303百万円によるものであります。

　負債の部につきましては、前連結会計年度に比べ、流動負債が4,624百万円増加し、固定負債は1,692百万円増加

いたしました。負債合計では、前連結会計年度末に比べ、6,317百万円増加し、24,552百万円となりました。これは、

主に、シンジケートローンの組成による借入金の増加、特に、長期借入金の増加によるものであります。

　純資産につきましては、前連結会計年度に比べ、285百万円増加し、6,943百万円となりました。これは、主に、

当期純損失による利益剰余金の減少1,465百万円、剰余金の配当による利益剰余金の減少121百万円及び優先株式発

行による少数株主持分の増加1,900百万円によるものであります。

  以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比べ、10.8ポイント減少し、15.9%となりました。

　  ②キャッシュフローの状況

　当連結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、営業活動による資金収入2,222百万円、

投資活動による資金支出4,952百万円、財務活動による資金収入3,252百万円により、前連結会計年度末に比べ、522

百万円増加し、1,691百万円となりました。

　当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
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　営業活動の結果得られた資金は、税金等調整前当期純損失が1,401百万円であったものの、減価償却費1,275百万

　　円、のれん償却費378百万円、減損損失940百万円等の非資金費用及び売上債権の減少309百万円、仕入債務の増

加316百万円等により、2,222百万円の資金収入となりました。

（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、セラヴィリゾート㈱からの北の家族事業等の事業譲受けに伴う固定資産の増加

等（有形固定資産取得による支出3,585百万円、無形固定資産取得による支出403百万円、敷金・保証金の増加支出

1,289百万円等）により、4,952百万円の資金支出となりました。

（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、買収に伴う㈱一源の借入金肩代わりによる長期借入金の増加1,977百万円及びセ

ラヴィリゾート㈱からの事業譲受けに伴う優先株式の発行による1,900百万円の収入等により、3,252百万円の資金

収入となりました。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　  当社グループは、企業価値の最大化へ向け、事業拡大のための成長投資に必要な内部留保の確保を基本的な経営

方針として位置付けております。また、株主の皆様への直接的利益還元として業績に連動した利益配当を重要な経

営課題の一つとして位置づけております。

　当社は、昨年度において、平成4年3月期以来となる配当を実施いたしました。当連結会計期間においては、誠に

遺憾ながら1,465百万円の当期損失を計上するに至りましたが、すでに不採算事業からの撤退及び印刷流通事業の再

編に着手し、次期においては充分な利益を計上できる見込みであります。

　従って、このような状況と株主の皆様へ安定的、継続的な利益還元を行うという観点から、当事業年度につきま

しては、１株当たり5円の配当を継続することを予定しております。

　なお、次期の配当につきましても、当事業年度と同じく5円を予定しております。
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２．企業集団の状況
 

　当社グループは、当社(株式会社ヴィア・ホールディングス)と、子会社12社より構成されており、飲食店及びサービ

ス店を展開している外食サービス事業と、書籍・雑誌印刷及びプリプレス並びにアミューズメント関連卸売の印刷流通

事業を主たる業務としております。

 当社グループの事業内容及び当社との位置づけは次の通りであります。

(1)外食サービス事業グループ

   ①株式会社　扇屋コーポレーション     ・平成16年4月１日　100%株式取得

                                        ・焼き鳥居酒屋「総本家備長扇屋」の展開

                                        ・直営　263店、FC店　90店、合計　353店

   ②株式会社　フードリーム             ・平成16年12月１日　100%株式取得 

                                        ・ショッピングセンターを中心とした飲食店舗の展開

                                        ・オーブン亭 40店、双囍亭 22店、ベッラベ～ラ 4店、その他 9店

　                                        合計　75店

   ③株式会社　ぼちぼち                 ・平成15年9月22日　100%子会社として設立   

                                        ・大阪風お好み焼き「ぼちぼち」の展開

                                        ・直営  25店

   ④株式会社　一丁                     ・平成17年7月１日　100%株式取得       

                                          (㈱ウィルコーポレーションより商号変更)

                                        ・刺身居酒屋「うおや一丁」の展開

                                        ・直営19店、FC店6店、合計25店

   ⑤株式会社　ＮＢＫ                   ・平成18年1月10日　100%子会社として設立  

                                        ・平成20年2月15日　セラヴィリゾート㈱よりレストラン事業を譲受

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・北の家族 36店、ザ・ロックアップ 8店、アラビアンロック 5店

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手羽一郎 5店、その他17店、合計72店

　 ⑥株式会社　紅とん　　　　　　　　　 ・平成19年3月1日　100%株式取得  

                                        ・焼きとん居酒屋「日本橋　紅とん」の展開

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・直営13店、FC店6店、合計19店

   ⑦株式会社一源　　　　　　　　　　　 ・平成20年10月5日　100%株式取得

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・居酒屋「食彩屋　一源」の展開

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・直営　31店

　 ⑧株式会社いらか　　　　　　　　　　 ・平成20年3月31日　100%株式取得

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・産直鮮魚、取れたて野菜、炉端焼「甍の波」の展開

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・直営3店

(2)印刷流通事業グループ

   ①株式会社　暁印刷                   ・平成17年4月1日　新設分割によって100%子会社として設立 

                                        ・書籍・雑誌及び商業印刷物の印刷・物販流通資材卸売

   ②株式会社　日本システム             ・平成17年4月1日　株式交換によって100%子会社化  

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・アミューズメント機器の卸売・レンタル事業

   ③株式会社　ワールドプランニング     ・平成18年1月5日　100%株式取得 

                                        ・デジタル技術によるプリプレス受託業務

　 ④株式会社　パチャコム・ジャパン　　 ・平成18年10月24日　88.9%の子会社として設立

                                        ・オーガニック食品の製造・販売

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・平成20年3月31日　株式の追加取得により100%子会社化

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと以下のとおりであります。
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株式会社　ヴィア・ホールディングス

(純粋持ち株会社)

(外食サービス事業グループ) (印刷流通事業グループ)

100% 100%

株式会社　扇屋コーポレーション 株式会社　暁印刷

100% 100%

株式会社　フードリーム 株式会社　ワールドプランニング

100% 100%

株式会社　ぼちぼち 株式会社　日本システム

100%  100%

株式会社　一丁  株式会社　パチャコム・ジャパン

100%  

株式会社　紅とん

100%  

株式会社　ＮＢＫ

100%  

株式会社　一源

100%  

株式会社　いらか

   ↓  ↓  ↓  ↓

一般顧客 得意先
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３．経営方針
（1） 経営の基本方針

  当社グループは「心が響きあう価値の創造」を経営理念とし、顧客の「心のニーズ」に応え、喜びと感動に満ちた新

しい価値のイノベーションに果敢に取り組み、お客様、株主の皆様、お取引先様そして従業員などすべてのステークホ

ルダーにとって信頼される企業を目指しています。

  事業領域は外食サービス事業と印刷流通事業であり、特に外食サービス事業をメインの事業領域と位置づけておりま

す。外食サービス事業においては、食の安全・安心・健康をテーマとし、品質の追求と顧客ニーズに即したサービスの

提供を通じてライフスタイルにおける価値を具現化してまいります。

  印刷流通事業では、情報加工企業への転換を推進し、デジタル情報の料理人としてクリエイティブ分野の開発を進め

てまいるとともに、ソリューション営業を積極的に展開してまいります。

  当社グループでは、これらの事業を具現化すべく、グループ会社の自主性・独立性を尊重しつつ、グループ全体での

効率性と効果を追求してまいります。このことで、長期的かつ安定的な成長と拡大を実現する企業グループの構築を目

指してまいります。

 

（2） 目標とする経営指標

  当社グループは平成23年3月期に売上高555億円、営業利益43億円、経常利益39億円、当期純利益20億円の達成を目標

とした中期経営計画を策定しております。この目標数値を実現するために、既存事業の拡大・成長とＭ＆Ａにより取得

した事業のバリューアップを目指したあらゆる施策を実行してまいります。当社の最重点経営指標は、年度計画の100%

達成にあります。そのための目標管理として、各子会社の業績管理はウィークリーにて行い、計画と実績の差異に対す

る政策の変更と追加を適時行ってまいります。

（3） 中期的な経営戦略並びに対処すべき課題

  当社グループが策定した「ヴィア・グループ中期経営計画」における3年間を「ヴィア・グループの新たな飛躍に向

けた足場固めと成長期間」とし、確実な利益成長を目指しております。外食サービス事業については、当社グループの

中核の事業領域と位置づけ、「既存業態の強化と拡大」「新規取得事業のバリューアップ」に集中してまいります。具

体的には、業態転換も含めた積極的なスクラップ・アンド・ビルドの推進、メニュー開発サイクルの短縮化、グループ

のトータルスケールメリットを活かしたコストダウン化等を確実に実施し、収益体質の強化を図ってまいります。

  印刷流通事業については、「再編と再生」を実施し収益構造の変革を確実に進めてまいります。具体的には、従来型

印刷からオーサリング等電子化への転換やリプレースと生産工程の一元管理、ソリューション営業の推進、版権ビジネ

スの強化等に取り組んでまいります。このことにより従来から志向している「情報加工企業」への転換を加速させ、当

社グループの印刷流通事業全体の収益性を高めてまいります。

  一方で、グループ経営におけるコーポレートガバナンスの強化を目的とし、各子会社業績のウィークリー管理の徹底

など、モニタリング機能の強化をするとともに、内部統制と業務の効率化といった観点から、各子会社に分散している

事務管理機能の集約化を図ります。特に情報システムについては、意思決定のスピード向上及び内部統制システムの整

備と強化を進めるため、抜本的な再構築を進めてまいります。

  また、グループの発展・拡大に欠かせない人材の確保・育成については、時代に即した人事処遇制度の導入や労働条

件の改善を継続的に進め、従業員の生活向上のための施策をより一層強化してまいります。

  これらの取り組みより、グループ全体の収益性を飛躍的に高め、企業価値の向上を図ってまいります。

 

（4） 内部管理体制の整備・運用状況

 当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方

及びその整備状況」に記載しております。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年3月31日）
当連結会計年度

（平成20年3月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

1．現金及び預金   1,169,550   1,691,833   

2．受取手形 ※3  432,846   －   

3．売掛金   2,330,538   －   

4．受取手形及び売掛金   －   2,438,741   

5．有価証券   79,380   27,440   

6．商品   328,564   －   

7．材料   136,923   －   

8．仕掛品   133,893   －   

9．貯蔵品   40,625   －   

10．商品ソフトウェア   11,375   －   

11．たな卸資産   －   577,575   

12．前払費用   248,036   －   

13．短期貸付金   18,751   －   

14．未収入金   161,295   －   

15．立替金   98,480   －   

16．未収消費税等   21,831   －   

17．繰延税金資産   147,790   183,677   

18．その他   93,077   959,663   

貸倒引当金   △37,395   △35,095   

流動資産合計   5,415,564 21.8  5,843,836 18.6 428,271

         

Ⅱ　固定資産         

1．有形固定資産         

（1）建物 ※1 10,150,868   －    

減価償却累計額  2,522,212 7,628,655  － －   

（2）構築物  53,217   －    

減価償却累計額  17,125 36,091  － －   

（3）建物及び構築物 ※1 －   15,505,817    

減価償却累計額  － －  4,782,067 10,723,750   

（4）機械装置  920,202   －    

減価償却累計額  347,927 572,275  － －   

（5）車両及び運搬具  19,939   －    

減価償却累計額  18,821 1,118  － －   

（6）機械装置及び運搬具  －   1,088,143    

減価償却累計額  － －  489,252 598,891   

（7）工具器具備品  1,852,726   2,402,956    

減価償却累計額  691,138 1,161,588  1,089,319 1,313,637   

（8）土地 ※1  1,756,324   2,419,174   

（9）建設仮勘定   207,248   95,499   

有形固定資産合計   11,363,301 45.6  15,150,953 48.1 3,787,651

㈱ヴィア・ホールディングス　（7918）　平成 20 年 3 月期決算短信

－ 10 －



  
前連結会計年度

（平成19年3月31日）
当連結会計年度

（平成20年3月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

2．無形固定資産         

（1）のれん   2,803,833   3,157,674   

（2）商標権   222,173   －   

（3）意匠権   6,977   －   

（4）電話加入権   32,814   －   

（5）建物賃借権   33,897   －   

（6）ソフトウェア   675,020   －   

（7）その他   122,256   823,277   

無形固定資産合計   3,896,973 15.7  3,980,952 12.6 83,978

         

3．投資その他の資産         

（1）投資有価証券   197,404   262,935   

（2）出資金   13,350   －   

（3）長期貸付金   19,126   14,468   

（4）長期未収入金   37,011   －   

（5）敷金・保証金   2,794,029   4,952,123   

（6）長期前払費用   129,220   －   

（7）繰延税金資産   1,011,671   1,116,822   

（8）その他   16,747   213,991   

 　　貸倒引当金   △7,694   △45,608   

投資その他の資産合計   4,210,868 16.9  6,514,732 20.7 2,303,864

固定資産合計   19,471,143 78.2  25,646,638 81.4 6,175,494

         

Ⅲ　繰延資産         

1．新株発行費   4,081   －   

2．株式交付費   －   4,433   

3．創立費   1,837   977   

繰延資産合計   5,919 0.0  5,410 0.0 △508

資産合計   24,892,627 100.0  31,495,885 100.0 6,603,257
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前連結会計年度

（平成19年3月31日）
当連結会計年度

（平成20年3月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

1．支払手形 ※3  934,661   －   

2．買掛金   1,985,899   －   

3．支払手形及び買掛金   －   3,367,976   

4．短期借入金 ※1  678,000   7,079,782   

5．1年以内返済予定の長
期借入金

※1  3,392,086   －   

6．未払金   469,233   1,313,249   

7．1年以内返済予定の長
期未払金

  126,088   －   

8. 前受金   151,821   －   

9．未払費用   695,979   1,076,561   

10．未払法人税等   106,652   105,862   

11．未払消費税等   143,556   －   

12．賞与引当金   215,834   245,375   

13．返品調整引当金   5,500   －   

14．その他   141,455   482,646   

流動負債合計   9,046,767 36.3  13,671,453 43.4 4,624,685

         

Ⅱ　固定負債         

1．社債   －   100,000   

2．長期借入金 ※1  8,500,854   10,299,078   

3．退職給付引当金   181,218   －   

4．長期未払金   232,760   －   

5. 預り保証金   273,741   －   

6. その他   －   482,148   

固定負債合計   9,188,573 36.9  10,881,226 34.5 1,692,652

負債合計   18,235,341 73.3  24,552,679 78.0 6,317,338

         

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   2,736,064 11.0  2,738,352 8.7 2,288

２．資本剰余金   3,439,138 13.8  3,441,426 10.9 2,288

３．利益剰余金   462,112 1.9  △1,116,027 △3.5 △1,578,139

４．自己株式   △1,747 △0.0  △1,809 △0.0 △62

　株主資本合計   6,635,566 26.7  5,061,941 16.1 △1,573,625

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  2,820 0.0  △60,490 △0.2 △63,311

　評価・換算差額等合計   2,820 0.0  △60,490 △0.2 △63,311

Ⅲ　新株予約権   10,414 0.0  41,754 0.1 31,340

Ⅳ　少数株主持分   8,483 0.0  1,900,000 6.0 1,891,516

純資産合計   6,657,285 26.7  6,943,205 22.0 285,919

負債純資産合計   24,892,627 100.0  31,495,885 100.0 6,603,257
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

1．外食サービス事業売上高   24,524,966   28,635,816   

2．印刷流通事業売上高   8,610,475   6,970,770   

合計   33,135,441 100.0  35,606,586 100.0 2,471,145

         

Ⅱ　売上原価         

1．外食サービス事業売上原価   8,354,073   9,420,902   

2．印刷流通事業売上原価   7,107,611   6,186,001   

合計   15,461,685 46.7  15,606,904 43.8 145,218

売上総利益   17,673,755 53.3  19,999,682 56.2 2,325,927

         

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  16,527,466 49.9  19,588,357 55.0 3,060,891

営業利益   1,146,289 3.5  411,325 1.2 △734,963

         

Ⅳ　営業外収益         

1．受取利息  2,389   9,471    

2．受取配当金  3,680   1,727    

3．協賛金収入  113,523   162,391    

4．その他  91,287 210,881 0.6 63,701 237,291 0.7 26,409

         

Ⅴ　営業外費用         

1．支払利息  258,284   321,510    

2．その他  52,333 310,618 0.9 57,170 378,680 1.1 68,062

経常利益   1,046,552 3.2  269,935 0.8 △776,616

         

Ⅵ　特別利益         

1．固定資産売却益  －   10,864    

2．投資有価証券売却益  70,260   －    

3．その他  499 70,759 0.2 3,461 14,326 0.0 △56,432

         

Ⅶ　特別損失         

1．固定資産除却損 ※4 114,566   451,089    

2．減損損失 ※3 6,330   940,311    

3．閉店損失  144,559   －    

4．その他  53,670 319,127 1.0 294,221 1,685,622 4.7 1,366,495

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）
  798,184 2.4  △1,401,360 △3.9 △2,199,545

法人税、住民税及び事業税  184,932   162,094    

法人税等調整額  398,037 582,969 1.8 △98,105 63,989 0.2 △518,980

少数株主損失   △1,516 △0.0  －  1,516

当期純利益又は
当期純損失（△）

  216,731 0.7  △1,465,349 △4.1 △1,682,080
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日　残高（千円） 2,640,000 3,343,706 245,381 △1,738 6,227,348

連結会計年度中の変動額

新株の発行 96,064 95,432   191,496

当期純利益   216,731  216,731

自己株式の取得    △9 △9

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

96,064 95,432 216,731 △9 408,217

平成19年3月31日　残高（千円） 2,736,064 3,439,138 462,112 △1,747 6,635,566

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年3月31日　残高（千円） 45,536 ― ― 6,272,885

連結会計年度中の変動額

新株の発行    191,496

当期純利益    216,731

自己株式の取得    △9

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△42,715 10,414 8,483 △23,818

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△42,715 10,414 8,483 384,399

平成19年3月31日　残高（千円） 2,820 10,414 8,483 6,657,285

㈱ヴィア・ホールディングス　（7918）　平成 20 年 3 月期決算短信

－ 14 －



当連結会計年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年3月31日　残高（千円） 2,736,064 3,439,138 462,112 △1,747 6,635,566

連結会計年度中の変動額

新株の発行 2,288 2,288   4,576

剰余金の配当   △121,274  △121,274

当期純損失   △1,465,349  △1,465,349

その他利益剰余金増加額   8,483  8,483

自己株式の取得    △62 △62

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

2,288 2,288 △1,578,139 △62 △1,573,625

平成20年3月31日　残高（千円） 2,738,352 3,441,426 △1,116,027 △1,809 5,061,941

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成19年3月31日　残高（千円） 2,820 10,414 8,483 6,657,285

連結会計年度中の変動額

新株の発行    4,576

剰余金の配当    △121,274

当期純損失    △1,465,349

その他利益剰余金増加額    8,483

自己株式の取得    △62

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△63,311 31,340 1,891,516 1,859,544

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△63,311 31,340 1,891,516 285,919

平成20年3月31日　残高（千円） △60,490 41,754 1,900,000 6,943,205
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

    

1．税金等調整前当期純利益
（△損失）

 798,184 △1,401,360  

2．減価償却費  1,092,029 1,275,716  

3．のれん償却額  315,342 378,252  

4．減損損失  6,330 940,311  

5．退職給付引当金増加額  10,260 －  

6．貸倒引当金の増加額  20,581 35,613  

7．貸倒損失  261 33,005  

8．賞与引当金の増加額  9,686 26,491  

 9．返品調整引当金の増減額
（△減）

 5,500 △5,500  

10．新株予約権発行に伴うみな
し人件費

 10,414 35,912  

11．受取利息・配当金  △6,070 △11,198  

12．支払利息  258,284 321,510  

13．為替差損益（△益）  △132 410  

14．有価証券評価損益
（△益）

 △1,329 24,498  

15．投資有価証券評価損  4,000 34,470  

16．投資有価証券売却益  △70,260 －  

17．有形固定資産除却損  108,236 105,230  

18．有形固定資産売却損益
（△益）

 16,769 △8,772  

19．無形固定資産除却損  － 345,859  

20．売上債権の増減額（△増）  △393,020 309,293  

21．たな卸資産の増減額（△増） ※2　 △139,776 127,575  

22．仕入債務の増加額  355,870 316,182  

23. 預り営業保証金の増減額
（△減）

 1,302 △12,364  

24．その他流動資産の増減額
（△増）

 117,254 △308,367  

25．その他流動負債の増加額  64,436 131,048  

小　　　　　計  2,584,157 2,693,818 109,661

26．利息及び配当金の受取額  6,070 11,198  

27．利息の支払額  △216,189 △317,896  

28．法人税等の支払額  △232,117 △164,154  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 2,141,921 2,222,965 81,044
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前連結会計年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

    

1．定期預金の払戻による収入  35,000 －  

2．有価証券の取得による支出  △78,050 △50,609  

3．有形固定資産の取得による
支出

 △2,203,300 △3,585,004  

4. 有形固定資産の売却による
収入

 213,500 80,658  

5．無形固定資産の取得による
支出

※2　 △403,079 △403,056  

6．投資有価証券の取得による
支出

 △3,847 △126,224  

7．投資有価証券の売却による
収入

 217,560 －  

 8. 新規連結会社株式取得によ
る支出

 △416,936 －  

 9．新規連結会社株式取得によ
る収入

 10,000 133,163  

10．貸付金の増減額（△増）  △14,790 2,454  

11. 長期貸付金の支出  △15,000 －  

12. 長期貸付金の回収  13,807 4,657  

13．長期未収入金の増減額
（△増）

 5,085 △11,335  

14．敷金・保証金の預入による
支出

 △587,743 △1,289,718  

15．敷金・保証金の返還による
収入

 613,249 240,690  

16．預り保証金の減少による支
出

 － △13,891  

17．預り保証金の増加による収
入

 21,543 30,000  

18．その他の投資活動による支
出

 △64,733 －  

19．その他の投資活動による収
入

 － 35,501  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △2,657,736 △4,952,714 △2,294,978
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前連結会計年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

1．短期借入金の増減額（△
減）

 △2,709,205 △372,267  

2．長期借入金による収入  9,100,000 7,050,000  

3．長期借入金の返済による支
出

 △6,221,905 △5,072,695  

4．長期未払金の増加による収
入

 － 21,437  

5．長期未払金の返済による支
出

 △435,455 △246,425  

6．社債発行による収入  － 100,000  

7．株式発行による収入  191,496 1,900,004  

8．株式発行に伴う支出  － △6,650  

9．自己株式の取得による支出  △9 △62  

10．配当金の支払額  － △120,899  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △75,079 3,252,442 3,327,521

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

 132 △410 △542

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（△減）

 △590,762 522,283 1,113,046

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

 1,760,313 1,169,550 △590,762

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残
高

※1 1,169,550 1,691,833 522,283
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）子会社は全て連結しております。

連結子会社の数　　10社

主要な連結子会社名は、「企業集団の

状況」に記載しているため、省略して

おります。

このうち、当連結会計年度において、

㈱パチャコム・ジャパンは新たに設立

したことにより、また、㈱紅とんは株

式取得により、それぞれ当連結会計年

度より連結子会社に含めております。

(1）子会社は全て連結しております。

連結子会社の数　　12社

主要な連結子会社名は、「企業集団の

状況」に記載しているため、省略して

おります。

このうち、㈱一源及び㈱いらかは当連

結会計年度において株式を取得したこ

とにより、それぞれ当連結会計年度よ

り連結子会社に含めております。

(2）主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社はありません。

(2）主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社はありません。

２．持分法の適用に関する事

項

　該当事項はありません。 　　　同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　すべての連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。

　　　同左

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

売買目的有価証券

　時価法（売却原価は移動平均法に

　より算出しております。）

その他の有価証券

　時価のあるもの

　時価法（評価差額は、全部純資

　産直入法により処理し、売却原

　価は移動平均法により算定して

　おります。）

時価のないもの

  移動平均法による原価法

 デリバティブ

時価法

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

売買目的有価証券

　同左

 

その他の有価証券

  時価のあるもの

　同左

 

 

 

時価のないもの 

　　同左

 デリバティブ

 　 同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

②　たな卸資産

材料

最終仕入原価法によっております。

仕掛品

個別法による原価法によっておりま

す。

商品（印刷流通事業用）

最終仕入原価法によっております。

貯蔵品

最終仕入原価法によっております。

商品ソフトウェア（日本システム用）

販売ゲーム商品のソフトウェアの開

発費を販売見込総数を分母とし、販

売実数を分子として求めた売上原価

配分額を控除した残額で評価してお

ります。

②　たな卸資産

材料

同左 

仕掛品

同左  

 

商品（印刷流通事業用）

同左

貯蔵品

同左 

―

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　定額法を採用しております。

　耐用年数及び残存価額については、

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。

　なお、建物については、平成10年度

の税制改正により耐用年数の短縮が行

われているが、改正前の耐用年数を継

続して適用しております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　定額法を採用しております。

　主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

　建物　　　　　3～35年

　機械装置　　　9～10年

　工具器具備品　2～15年

 

 

 

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　耐用年数については、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。

　なお、ソフトウエア（自社利用）に

ついては、社内における見込利用期間

(5年間）による定額法を採用しており

ます。

②　無形固定資産

　同左

 

 

(3）重要な繰延資産の減価償却の方法

①　新株発行費

　3年間にわたり均等償却しておりま

す。

(3）重要な繰延資産の減価償却の方法

①　新株発行費

　―

②　創立費

　5年間にわたり均等償却しておりま

す。

②　創立費

　同左

③　―

　

③　株式交付費

　3年間にわたり均等償却しておりま

す。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

 

 

 

 

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、回収不能見込額を計上しておりま

す。

a.一般債権

貸倒実績率によっております。

b.貸倒懸念債権及び破産更生債権

財務内容評価法によっております。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　同左

 

 

 

 

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

当連結会計年度に負担すべき支給見込

額を計上しております。

②　賞与引当金

　同左

 

 

 

 

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき、当連結会計年度末

において発生していると認められる額

を簡便法により計上しております。

 

④　返品調整引当金

　連結子会社たる㈱日本システムは商

品の返品による損失に備えるため、期

末の売掛債権を基礎として返品見込額

の売買利益相当額を計上しております。

③　退職給付引当金

　平成19年4月に退職一時金制度から

確定拠出年金制度に全面的に移行し、

「退職給付制度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準適用指針第1

号）を適用しております。

　なお、本移行に伴う影響額はありま

せん。

④　返品調整引当金

　―

 

 

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準

　外貨建金銭債権・債務は連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準

　　同左

 

 

 

 

 

(6）重要なリース取引の処理方法

　ファイナンス・リース取引については、

すべてリース物件の所有権が借手に移転

すると認められるもの以外の取引であり、

通常の賃貸借取引に準じた会計処理を採

用しております。

(6）重要なリース取引の処理方法

　　同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

 

 

(7）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしておりますので、特例

処理を採用しております。

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

　借入金の利息

③　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する

目的で利用しております。ヘッジ対象

の識別は個別契約毎に行っております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの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。

(7）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　同左

 

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

 

③　ヘッジ方針

　同左

 

 

 

④　ヘッジ有効性評価の方法

　同左

 

 

 

 

(8）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式を採

用しております。

(8）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①　消費税等の会計処理

　同左

 

 

 

②　連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

②　連結納税制度の適用

　同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

　　　同左

 

 

６．のれんの償却に関する事

項

　のれんの償却については、効果の発現す

る期間を合理的に見積り、均等償却してお

ります。なお、償却年数は10年間でありま

す。

　　　同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、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ヶ月以

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
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成１７年１

２月９日）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」（企業会計基準適用指針第８号　

平成１７年１２月９日）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6,638,386千円で

あります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

 

　　　―　

（ストックオプション等に関する会計基準等）

　当連結会計年度より、「ストックオプション等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企

業会計基準第８号）及び「ストックオプション等に関する

会計基準の適用指針」（平成18年５月31日　企業会計基準

適用指針第11号）を適用しております。

  これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益は、それぞれ10,414千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。

 

（会計方針の変更）

　従来、㈱暁印刷の受注した印刷物の基礎になる版下及び

フィルムの再販用製作原価を、期末洗替方式により、流動

資産の「仕掛品」に計上しておりましたが、デジタル化の

推進等、昨今の技術革新を踏まえ、たな卸資産とするより

もソフトウェアとして減価償却による費用配分をしていく

ことが適切であるという理由により、当連結会計年度より

無形固定資産の「ソフトウェア」計上しております。また、

外部より購入した版下及びフィルムについても期末洗替に

より「貯蔵品」に計上しておりましたが、同様の理由から

当連結会計年度より無形固定資産の「ソフトウェア」に計

上しております。この変更により、「仕掛品」は156,529千

円、「貯蔵品」は280,000千円減少し、「ソフトウェア」は

436,529千円増加しています。また、従来の方法によった場

合に比べて当連結会計年度の営業利益、経常利益、税金等

調整前当期純利益は87,305千円それぞれ減少しております。

なお、セグメントに与える影響は、当該箇所に記載してお

ります。

　　　―

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当連結会計期間より、平成19年4

月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の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。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において「連結調整勘定」として掲記さ

れていたものは、当連結会計年度から「のれん」と表示し

ております。

（連結貸借対照表）

  従来、区分掲記しておりました科目について、連結貸

借対照表の一覧性向上の観点から、当連結会計年度より、

連結財務諸表規則に基づき一部の科目について集約して

表示しております。なお、詳細は以下に記載しておりま

す。　

　前連結会計年度において「受取手形」、「売掛金」と

して区分掲記されていたものは、当連結会計年度におい

て「受取手形及び売掛金」と表示しております。

　前連結会計年度において「商品」、「材料」、「仕掛

品」、「貯蔵品」、「商品ソフトウェア」として区分掲

記されていたものは、当連結会計年度において「たな卸

資産」と表示しております。

　前連結会計年度において「前払費用」、「短期貸付金」、

「未収入金」、「立替金」、「未収消費税等」として区

分掲記されていたものは、当連結会計年度において流動

資産の「その他」に含めて表示しております。

　前連結会計年度において「建物」、「構築物」として

区分掲記されていたものは、当連結会計年度において「建

物及び構築物」と表示しております。

　前連結会計年度において「機械装置」、「車両及び運

搬具」として区分掲記されていたものは、当連結会計年

度において「機械装置及び運搬具」と表示しておりま

す。

　前連結会計年度において「商標権」、「意匠権」、「電

話加入権」、「建物賃借権」、「ソフトウェア」として

区分掲記されていたものは、当連結会計年度において無

形固定資産の「その他」に含めて表示しております。

　前連結会計年度において「出資金」、「長期未収入金」、

「長期前払費用」として区分掲記されていたものは、当

連結会計年度において投資その他の資産の「その他」に

含めて表示しております。

　前連結会計年度において「支払手形」、「買掛金」と

して区分掲記されていたものは、当連結会計年度におい

て「支払手形及び買掛金」と表示しております。

　前連結会計年度において「一年以内返済予定の長期借

入金」として掲記されていたものは、当連結会計年度に

おいて「短期借入金」に含めて表示しております。

　前連結会計年度において「一年以内返済予定の長期未

払金」として掲記されていたものは、当連結会計年度に

おいて「短期未払金」に含めて表示しております。

　前連結会計年度において「前受金」、「未払消費税等」

として区分掲記されていたものは、当連結会計年度にお

いて流動負債の「その他」に含めて表示しております。

　前連結会計年度において「長期未払金」、「預り保証

金」として区分掲記されていたものは、当連結会計年度

において固定負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。
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前連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

 （連結損益計算書）

　前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」として

注記されていたものは、当連結会計年度から「のれん償却

額」と表示しております。

 （連結損益計算書）

　前連結会計年度において区分掲記しておりました「閉

店損失」は、特別損失の総額100分の10以下となったため、

当連結会計年度において特別損失の「その他」に含めて

表示しております。

 

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」として

掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれん償却

額」と表示しております。 

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

  ―
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年3月31日）

当連結会計年度
（平成20年3月31日）

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 888,140千円

土地 1,448,540千円

計 2,336,680千円

建物   964,935千円

土地 2,125,151千円

計 3,090,086千円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金  800,000千円

長期借入金 2,800,000千円

計 3,600,000千円

短期借入金 1,370,000千円

長期借入金 4,280,000千円

計 5,650,000千円

※２．偶発債務

　連結会社以外の会社の仕入債務に対し、100,000千

円の債務保証を行っております。

※２．偶発債務

　連結会社以外の会社の仕入債務に対し、100,000千

円の債務保証を行っております。

※３．連結会計年度末日満期手形 

　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。

　当連結会計年度末日満期手形の金額は次のとおりで

あります。

　　受取手形　　 18,220千円

　　支払手形　　213,975千円

※３．連結会計年度末日満期手形 

  ―
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給与及び手当 6,497,876千円

役員報酬 330,018千円

広告宣伝費 495,523千円

賃借料 2,693,386千円

交通費 253,380千円

消耗品費 519,378千円

水道光熱費 1,070,020千円

減価償却費 819,305千円

のれん償却額 315,342千円

給与及び手当    8,040,269千円

役員報酬      372,346千円

広告宣伝費      220,732千円

賃借料    3,407,873千円

交通費     223,557千円

消耗品費  501,157千円

水道光熱費   1,336,587千円

減価償却費  1,093,424千円

のれん償却額      378,252千円

※２．一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費

35,391千円

※２．一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費

      33,009千円

※３．減損損失

　資産を事業種類に応じて工場・店舗などの事業所の

単位で減損の兆候を検証しました。

　その結果、株式会社フードリームの一部店舗につい

て将来のキャッシュ・フローを基準に回収可能性を測

定した結果、将来キャッシュ・フローによる回収が見

込めないので、建物3,656千円、機械装置2,418千円、

工具器具備品255千円、合計6,330千円の減損損失を計

上しております。

　なお、回収可能価額は、使用価値により測定してお

り、将来キャッシュ・フローを5.5％で割り引いて算

定しております。

※３．減損損失

　当社は、当連結会計年度において、当社の完全子会

社である株式会社日本システムの現況及び今後の見通

し等を勘案した結果、短期的な純資産価値の回復が困

難であると判断し、のれん605,805千円の減損損失を

計上しました。　

　加えて、資産を事業種類に応じて工場・店舗などの

事業所等の単位で減損の兆候を検証しました。

　将来のキャッシュ・フローを基準に回収可能性を測

定した結果、以下の事業所等で将来キャッシュ・フ

ローによる回収が見込めないため、減損損失を計上し

ました。

（１）事業所等

　株式会社扇屋コーポレーションの一部店舗

　株式会社ぼちぼちの一部店舗

　株式会社紅とんの一部店舗

　株式会社NBKの一部店舗

　株式会社一源の一部店舗

　株式会社パチャコムジャパンのノウハウ権

　

 

 

 

（２）減損損失の内訳

建物      195,473千円

工具器具備品       21,237千円

のれん     605,805千円

ノウハウ権       92,142千円

ソフトウェア     21,082千円

その他      4,569千円

計     940,311千円

 

※４．固定資産除却損

　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

※４．固定資産除却損

　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 96,785千円

工具器具備品 13,336千円

その他 4,444千円

計 114,566千円

建物       95,896千円

ソフトウェア     345,284千円

その他      9,909千円

計      451,089千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式（注）１ 23,625 632 ― 24,257

合計 23,625 632 ― 24,257

自己株式

普通株式 2 0 ― 2

合計 2 0 ― 2

（注）１．普通株式の増加632千株は、ストック・オプションの行使による増加であります。 

　　　２．自己株式の増加0千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
　　－ － － － － 10,414

合計 － － － － － 10,414

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 　　　　　　該当事項はありません。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月28日

定時株主総会
普通株式 121,295  利益剰余金 5 平成19年3月31日 平成19年6月29日
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当連結会計年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式（注）１ 24,257 4 ― 24,261

合計 24,257 4 ― 24,261

自己株式

普通株式 2 0 ― 2

合計 2 0 ― 2

（注）１．普通株式の増加4千株は、ストック・オプションの行使による増加であります。 

　　　２．自己株式の増加0千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
　　－ － － － － 41,754

合計 － － － － － 41,754

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 　　　　　　該当事項はありません。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年6月27日

定時株主総会
普通株式 121,297  資本剰余金 5 平成20年3月31日 平成20年6月30日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成19年3月31日現在）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成20年3月31日現在）

現金及び預金勘定 1,169,550千円

預入期間が3ヶ月を超

える定期預金
     ― 千円

現金及び現金同等物 1,169,550千円

現金及び預金勘定   1,691,833千円

預入期間が3ヶ月を超

える定期預金
     　 ― 千円

現金及び現金同等物  1,169,833千円

 

２．重要な非資金取引の内容

（会計方針の変更）に記載のとおり、次の資産の増減は

勘定科目名の変更に伴うものであり、資金の増減を伴っ

ておりません。

たな卸資産の減少　　　436,529千円

無形固定資産の増加　　436,529千円

 

２．重要な非資金取引の内容

 ―

 

３．株式の取得により連結子会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳

 

３．株式の取得により連結子会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳

（株式会社紅とん）

流動資産 220,020千円

固定資産 211,539千円

資産合計 431,560千円

流動負債 285,950千円

固定負債 100,529千円

負債合計 386,479千円

 

    

   

  

   

  

   

 

４．事業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な　

内訳

　  ―

（株式会社一源）

流動資産     155,055千円

固定資産    2,378,777千円

資産合計   2,533,832千円

流動負債   2,078,380千円

固定負債  1,291,263千円

負債合計   3,369,644千円

（株式会社いらか）

流動資産     230,788千円

固定資産    200,676千円

資産合計   431,465千円

流動負債   407,314千円

固定負債  －千円

負債合計   407,314千円

 

４．事業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な　

内訳

（株式会社NBK）

流動資産     287,505千円

固定資産    3,058,017千円

資産合計   3,345,523千円

流動負債  1,977,591千円

固定負債 51,437千円

負債合計   2,029,028千円
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

 （単位：千円）

 
外食サービス事業 印刷流通事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ売上高及び営業損益

 売上高

 (1)外部顧客に対する売上高

 (2)セグメント間の内部売上

　　高又は振替高

24,524,966

1,049

8,610,475

146,086

33,135,441

147,135

―

△147,135

33,135,441

―

計 24,526,015 8,756,561 33,282,576 △147,135 33,135,441

営業費用 23,301,078 8,432,688 31,733,767 255,384 31,989,151

営業利益 1,224,937 323,872 1,548,809 △402,520 1,146,289

Ⅱ資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出

　資産

　減価償却費

　減損損失

　資本的支出

13,098,997

716,645

6,330

2,384,088

4,362,380

281,102

―

564,133

17,461,377

997,748

―

2,948,221

7,431,249

106,988

6,330

246,860

24,892,627

1,104,737

6,330

3,195,081

　（注）1.　事業区分の方法

　　　　　　製品の種類・性質及び販売市場の類似性などを考慮し、印刷流通事業、外食サービス事業の2事業に区

　　　　　分しております。

　　　　2.　各事業区分の主な事業内容

　　　　　a.外食サービス事業：焼き鳥居酒屋「総本家備長扇屋」、大阪風お好み焼き「ぼちぼち」、その他飲食店経営

　　　　　b.印刷流通事業　　：書籍・雑誌印刷受注製造を中心に、物販事業会社向けの消耗備品・商業印刷物卸販売

並びに遊戯機器の販売等

　　　　3.　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費の金額は当連結会計年度588,423千円であ

　　り、その主なものは親会社本社の管理部門等に係る費用であります。

　　　　4.　事業区分の変更

　　　　　　事業区分の方法については、従来、不動産賃貸については「その他の事業」の区分に属しておりました

　　　　　　が、印刷流通事業に付随することが多いため、「印刷流通事業」に含めることにいたしました。

　　　　5.　会計方針の変更

　　　　　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更（会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結

　　　　　会計年度より従来「たな卸資産」に計上していたものを「ソフトウェア」に変更しております。この変更に

　　　　　伴い、従来の方法によった場合に比べて、印刷流通事業の営業費用は、87,305千円増加し、営業利益が同額

　　　　　減少しております。

 　　　　　　（ストックオプション等に関する会計基準等）

　　　　　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、「ス

　　　　　トックオプション等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準第８号）

　　　　　及び「ストックオプション等に関する会計基準の適用指針」（平成18年５月31日　企業会計基準適用指針

　　　　　第11号）を適用しております。

  　　　　　これにより、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は10,414千円増加し、営業

　　　　　利益が同額減少しております。
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当連結会計年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

 （単位：千円）

 
外食サービス事業 印刷流通事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ売上高及び営業損益

 売上高

 (1)外部顧客に対する売上高

 (2)セグメント間の内部売上

　　高又は振替高

28,635,816

315

6,970,770

169,514

35,606,586

169,829

―

△169,829

35,606,586

―

計 28,636,132 7,140,284 35,776,416 △169,829 35,606,586

営業費用 27,439,969 7,288,031 34,728,001 467,259 35,195,261

営業利益 1,196,162 △147,747 1,048,415 △637,089 411,325

Ⅱ資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出

　資産

　減価償却費

　減損損失

　資本的支出

20,947,206

935,298

299,038

4,255,459

3,205,682

182,015

35,467

30,412

24,152,889

1,117,313

334,506

4,285,872

7,342,995

148,500

605,805

212,582

31,495,885

1,265,814

940,311

4,498,454

　（注）1.　事業区分の方法

　　　　　　製品の種類・性質及び販売市場の類似性などを考慮し、印刷流通事業、外食サービス事業の2事業に区

　　　　　分しております。

　　　　2.　各事業区分の主な事業内容

　　　　　a.外食サービス事業：焼き鳥居酒屋「総本家備長扇屋」、刺身居酒屋「うおや一丁」、大阪風お好み焼き「ぼ

ちぼち」、その他飲食店経営

　　　　　b.印刷流通事業　　：書籍・雑誌印刷受注製造を中心に、物販事業会社向けの消耗備品・商業印刷物卸販売

並びに遊戯機器の販売等

　　　　3.　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費の金額は当連結会計年度788,841千円であ

　　り、その主なものは親会社本社の管理部門等に係る費用であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

　　　　前連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

　　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　　　　当連結会計年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

　　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高

　　　　前連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

　　　　本邦以外の国又は地域への海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略してお

　　　ります。

　　　　当連結会計年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

　　　　本邦以外の国又は地域への海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略してお

　　　ります。 

㈱ヴィア・ホールディングス　（7918）　平成 20 年 3 月期決算短信

－ 33 －



（企業結合等関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（パーチェス法の適用） （パーチェス法の適用）

　― 　　当社の100％子会社NBKは、平成20年2月15日付けで

セラヴィリゾート株式会社から居酒屋事業を譲受け

いたしました。

 （1）企業結合の概要

①事業を取得した相手企業の名称

　セラヴィリゾート株式会社

②取得した事業の内容

　居酒屋の経営

③企業結合を行った理由

　店舗資産の活用によるシナジー効果が見込まれ

  るため

④企業結合日

　平成20年2月15日

⑤企業結合の法的形式

　事業資産・負債の譲受

⑥結合後企業の名称

　株式会社NBK

 （2）連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

　   平成20年2月15日から平成20年3月31日まで

（3）取得した事業の取得原価及びその内訳

取得の対価    1,587,648千円

付随費用 232,596千円

取得原価   1,820,244千円

 （4）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び

      償却期間

    ①のれんの金額　　271,153千円

    ②のれんの発生原因

　    グループシナジー効果により期待される将来収益

      力に対する戦略的投資として発生いたしました。

    ③償却方法及び償却期間

　    5年間で均等償却しております。

  （5）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負

債

  の額並びにその主な内容　

 流動資産     287,505千円

固定資産    3,058,017千円

資産合計   3,345,523千円

流動負債  1,744,995千円

固定負債 51,437千円

負債合計   1,796,432千円
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

  

（6）企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了し

     たと仮定したときの当期の連結損益計算書への

     影響の概算額

        売上高        9,826,496千円

　　　　営業利益　　　　621,869千円

　　（概算額の算定方法及び重要な前提条件）

上記は、事業の譲受日が平成20年2月15日であること

から、平成20年2月15日から平成20年3月31日までの

期間を結合後の初動期間とし、その間における売上

高並びに営業損益の額を平均した額によっておりま

す。

なお、当該注記は監査証明を受けておりません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

１株当たり純資産額 274円　47銭

１株当たり当期純利益金額 9円　06銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
8円　94銭

１株当たり純資産額 286円  20銭

１株当たり当期純損失金額  60円  41銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
－

  

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。なお、当連結会計年度における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については

1株当たり当期純損失のため記載しておりません。

 
前連結会計年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

1株当たり当期純利益又は当期純損失   

当期純利益

    又は当期純損失（△）　　（千円）
216,731 △1,465,349

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） 216,731 △1,465,349

期中平均株式数          （千株） 23,928 24,256

   

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額       （千円） － －

普通株式増加数         （千株） 306 38

　（うち新株予約権）  （ 306) （ 38)

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

新株予約権1種類

（新株予約権の数1,230個）

新株予約権1種類

（新株予約権の数830個）
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　当社及び連結子会社は、平成19年４月1日に退職一時

金制度から確定拠出年金制度へ全部移行し、「退職給

付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準

適用指針第１号）を適用する予定であります。

　本移行に伴う翌連結会計年度の損益に与える影響額

は軽微であります。

　当社の連結子会社である株式会社暁印刷は、平成20

年3月27日開催の臨時株主総会の決議に基づき平成20年

5月1日を合併期日として、当社連結子会社である株式

会社日本システム及び株式会社ワールドプランニング

を吸収合併いたしました。

(1)合併の目的

　将来の一層の発展に向け、三社の機能を統合するこ

とで経営資源、情報・技術の共有化、効率化を進め、

当社グループの事業基盤拡大につなげていくことを目

的としたものであります。

(2)合併の方法

　株式会社暁印刷を存続会社とする吸収合併方式で株

式会社日本システム及び株式会社ワールドプランニン

グは解散いたします。

(3)合併比率

　株式会社暁印刷と株式会社日本システム、株式会社

ワールドプランニングは、いずれも当社の100％子会社

であることから、対等合併であります。

(4)業績に与える影響

　本件合併は、100%子会社間の合併であるため、業績

に与える影響はありません。
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（開示の省略）

　リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等に

関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度 当事業年度
対前年比

（平成19年3月31日） （平成20年3月31日）

区分 注記番号 金額（千円）
構成比

金額（千円）
構成比 増減

（％） （％） （千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

 1．現金及び預金  555,688 311,958  

 2．売掛金 ※2 14,756 50,759  

 3．有価証券 79,380 27,440  

 4．前払費用 7,108 8,579  

 5．短期貸付金  204 －  

 6．未収入金 ※2 400,812 245,262  

 7．立替金 ※2 116,784 20,337  

 8．未収消費税等 5,732 －  

 9．繰延税金資産 29,965 31,245  

10．その他 75,193 5,626  

流動資産合計 1,285,625 9.2 701,207 4.4 △584,417

Ⅱ　固定資産

 1．有形固定資産

（1）建物  ※1 1,161,144 1,123,359

　　減価償却累計額 202,836 958,307 243,684 879,674  

（2）構築物  17,902 17,902

　　減価償却累計額 3,999 13,903 5,218 12,684  

（3）工具器具備品  14,435 22,354

　　減価償却累計額 3,715 10,719 5,956 16,397  

（4）土地  ※1 1,462,300 1,448,540  

（5）建設仮勘定 100,977 5,016  

有形固定資産合計 2,546,208 18.3 2,362,312 14.7 △183,896
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前事業年度 当事業年度
対前年比

（平成19年3月31日） （平成20年3月31日）

区分 注記番号 金額（千円）
構成比

金額（千円）
構成比 増減

（％） （％） （千円）

 2．無形固定資産

（1）のれん － 32,281  

（2）商標権 52,807 45,127  

（3）電話加入権 2,120 2,120  

（4）ソフトウェア 211,771 390,454  

（5）その他 237 －  

無形固定資産合計 266,937 1.9 469,983 2.9 203,045

         

 3．投資その他の資産  

（1）投資有価証券  131,768 217,564  

（2）関係会社株式 4,626,073 3,979,914  

（3）出資金 12,660 12,660  

（4）敷金・保証金  95,806 95,984  

（5）長期貸付金  360 360  

（6）関係会社長期貸付金  ※2 3,926,719 7,346,164  

（7）長期前払費用 89,608 90,089  

（8）繰延税金資産 913,718 843,180  

（9）その他 8,816 8,816  

     貸倒引当金 － △26,000  

投資その他の資産合計 9,805,531 70.5 12,568,733 78.1 2,763,202

固定資産合計 12,618,677 90.7 15,401,029 95.6 2,782,352

Ⅲ　繰延資産

 1．新株発行費 3,344 －  

繰延資産合計 3,344 0.0 － － △3,344

資産合計 13,907,648 100.0 16,102,237 100.0 2,194,589
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前事業年度 当事業年度
対前年比

（平成19年3月31日） （平成20年3月31日）

区分 注記番号 金額（千円）
構成比

金額（千円）
構成比 増減

（％） （％） （千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

 1．短期借入金 ※2 510,000 1,800,000  

 2．1年以内返済予定の長期借入
金

※1 1,288,000 2,224,000  

 3．未払金 ※2 － 138,198  

 4．未払費用 ※2 82,733 95,270  

 5．未払法人税等 ※2 155,694 10,061  

 6．賞与引当金 1,846 2,632  

 7. 預り金 ※2 31,850 7,530  

 8．その他 ※2 1,013 2,603  

流動負債合計 2,071,138 14.9 4,280,295 26.6 2,209,157

Ⅱ　固定負債

 1．長期借入金 ※1  5,064,000 6,190,000  

 2．退職給付引当金 3,355 －  

 3．その他 31,716 33,294  

固定負債合計 5,099,071 36.7 6,223,294 38.6 1,124,222

負債合計 7,170,209 51.6 10,503,590 65.2 3,333,380

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   2,736,064 19.7  2,738,352 17.0 2,288

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  1,975,432   1,977,720    

(2）その他資本剰余金  1,463,706   1,463,706    

資本剰余金合計   3,439,138 24.7  3,441,426 21.4 2,288

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  547,642   △578,928    

利益剰余金合計   547,642 3.9  △578,928 △3.6 △1,126,570

４．自己株式   △1,747 △0.0  △1,809 △0.0 △62

株主資本合計   6,721,096 48.3  5,599,040 34.8 △1,122,055

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額金   5,927 0.0  △42,147 △0.3 △48,075

評価・換算差額等合計   5,927 0.0  △42,147 △0.3 △48,075

Ⅲ　新株予約権   10,414 0.1  41,754 0.3 31,340

純資産合計   6,737,438 48.4  5,598,647 34.8 △1,138,790

負債純資産合計   13,907,648 100.0  16,102,237 100.0 2,194,589
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(2）損益計算書

前事業年度 当事業年度

対前年比（自　平成18年4月 1日 （自　平成19年4月 1日

　至　平成19年3月31日） 　至　平成20年3月31日）

区分 注記番号 金額（千円）
百分比

金額（千円）
百分比 増減

（％） （％） （千円）

Ⅰ 売上高 　※1 972,494 100.0 887,109 100.0 △85,384

Ⅱ 売上原価 － － － － －

　　　　売上総利益 972,494 100.0 887,109 100.0 △85,384

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2,3 588,423 60.5 788,841 88.9 200,418

　　　　営業利益   384,071 39.5  98,268 11.1 △285,803

Ⅳ 営業外収益

 1．受取利息  457 5,600

 2．受取配当金 2,680 780

 3．協賛金収入 82,380 162,380

 4．その他  10,265 95,785 9.8 11,105 179,867 20.3 84,081

Ⅴ 営業外費用

 1．支払利息  122,580 141,294

 2．有価証券評価損  － 24,498

 3．その他 6,738 129,318 13.3 3,387 169,179 19.1 39,860

　　　　経常利益  350,537 36.0  108,955 12.3 △241,582

Ⅵ　特別利益

 1．有形固定資産売却益 －   2,828    

 2．投資有価証券売却益 70,260 70,260 7.2 － 2,828 0.3 △67,431

         

Ⅶ 特別損失

 1．関係会社株式評価損 － 1,009,999

 2．その他 23,758 23,758 2.4 64,153 1,074,153 121.1 1,050,395

　　税引前当期純利益
　 又は税引前当期純損失（△）

397,039 40.8 △962,369 △108.5 △1,359,408

　　法人税、住民税及び事業税 △247,924 △59,312

　　法人税等調整額 330,507 82,582 8.5 102,240 42,927 4.8 △39,655

　　当期純利益又は
　　当期純損失（△）　　　　　

 314,456 32.3  △1,005,296 △113.3 △1,319,753
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計繰越利益剰

余金

平成18年3月31日　残高
（千円）

2,640,000 1,880,000 1,463,706 3,343,706 233,185 233,185 △1,738 6,215,153

事業年度中の変動額

新株の発行 96,064 95,432  95,432    191,496

当期純利益     314,456 314,456  314,456

自己株式の取得       △9 △9

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計
（千円）

96,064 95,432 ― 95,432 314,456 314,456 △9 505,943

平成19年3月31日　残高
（千円）

2,736,064 1,975,432 1,463,706 3,439,138 547,642 547,642 △1,747 6,721,096

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日　残高
（千円）

36,068 36,068 ― 6,251,221

事業年度中の変動額

新株の発行    191,496

当期純利益    314,456

自己株式の取得    △9

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△30,141 △30,141 10,414 △19,727

事業年度中の変動額合計
（千円）

△30,141 △30,141 10,414 486,216

平成19年3月31日　残高
（千円）

5,927 5,927 10,414 6,737,438
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当事業年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計繰越利益剰

余金

平成19年3月31日　残高
（千円）

2,736,064 1,975,432 1,463,706 3,439,138 547,642 547,642 △1,747 6,721,096

事業年度中の変動額

新株の発行 2,288 2,288  2,288    4,576

剰余金の配当     △121,274 △121,274  △121,274

当期純損失     △1,005,296 △1,005,296  △1,005,296

自己株式の取得       △62 △62

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計
（千円）

2,288 2,288 ― 2,288 △1,126,570 △1,126,570 △62 △1,122,055

平成20年3月31日　残高
（千円）

2,738,352 1,977,720 1,463,706 3,441,426 △578,928 △578,928 △1,809 5,599,040

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年3月31日　残高
（千円）

5,927 5,927 10,414 6,737,438

事業年度中の変動額

新株の発行    4,576

剰余金の配当    △121,274

当期純損失    △1,005,296

自己株式の取得    △62

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△48,075 △48,075 31,340 △16,734

事業年度中の変動額合計
（千円）

△48,075 △48,075 31,340 △1,138,790

平成20年3月31日　残高
（千円）

△42,147 △42,147 41,754 5,598,647
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重要な会計方針

 
前事業年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1）有価証券

売買目的有価証券

　時価法（売却原価は移動平均法

　により算出しております。）

関係会社株式

　　　移動平均法による原価法

　　その他の有価証券

時価のあるもの

時価法（評価差額は、全部純

  資産直入法により処理）

(1）有価証券

売買目的有価証券

  同左

 

関係会社株式

　　　同左

    その他の有価証券

時価のあるもの

  同左

 

時価のないもの

　 　移動平均法による原価法

時価のないもの

  同左

2.デリバティブ等の評価基準及び評

価方法

デリバティブ

　　　時価法

デリバティブ

     同左

3.固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

定額法を採用しております。

耐用年数及び残存価額については、

法人税法に規定する方法と同一の基

準によっています。

　なお、建物については、平成10年

度の税制改正により耐用年数の短縮

が行われておりますが、改正前の耐

用年数を継続して適用しております。

(1）有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。

　建物　　　　　3～35年

　工具器具備品　6～ 8年 

 

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

耐用年数については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によってい

ます。

　なお、ソフトウェア（自社利用）

については、社内における見込利用

可能期間（5年間）による定額法を

採用しております。

(2）無形固定資産

　　　同左

㈱ヴィア・ホールディングス　（7918）　平成 20 年 3 月期決算短信

－ 45 －



 
前事業年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

4.繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

3年間にわたり均等償却してお

ります。

(1）新株発行費

同左

5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直

物等為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しております。

　　同左

6.引当金の計上基準 （1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備える

ため、回収不能見込額を計上してお

ります。

a.一般債権

貸倒実績率によっております。

b.貸倒懸念債権及び破産更生債権

財務内容評価法によっております。

（1）貸倒引当金

同左

（2）賞与引当金

従業員の賞与の支払に充てるため、

当期に負担すべき支給見込額を計

上しております。

（2）賞与引当金

同左

（3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき、当期末にお

いて発生していると認められる額

を簡便法により計上しております。

（3）退職給付引当金

　平成19年4月に退職一時金制度か

ら確定拠出年金制度に全面的に移

行し、「退職給付制度間の移行等

に関する会計処理」（企業会計基

準適用指針第1号）を適用しており

ます。

　なお、本移行に伴う影響額はあ

りません。

7.リース取引の処理方法 ファイナンス・リース取引につい

ては、すべてリース物件の所有権が

借手に移転すると認められるもの以

外の取引であり、通常の賃貸借取引

に準じた会計処理を採用しておりま

す。

　　　同左

8. ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

　　金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしておりますの

で、特例処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

　　―

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段

　　　金利スワップ

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　―

 

ヘッジ対象

　　　借入金の利息
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前事業年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

 ③　ヘッジ方針

　　借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で利用しております。ヘッジ

対象の識別は個別契約毎に行ってお

ります。

③　ヘッジ方針

　　―

④　ヘッジ有効性評価の方法

　　金利スワップの特例処理の要件を

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

　　―

9.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

消費税等の会計処理は税抜方式を

採用しております。

　消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

（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」（企業会計基準第５号　平成１７年１２月

９日）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」（企業会計基準適用指針第８号　平成

１７年１２月９日）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6,727,024千円で

あります。

　なお、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、財務諸表規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。

 

（ストックオプション等に関する会計基準等）

　当事業年度より、「ストックオプション等に関する会計

基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会

計基準第８号）及び「ストックオプション等に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号）を適用

しております。

  これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、

それぞれ10,414千円減少しております。

 

 　　―

　　―

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　―

 

 

 

 

 

 

 

 

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年4月1日

以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の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。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年3月31日）

当事業年度
（平成20年3月31日）

※1.　次のとおり短期借入金800,000千円（1年以内に返済

予定の長期借入金800,000千円を含む）及び長期借入

金2,800,000千円の担保に供しております。

※1.　次のとおり短期借入金800,000千円（1年以内に返済

予定の長期借入金800,000千円を含む）及び長期借入

金2,000,000千円の担保に供しております。

建物 888,140千円

土地 1,448,540千円

建物        844,423千円

土地        1,448,540千円

※2.　関係会社（子会社）に対する資産及び負債にはつぎ

のものがあります。

　　　　売掛金　　　　　　 14,756千円

　　　　未収入金　　　　　397,782千円

　　　　立替金　　　　　　108,059千円

　　　　長期貸付金　　　3,926,719千円

　　　　未払費用　　　　　　　321千円

　　　　未払法人税等　　　148,908千円

　　　　預り金　　 　    　28,850千円

※2.　関係会社（子会社）に対する資産及び負債にはつぎ

のものがあります。

　　　　売掛金　　　　　　 50,759千円

　　　　未収入金　　　　　334,432千円

　　　　立替金　　　　　　 14,421千円

　　　　長期貸付金　　　7,346,164千円

　　　　未払費用　　　　    5,654千円

　　　　短期借入金　　　　300,000千円

　　　　その他流動負債　　334,432千円

※3.　債務保証

　　㈱扇屋コーポレーションの銀行借入金4,097,724千

円、㈱一丁の銀行借入金668,966千円及びその他の仕

入債務100,000千円に対し債務保証をしております。

※3.　債務保証

　　㈱扇屋コーポレーションの銀行借入金5,678,680千

円、㈱一丁の銀行借入金923,345千円及びその他の仕

入債務100,000千円に対し債務保証をしております。

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年4月 1日

至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

※1.　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

　　ております。

　　　関係会社への売上高　　　　　597,878千円

      関係会社よりの受取配当金　　369,426千円

※1.　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

　　ております。

　　　関係会社への売上高　　　　　642,177千円

      関係会社よりの受取配当金　　236,747千円

※2.　すべて一般管理費の属する費用であります。主要

　　な費目及び金額は次のとおりである。

※2.　すべて一般管理費の属する費用であります。主要

　　な費目及び金額は次のとおりである。

　　給与及び手当 60,511千円

　　役員報酬 86,055千円

　　通信費 29,449千円

　　賃借料 67,744千円

　　支払報酬 57,285千円

　　業務委託費 36,572千円

　　減価償却費 106,988千円

　　給与及び手当       122,987千円

　　役員報酬       100,346千円

　　その他の人件費       35,912千円

　　賃借料       65,720千円

　　業務委託費       77,999千円

　　租税公課       38,072千円

　　減価償却費       148,500千円

※3.　減価償却実施額

　　有形固定資産 51,356千円

　　無形固定資産 55,631千円

※3.　減価償却実施額

　　有形固定資産       50,842千円

　　無形固定資産       97,658千円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注） 2 0 ― 2

合計 2 0 ― 2

 （注）普通株式の自己株式の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当事業年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注） 2 0 ― 2

合計 2 0 ― 2

 （注）普通株式の自己株式の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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６．その他

役員の異動

①　代表取締役の異動

　　　　　　　　　　　 ミカノ　  タカマサ

取締役副会長　　　三甲野　隆優　　（現　代表取締役副会長）

　　　　　　　　　　　オオバ　ノリヒコ

　　　 代表取締役専務　　大場　典彦　 　 （現　常務取締役）

 

②　その他の役員の異動

　・新任取締役候補

　　　　　　　　　　　タカダ　ヒロアキ

取締役　　　　　　高田　弘明　　　（現　暁総合法律事務所　所長）

　　　

　・退任予定取締役

　　　　　　　　　　　マサベ　カズユキ

　　　常務取締役　　　　正部　一行　　　（常勤監査役　就任予定）

 

　・新任監査役候補

 

　　　常勤監査役　　　　正部　一行　　　（現　常務取締役）

 

　・退任予定監査役

　　　　　　　　　　　ツジモト　アキラ

　 監査役　　　　　　逵本　 明

 

③　就任予定日

　　平成20年6月27日
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