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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

22年3月期第3四半期 30,318 △11.2 524 △50.4 348 △67.7 △274 ―

21年3月期第3四半期 34,158 ― 1,057 ― 1,081 ― 504 ―

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

22年3月期第3四半期 △11.33 ―

21年3月期第3四半期 20.78 20.76

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

22年3月期第3四半期 31,303 7,450 15.8 306.80
21年3月期 30,783 7,836 17.4 322.99

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  4,959百万円 21年3月期  5,353百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

5.00 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 40,000 △9.8 600 △45.6 350 △67.5 △550 ― △22.66

－ 1 －



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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 24,286,300株 21年3月期  24,264,100株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,367株 21年3月期  2,367株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 24,267,347株 21年3月期第3四半期 24,261,498株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の進展や輸出状況の緩やかな回復が見られるなど、経

済環境における最悪期は脱し始めた感はあるものの、本格的な企業収益の改善傾向は見られず、未だ先行きの不透明

感を増してきております。また、個人消費を取り巻く状況においても、依然として雇用情勢と所得環境の良化は進ま

ず、消費マインドの低下は継続しております。 

このような状況下において、印刷流通事業については、出版業界をはじめ主要顧客を取り巻く経営環境はより厳し

さを増しておりますが、当社子会社である㈱暁印刷は印刷事業に集中するとともに、デジタル事業の強化を進め基礎

収益力の向上を確実に行なってまいりました。 

当社グループの中核事業である外食サービス事業におきましては、新型インフルエンザの流行による消費マインド

の大幅な低下や、商勢期である夏季の天候不順など厳しい収益環境のなか、中期的な基本戦略である「既存事業のバ

リューアップによる基礎収益力の向上」を中心とした積極的な施策を実施するとともに、㈱再生プロジェクトによる

低収益店舗の業態転換等を進めてまいりました。また、12月の商勢期を迎えるにあたり、宴会需要の取り込みに向け

早期割引等による予約キャンペーンを実施することで、宴会予約については前年を上回る実績を確保することができ

ました。原価の低減については、事業会社における横断的な機能として購買委員会を継続的に実施し、タイムリーな

食材情報の共有化や各社の仕入や商品開発の連携を強化することで、原価低減を進めることができました。これらの

取り組みにより、今期業績トレンドに対しプラスの回復インパクトを与えることができました。今後も、お客様のニ

ーズを捉えた積極的なメニュー改定や店舗でのQSC向上に向けたトレーニングを実施することで売上高を確保するとと

もに、引き続き原価をはじめとするコストの低減を進め収益の改善を図ってまいります。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は30,318百万円（前年同四半期比11.2％減）、

営業利益は524百万円（同50.4％減）、経常利益は348百万円（同67.7％減）、四半期純損失は274百万円（同779百万

円の利益減少）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。 

当第３四半期連結累計期間における外食サービス事業の売上高は27,676百万円（前年同四半期比7.7％減）となり、

営業利益は1,227百万円（同27.7％減）となりました。 

当第３四半期連結累計期間における印刷流通事業の売上高は2,641百万円（前年同四半期比36.6％減）となり、営業

損失は283百万円（同64.6％増）となりました。 

  
  

当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ519百万円増加し、31,303百万円となりました。これ

は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が830百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が588百万円減少したこ

と、有形固定資産が57百万円増加したこと、無形固定資産が622百万円減少したこと、投資有価証券が639百万円増加

したこと等によるものであります。 

一方、負債の部では、前連結会計年度末に比べ、短期借入金が438百万円増加したこと、長期借入金が473百万円増

加したこと等により、負債合計は前連結会計年度末に比べ905百万円増加し、23,852百万円となりました。 

純資産の部は、利益剰余金が剰余金の配当により121百万円減少したこと、四半期純損失の計上により274百万円減

少したこと等により、純資産合計は前連結会計年度末に比べ385百万円減少し、7,450百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は15.8％、１株当たり純資産は306円80銭となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が 19百万円、減価償却費 1,248百万円、のれん

償却費 328百万円、減損損失 186百万円、賞与引当金の減少 214百万円等により、1,543百万円の資金収入となりまし

た。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、既存店舗のリニューアルや新規出店等に伴う固定資産取得による支出 

1,026百万円、投資有価証券の取得 719百万円、敷金・保証金の返還による収入 244百万円等により、1,518百万円の

資金支出となりました。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少 209百万円、長期借入金による収入 5,432百万円、長期

借入金の返済 4,309百万円、配当金の支払 119百万円等により、804百万円の資金収入となりました。 

以上の結果、当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ830百万円増加し、

2,095百万円となりました。 

  

  

平成22年３月期通期の連結業績見通しは、平成21年11月６日に公表いたしましたとおり、売上高 40,000百万円、 

営業利益 600百万円、経常利益 350百万円、当期純損失 550百万円を見込んでおります。 

  
  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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

－ 4 －
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,095 1,265

受取手形及び売掛金 1,529 2,117

有価証券 － 23

商品及び製品 62 41

仕掛品 65 85

原材料及び貯蔵品 257 207

繰延税金資産 173 265

その他 1,138 848

貸倒引当金 △46 △199

流動資産合計 5,277 4,654

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,703 10,735

機械装置及び運搬具（純額） 672 657

工具、器具及び備品（純額） 977 1,105

リース資産（純額） 396 277

土地 2,569 2,569

建設仮勘定 135 51

有形固定資産合計 15,454 15,396

無形固定資産   

のれん 2,299 2,783

その他 638 777

無形固定資産合計 2,938 3,560

投資その他の資産   

投資有価証券 1,135 495

長期貸付金 519 561

敷金及び保証金 4,602 4,817

繰延税金資産 1,182 1,169

その他 741 168

貸倒引当金 △548 △43

投資その他の資産合計 7,632 7,168

固定資産合計 26,025 26,126

繰延資産 0 2

資産合計 31,303 30,783
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,012 2,836

短期借入金 7,664 7,225

未払金 759 690

未払費用 972 882

未払法人税等 69 205

賞与引当金 89 304

その他 952 875

流動負債合計 13,520 13,019

固定負債   

社債 50 60

長期借入金 8,986 8,512

その他 1,296 1,355

固定負債合計 10,332 9,927

負債合計 23,852 22,947

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,751 2,739

資本剰余金 2,754 2,742

利益剰余金 △444 △48

自己株式 △1 △1

株主資本合計 5,058 5,430

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △99 △77

評価・換算差額等合計 △99 △77

新株予約権 90 83

少数株主持分 2,400 2,400

純資産合計 7,450 7,836

負債純資産合計 31,303 30,783
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 34,158 30,318

売上原価 12,978 10,719

売上総利益 21,179 19,599

販売費及び一般管理費 20,122 19,074

営業利益 1,057 524

営業外収益   

受取利息及び配当金 15 23

協賛金収入 214 －

その他 105 78

営業外収益合計 335 101

営業外費用   

支払利息 277 263

その他 33 14

営業外費用合計 310 277

経常利益 1,081 348

特別利益   

固定資産売却益 1 0

投資有価証券売却益 － 16

保険差益 142 －

その他 44 0

特別利益合計 188 17

特別損失   

固定資産除却損 44 65

投資有価証券評価損 － 32

減損損失 147 186

店舗閉鎖損失 － 51

その他 190 48

特別損失合計 382 385

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

888 △19

法人税、住民税及び事業税 335 162

法人税等調整額 48 93

法人税等合計 384 255

四半期純利益又は四半期純損失（△） 504 △274
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 11,280 10,119

売上原価 4,166 3,576

売上総利益 7,114 6,542

販売費及び一般管理費 6,643 6,201

営業利益 471 341

営業外収益   

受取利息及び配当金 6 9

協賛金収入 107 －

その他 45 24

営業外収益合計 158 33

営業外費用   

支払利息 84 91

その他 11 4

営業外費用合計 95 96

経常利益 534 278

特別利益   

投資有価証券売却益 28 16

その他 0 0

特別利益合計 28 16

特別損失   

固定資産除却損 39 51

投資有価証券評価損 － －

減損損失 97 4

店舗閉鎖損失 － 14

その他 100 37

特別損失合計 236 108

税金等調整前四半期純利益 326 186

法人税、住民税及び事業税 138 49

法人税等調整額 △10 82

法人税等合計 128 131

四半期純利益 197 55

－ 8 －

㈱ヴィア・ホールディングス　（7918）　平成22年3月期第3四半期決算短信



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

888 △19

減価償却費 1,201 1,248

のれん償却額 336 328

減損損失 147 186

繰延資産償却額 2 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 145 351

賞与引当金の増減額（△は減少） △77 △214

新株予約権発行に伴うみなし人件費 32 18

受取利息及び受取配当金 △15 △23

支払利息 277 263

為替差損益（△は益） △0 －

有価証券評価損益（△は益） 12 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － 16

投資有価証券評価損益（△は益） 4 －

投資有価証券売却損益（△は益） △26 －

固定資産除売却損益（△は益） － 65

有形固定資産売却損益（△は益） 28 －

有形固定資産除却損 40 －

無形固定資産除却損 3 －

保険差益 △142 －

売上債権の増減額（△は増加） 99 57

たな卸資産の増減額（△は増加） 161 △50

その他の流動資産の増減額（△は増加） △99 △152

仕入債務の増減額（△は減少） 184 176

預り保証金の増減額（△は減少） △11 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） 872 203

その他 － △246

小計 4,067 2,207

利息及び配当金の受取額 15 23

利息の支払額 △285 △272

保険金の受取額 150 －

法人税等の支払額 △318 △414

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,629 1,543
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 △1,232 △1,026

有形固定資産の売却による収入 27 17

無形固定資産の取得による支出 △180 △31

投資有価証券の取得による支出 △147 △719

投資有価証券の売却による収入 80 49

短期貸付金の増減額（△は増加） △485 △6

長期貸付けによる支出 △15 －

長期貸付金の回収による収入 3 42

長期未収入金の増減額（△は増加） 5 △3

営業譲受による支出 △562 －

敷金及び保証金の差入による支出 △206 △66

敷金及び保証金の回収による収入 274 244

預り保証金の返還による支出 △31 △0

預り保証金の受入による収入 42 29

その他 20 △45

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,406 △1,518

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △566 △209

長期借入れによる収入 2,930 5,432

長期借入金の返済による支出 △3,964 △4,309

長期未払金の増加による収入 113 190

長期未払金の返済による支出 △99 △87

リース債務の返済による支出 △67 △95

社債の償還による支出 △10 △10

株式の発行による収入 2 13

少数株主からの払込みによる収入 500 －

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △120 △119

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,285 804

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △61 830

現金及び現金同等物の期首残高 1,691 1,265

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,629 2,095
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31日) 

  

 
(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、外食サービス事業、印刷流通事業の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 

 
  

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日) 

  

 
(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、外食サービス事業、印刷流通事業の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 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

外食サービス 
事業(百万円)

印刷流通事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

29,994 4,164 34,158 ― 34,158

 (2) セグメント間の内部 
   売上高

0 207 208 (208) ―

計 29,995 4,371 34,367 (208) 34,158

営業利益又は営業損失(△) 1,697 △171 1,525 (468) 1,057

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「魚や一丁」、焼きとん居酒屋

「日本橋 紅とん」、居酒屋「北の家族」「食彩屋 一源」「甍の波」、大阪

風お好み焼き「ぼちぼち」、レストラン「オーブン亭」、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

卸販売等

外食サービス 
事業(百万円)

印刷流通事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

27,676 2,641 30,318 ― 30,318

 (2) セグメント間の内部 
   売上高

33 127 160 (160) ―

計 27,709 2,769 30,478 (160) 30,318

営業利益又は営業損失(△) 1,227 △283 943 (419) 524

ａ．外食サービス事業 

  

 

：焼き鳥居酒屋「備長扇屋」「本陣串や」、南欧風レストラン「オーブン亭」、

中華料理店「双囍亭」、イタリアンレストラン「ベッラベ～ラ」、大阪風お好

み焼き「ぼちぼち」、刺身居酒屋「うおや一丁」、焼きとん居酒屋「日本橋 紅

とん」、総合型居酒屋「いちげん」、和食居酒屋「北の家族」、エンターテイ

メントレストラン「ザ・ロックアップ」「アラビアンロック」、その他飲食店

経営

ｂ．印刷流通事業 

 

：書籍・雑誌及び商業印刷物の印刷、物販流通資材販売、デジタル技術によるオ

ーサリング・携帯端末への配信事業
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前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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