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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

22年3月期 39,820 △10.2 612 △44.5 368 △65.8 △537 ―

21年3月期 44,346 24.5 1,102 168.0 1,078 299.4 488 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 △22.14 ― △10.7 1.2 1.5
21年3月期 20.13 22.11 9.4 3.5 2.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 29,575 7,216 16.0 297.17
21年3月期 30,783 7,836 17.4 322.99

（参考） 自己資本   22年3月期  4,719百万円 21年3月期  5,353百万円

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

22年3月期 1,636 △1,633 △344 922
21年3月期 3,890 △3,055 △1,261 1,265

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 121 24.8 1.6
22年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 121 △22.6 1.6

23年3月期 
（予想）

― ― ― 5.00 5.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

18,900 △6.4 400 117.8 280 299.2 △600 81.9 △24.70

通期 38,000 △4.6 1,000 63.3 750 103.3 △500 △7.0 △20.59
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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）  無  

(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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 24,287,200株 21年3月期 24,264,100株

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

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

22年3月期 1,326 16.4 396 35.1 396 29.7 141 △13.7

21年3月期 1,139 28.5 293 198.9 305 180.8 163 ―

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

22年3月期 5.82 5.80
21年3月期 6.75 6.75

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 18,380 5,712 30.6 235.25
21年3月期 16,983 5,673 32.9 233.86

（参考） 自己資本 22年3月期  5,615百万円 21年3月期  5,590百万円

※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。なお、上記業績予想に関する事項は、５ページ「次期の見通し」をご覧下さい。 
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①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出量の増加や企業の在庫調整が進むなど、緩やかな景況感の持ち直し

の兆しが見られた一方で、未だ企業の設備投資は低迷し、本格的な企業収益の回復には至らず、厳しい状況で推移

いたしました。 

また、当社グループの主要マーケットである外食業界の動向に直結する個人消費を取り巻く状況においても、政

権交代による期待感は増しつつも、依然として実質的な雇用情勢と所得環境の良化は進まず、低価格競争をはじめ

とするデフレ傾向のなかで、消費マインドは低位で推移しております。 

このような状況のもと、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も、新型インフルエンザ

の影響や全国的な消費需要の低迷により、一部の高単価業態やインショップ業態等で売上高の減少が見られまし

た。こうしたなかで「既存事業のバリューアップによる基礎収益力の向上」を中心に積極的な施策を導入するとと

もに、低収益店舗の業態転換等、機動的な施策を実施してまいりました。とりわけ既存店の収益力向上では、店舗

モニター制によるサービスのレベルアップや地域別メニューの導入、メニュー開発サイクルの大幅な短縮等による

差別化を図り、業界傾向である低価格路線とは一線を画した施策導入により、収益体質の強化を進めてまいりまし

た。加えて、商品部門においては購買委員会でのタイムリーな食材情報の共有化や、仕入機能と商品開発機能の連

携を強化することで原価の低減の促進を図るとともに、マーケットにきめ細かく対応した商品の導入を実施してま

いりました。 

また、印刷流通事業につきましては、出版業界をはじめ主要顧客を取り巻く環境はより一層の厳しさを増してお

り、当社子会社である㈱暁印刷においても、一部の取引先の破綻により債権取立て不能が生じるなど、一時的に大

幅な収益悪化を避けることができませんでした。その一方で安定的な収益体質の確保に向け、取引先の与信管理を

強化するとともに、一部事業の撤退を図り、印刷事業への集中とデジタル事業の強化を進め、安定的な収益力の向

上を確実に行なってまいりました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は39,820百万円（前年同期比10.2％減）、営業利益は612百万円（前年同期

比44.4％減）、経常利益368百万円（前年同期比65.8％減）、当期純損失は537百万円（前年同期比1,025百万円減

少）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。 

当社グループは、外食サービス事業を事業領域の中核と位置づけておりますが、消費マインドの低下にともな

う外食市場規模の縮小等、事業環境そのものは一段と厳しさを増しております。こうしたなか、当期の外食サー

ビス事業に対する投資は営業キャッシュフローの枠内で、かつ厳選した立地での新店と低収益店舗対策の業態転

換および高収益店舗対策のリニューアルに特化して進めてまいりました。また各既存事業については、グループ

の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」を推進するため、売上拡大策

を実施するとともに、景気低迷による売上減少期においても利益を確実に確保できる、収益体質の強化策を進め

てまいりました。 

㈱扇屋コーポレーションが展開する「備長扇屋」は当期においては新たに８店の出店（うちＦＣ３店）を行な

ったほか、採算の回復が困難と判断した直営店舗について３店を閉店するとともに、ＦＣについても２店が閉店

となりました。また、既存店については、年14回（グランド４回、シーズン10回）のメニュー改定や地域別メニ

ューの導入を実施するとともに、焼師コンテストや真心師（まごころし）コンテストといった技術力の研鑽を進

め、ＦＬコスト（食材原価と人件費の合計）のコントロール力の向上により収益を確保することができました。

その結果、当連結会計年度の売上高は12,984百万円（前年同期比3.4％減）、期末現在の店舗数は354店（うちＦ

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

イ．外食サービス事業
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Ｃ83店）となりました。 

北の家族事業およびエンターテイメントレストラン事業を展開する㈱ＮＢＫは都市中心部での立地という特性

上、単一価格業態や低価格業態の濫立による競合他社との競争激化が進むなど、厳しい状況が続きましたが、次

期に向け、スクラップ・アンド・ビルドを積極的に推進し（閉店１店、業態転換３店）、既存店の活性化に着手

してまいりました。その結果、当期の売上高は8,539百万円（前年同期比17.0％減）、期末店舗数は６３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型レストランを展開する㈱フードリ

ームは、平成21年４月に㈱ぼちぼちとの合併により、シナジー効果を追求してまいりましたが、景気減退にとも

なうショッピングセンターの集客数の減少による売上高の減少を補うにはいたりませんでした。一方で、店舗で

のコストコントロール力の強化や継続的なメニュー実験などにより、収益体質の強化に向けた施策を中心に推進

してまいりました。その結果、当期の売上高は6,375百万円（前年同期比11.1％増）、期末店舗数は102店（開店

１店、閉店３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、お客様にとっての新しい価値の提供を目指し、新鮮な魚介を

活用したボリュームあるメニューの開発や、客席での商品の実演販売、ランチタイム時の弁当販売等の実施によ

り、収益体質が大幅に向上しました。この結果、当連結会計年度の売上高は4,034百万円（前年同期比4.5％

減）、期末店舗数は23店（うちＦＣ４店）となりました。 

埼玉県を中心に展開する㈱一源は、地域のマーケットに細やかに対応した業態開発を行なう一方で、既存店で

の定期的なフェアメニューの実施、グループスケールメリットを活かした調達食材によるトータル原価の低減を

図った他、高収益店を中心にリニューアルを進めるとともに、店舗面積の大きい店舗について、複数業態に分割

し店舗面積の効率を高める投資を実施いたしました。その結果、当連結会計年度の売上高は3,006百万円（前年

同期比3.2％減）、期末店舗数は31店（開店４店、閉店２店）となりました。 

㈱紅とんが展開する新鮮和豚炭焼き専門店「日本橋紅とん」は、首都圏を中心に、新たに４店を出店するとと

もに、焼師制度を導入し調理技術力向上を図るなど、既存店舗のブラッシュアップを進めました。その結果、当

期の売上高は1,367百万円（前年同期比22.7％増）、期末店舗数は32店（うちＦＣ８店）となりました。 

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、36,306百万円（前年同期比7.4％減）、営業

利益は1,464百万円（前年同期比25.1％減）となりました。 

㈱暁印刷では、出版業界をはじめとする主要顧客の経営環境が厳しさを増すなか、一部の取引先の破綻により

多額の債権の取立て不能が発生するなど、当期は厳しい状況が続きました。こうしたなか、安定的な収益体質の

確保に向け、一部事業の撤退を行ない、取引先の与信管理システムを変更し運用を強化いたしました。加えて、

新たな機器の導入による内製化率と生産力の向上といった印刷事業への集中施策と拡大を続けるデジタル事業の

強化を推進し、基礎収益力の向上を確実に行なってまいりました。その結果、当期の売上高は3,513百万円（前

年同期比31.7％減）となりました。 

ロ．印刷流通事業
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②次期の見通し 

次期のわが国経済の見通しは、景気の底打ち感が見られ、緩やかな景気拡張が期待される向きはあるものの、雇

用環境の大幅な回復にはさらなる時間がかかるものと想定されます。また、個人消費においても子ども手当といっ

た政府の景気対策は一時的には効果が上がると見られているものの、本格的な消費マインドの拡大は今後も進ま

ず、消費意欲は依然として低位で推移するものと予想されます。 

 こうしたなか、当社グループは経営資源を外食サービスに集中し、景気低迷期における収益体質の強化をさらに

進め、来る景気回復局面に 大のパフォーマンスを発揮できる体制を構築してまいります。投資については、前期

に引き続き営業キャッシュフロー内での投資金額枠を設定するとともに、投資の効果と効率についてグループ全体

を俯瞰したうえで、プライオリティ管理をしてまいります。投資の具体的な内容は、新店投資として「備長扇屋」

25店、「日本橋紅とん」10店を見込み、その他リニューアルと業態転換を計画しております。 

 平成22年４月からは、鉄板焼き・お好み焼き業態である「ぼちぼち」について、業態特性を活かすとともにその

業態力に磨きをかけ、さらなる成長を続けることを目的として㈱ぼちぼちを設立し、㈱フードリームよりぼちぼち

事業を移管いたしました。 

 また、北海道地域のマネジメント強化を目的として、当社グループの北海道店舗11店（焼き鳥居酒屋「本陣串

や」７店、刺身居酒屋「うおや一丁」４店）を統括・運営する㈱北海道ＦＢを設立いたしました。 

 低収益店舗の撲滅を進めている店舗再生の専門集団である㈱再生プロジェクトについては、激しい競争下にある

㈱ＮＢＫの業態支援に特化し、グループ全体収益の底上げを図ってまいります。 

 中期的な基本戦略のひとつである「本部機能の集中化による価値競争力の向上」については、各社の事務サービ

ス部門の統合により業務処理の高度化と業務改善によるコスト低減を継続的に進めるとともに、基幹システムを中

心とした情報システムの全面的な入れ替えを進め、店舗の営業支援機能を強化することで、グループ全体の競争力

を高めてまいります。 

 印刷流通事業については、与信調査の機能強化により取り立て不能債権の発生を極小とする組織体制が完了して

いるとともに、当期において基礎的な収益体質への改善が図られているため、安定的な収益の確保が可能と予想さ

れます。 

 一方で、次期においては会計基準の変更にともなう資産除去債務に対応する資産の過去分の一括償却等により、

特別損失950百万円を見込んでおります。また、次期以降の減価償却においても、将来にわたって資産除去債務に対

応する資産の償却分が計上されることとなります。なお、いずれもキャッシュアウトをともなうものではありませ

ん。 

 以上の経営施策により、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高38,000百万円（当期比4.6％減）、営業利

益1,000百万円（当期比63.3％増）経常利益750百万円（当期比103.3％増）、当期純損失500百万円（当期比7.0％

減）を見込んでおります。 
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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、1,208百万円減少し、29,575百万円となりました。

これは、主に、流動資産の減少705百万円、無形固定資産の減少895百万円及び投資その他の資産の増加555百万円に

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637百万円減少し、固定負債が48百万円増加いたし

ました。負債合計では、前連結会計年度末に比べ、589百万円減少し、22,358百万円となりました。 

 純資産につきましては、前連結会計年度に比べ、619百万円減少し、7,216百万円となりました。これは、主に、

当期純損失による利益剰余金の減少537百万円及び剰余金の配当による利益剰余金の減少121百万円によるものであ

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、1.4ポイント減少し、16.0%となりました。  

  

②キャッシュフローの状況 

当連結会計年度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1,636百万

円、投資活動による資金支出1,633百万円、財務活動による資金支出344百万円により、前連結会計年度末に比べ、

342百万円減少し、922百万円となりました。 

 当連結会計年度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）  

 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398百万円、減価償却費1,667百万円、のれん償却費

433百万円、減損損失257百万円等の非資金費用及び売上債権の減少611百万円、仕入債務の減少281百万円、利息の

支払額349百万円等により、1,636百万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、投資有価証券の取得719百万円、有形固定資産の取得1,244百万円、敷金・保証

金の返還による収入272百万円等により、1,633百万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）  

 財務活動の結果支出した資金は、短期借入金の純減額565百万円等により、344百万円の資金支出となりました。 

  

当社グループは、企業価値の 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。一方で、株主の皆様への直接的利益還元として業績に連動した継続的な利益配当

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。  

  

  

  

(2) 財政状態に関する分析

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは、当社(株式会社ヴィア・ホールディングス)と、子会社11社より構成されており、飲食

店を展開している外食サービス事業と、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主な子会社の概要は次のとおりであります。 

  

 
  

 
  

2. 企業集団の状況

(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「備長扇屋」の展開

・直営271店、ＦＣ店83店、合計354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45店、ぼちぼち24店、双囍亭22店、ベッラベ

～ラ７店、その他４店、合計102店

③ 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４店、合計23店

④ 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32店、ザ・ロックアップ６店、アラビアンロッ

ク５店、手羽一郎５店、その他15店、合計63店

⑤ 株式会社 紅とん ・平成19年３月１日 100％子会社として設立

・焼きとん居酒屋「日本橋 紅とん」の展開

・直営24店、ＦＣ店８店、合計32店

⑥ 株式会社 一源 ・平成19年10月５日 100％株式取得

・居酒屋「食彩屋 一源」等の展開

・直営31店

⑦ 株式会社 再生プロジェクト ・平成21年４月１日 100％子会社として設立

・グループの低収益店舗再生業務

(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、デジタル技術によるオ

ーサリングや携帯端末等への配信、物販流通資材卸売
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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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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、印刷事業の原点に立ち返り、 新印刷機の新規導入をはじ

めとする高品質保持のための一貫生産・管理の強化など、印刷事業におけるさらなるプロ集団として事業の再構

築をはかってまいります。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。 

当社グループは平成25年3月期に売上高520億円、営業利益35億円、経常利益30億円、当期純利益15億円の達成

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 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。 

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。中長期的な基本戦略は「既存事業

のバリューアップによる基礎収益力の向上」「本部機能の集中化による価値競争力の向上」「内部統制の推進に

よるマネジメント力の向上」の３つです。特に既存事業のバリューアップでは、ヴィア・グループのノウハウを

結集し、マネジメントとマーチャンダイジングの両輪で改革を進めてまいります。さらにマーチャンダイジング

システムづくりにおいては、永遠のテーマである安全と安心を確保し、より良いものをより安く全世界から調達

を行なってまいります。また、印刷流通事業については、印刷事業の原点に立ち返り、「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。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。 これらの取り組みにより、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。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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当社グループは、中期的な成長と拡大に向けた基本戦略を「既存事業のバリューアップによる基礎収益力の向

上」「本部機能の集中化による価値競争力の向上」「内部統制の推進によるマネジメント力の向上」としており

ます。「既存事業のバリューアップによる基礎収益力の向上」においては、当社グループは経営資源を外食サー

ビスに集中し、景気低迷期における収益体質の強化をさらに進め、来る景気回復局面に 大のパフォーマンスを

発揮できる体制を構築してまいります。新規出店を中心とした投資については、営業キャッシュフロー内での投

資枠を設定したうえで出店立地を厳選した出店を行い、財務改善の視点からも負債の圧縮といった財務の健全性

の実現を目指してまいります。 

 中期的な基本戦略である「本部機能の集中化による価値競争力の向上」及び「内部統制の推進によるマネジメ

ント力の向上」については、業務処理の高度化と業務改善によるコスト低減を継続的に進めるとともに、グルー

プでの資金効率の向上を企図したキャッシュマネジメントシステムの導入や基幹システムを中心とした情報シス

テムについて積極的な活用を進め、店舗の営業支援機能を一層強化し、グループ全体のマネジメント力アップに

より競争力の底上げ図ってまいります。また、商品・購買機能につきましても、共同購買プロジェクトや食品衛

生委員会といったグループ横断の機能を推進し、食の安全・安心を確保しながら、よりよいものを広く調達を進

めることでコストの低減をすすめてまいります。 

 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、重要な経営課題と位置づけ、エイジ

フリー制度の導入による生涯雇用への移行、ストックオプション制度、確定拠出型年金制度の導入など「従業員

の生きがいと生活の安定」を目指した施策を実施してまいりました。今後も時代に即した人事処遇制度の導入や

労働条件の改善を進め、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。 

これらの取り組みにより、グループ全体の収益性を飛躍的に高め、企業価値の向上を継続的に図ってまいりま

す。 

  

  

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,265 922

受取手形及び売掛金 2,117 1,336

有価証券 23 －

商品及び製品 41 67

仕掛品 85 56

原材料及び貯蔵品 207 232

繰延税金資産 265 188

その他 848 1,183

貸倒引当金 △199 △37

流動資産合計 4,654 3,949

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1 10,735 ※1 10,445

機械装置及び運搬具（純額） 657 659

工具、器具及び備品（純額） 1,105 906

リース資産（純額） 277 530

土地 ※1 2,569 ※1 2,500

建設仮勘定 51 192

有形固定資産合計 ※3 15,396 ※3 15,235

無形固定資産

のれん 2,783 2,194

その他 777 470

無形固定資産合計 3,560 2,665

投資その他の資産

投資有価証券 495 ※1 1,169

長期貸付金 561 498

敷金及び保証金 4,817 4,577

繰延税金資産 1,169 1,293

その他 168 356

貸倒引当金 △43 △170

投資その他の資産合計 7,168 7,724

固定資産合計 26,126 25,625

繰延資産 2 0

資産合計 30,783 29,575
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,836 2,554

短期借入金 ※1 7,225 ※1 7,329

未払金 690 697

未払費用 882 851

未払法人税等 205 91

賞与引当金 304 210

その他 875 647

流動負債合計 13,019 12,382

固定負債

社債 60 40

長期借入金 ※1 8,512 ※1 8,253

その他 1,355 1,683

固定負債合計 9,927 9,976

負債合計 22,947 22,358

純資産の部

株主資本

資本金 2,739 2,752

資本剰余金 2,742 2,754

利益剰余金 △48 △707

自己株式 △1 △1

株主資本合計 5,430 4,797

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △77 △78

評価・換算差額等合計 △77 △78

新株予約権 83 97

少数株主持分 2,400 2,400

純資産合計 7,836 7,216

負債純資産合計 30,783 29,575
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(2)【連結損益計算書】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

売上高 44,346 39,820

売上原価 16,714 14,097

売上総利益 27,632 25,723

販売費及び一般管理費 ※1 26,529 ※1 25,110

営業利益 1,102 612

営業外収益

受取利息及び配当金 21 30

協賛金収入 214 －

その他 144 104

営業外収益合計 380 135

営業外費用

支払利息 372 353

その他 32 25

営業外費用合計 404 379

経常利益 1,078 368

特別利益

固定資産売却益 ※2 2 ※2 0

投資有価証券売却益 28 16

保険差益 142 －

その他 20 －

特別利益合計 194 16

特別損失

固定資産売却損 － ※5 89

固定資産除却損 ※4 60 ※4 251

減損損失 ※3 171 ※3 257

店舗閉鎖損失 79 58

その他 219 127

特別損失合計 530 784

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

741 △398

法人税、住民税及び事業税 375 185

法人税等調整額 △122 △46

法人税等合計 253 138

当期純利益又は当期純損失（△） 488 △537
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,738 2,739

当期変動額

新株の発行 0 12

当期変動額合計 0 12

当期末残高 2,739 2,752

資本剰余金

前期末残高 3,441 2,742

当期変動額

新株の発行 0 12

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △121 －

欠損填補 △578 －

当期変動額合計 △699 12

当期末残高 2,742 2,754

利益剰余金

前期末残高 △1,116 △48

当期変動額

剰余金の配当 － △121

欠損填補 578 －

当期純利益又は当期純損失（△） 488 △537

当期変動額合計 1,067 △658

当期末残高 △48 △707

自己株式

前期末残高 △1 △1

当期変動額

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △1 △1

株主資本合計

前期末残高 5,061 5,430

当期変動額

新株の発行 1 25

剰余金の配当 － △121

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △121 －

当期純利益又は当期純損失（△） 488 △537

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 368 △633

当期末残高 5,430 4,797
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △60 △77

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△16 △0

当期変動額合計 △16 △0

当期末残高 △77 △78

新株予約権

前期末残高 41 83

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41 14

当期変動額合計 41 14

当期末残高 83 97

少数株主持分

前期末残高 1,900 2,400

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 500 －

当期変動額合計 500 －

当期末残高 2,400 2,400

純資産合計

前期末残高 6,943 7,836

当期変動額

新株の発行 1 25

剰余金の配当 － △121

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △121 －

当期純利益又は当期純損失（△） 488 △537

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 524 13

当期変動額合計 893 △619

当期末残高 7,836 7,216
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

741 △398

減価償却費 1,621 1,667

のれん償却額 448 433

減損損失 171 257

貸倒引当金の増減額（△は減少） 162 △35

賞与引当金の増減額（△は減少） 58 △93

新株予約権発行に伴うみなし人件費 43 24

受取利息及び受取配当金 △21 △30

支払利息 372 353

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △21 18

固定資産除売却損益（△は益） 97 340

保険差益 △142 －

売上債権の増減額（△は増加） 320 611

たな卸資産の増減額（△は増加） 243 △21

その他の流動資産の増減額（△は増加） 259 △185

仕入債務の増減額（△は減少） △540 △281

その他の流動負債の増減額（△は減少） △58 △283

その他 666 △4

小計 4,421 2,371

利息及び配当金の受取額 21 30

利息の支払額 △387 △349

保険金の受取額 150 －

法人税等の支払額 △315 △415

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,890 1,636
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３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 △1,496 △1,244

有形固定資産の売却による収入 38 48

無形固定資産の取得による支出 △189 △37

投資有価証券の取得による支出 △320 △719

投資有価証券の売却による収入 80 49

営業譲受による支出 △617 －

短期貸付金の増減額（△は増加） △81 △4

長期貸付けによる支出 △551 －

長期貸付金の回収による収入 4 63

長期未収入金の増減額（△は増加） 9 △2

敷金及び保証金の差入による支出 △244 △69

敷金及び保証金の回収による収入 379 272

預り保証金の返還による支出 △81 △0

預り保証金の受入による収入 45 30

その他 △29 △18

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,055 △1,633

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） △86 △565

長期借入れによる収入 3,830 6,129

長期借入金の返済による支出 △5,383 △5,719

長期未払金の増加による収入 245 246

長期未払金の返済による支出 △139 △147

リース債務の返済による支出 △86 △163

社債の償還による支出 △20 △20

株式の発行による収入 0 14

少数株主からの払込みによる収入 ※2 500 －

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 ※2 △120 ※2 △119

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,261 △344

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） △426 △342

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期末残高 ※1 1,265 ※1 922
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該当事項はありません。 

  

 

なお、上記連結の範囲に関する事項以外は、 近の有価証券報告書(平成21年6月26日提出)における記載から重要な変

更がないため、開示を省略します。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 ９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。

なお、以下の完全子会社間の合併

により、連結子会社数が３社減少し

ております。

①㈱暁印刷を存続会社、㈱日本シス

テム、㈱ワールドプランニングを

消滅会社とした合併。

②㈱一源を存続会社、㈱いらかを消

滅会社とした合併。

(1) 子会社は全て連結しております。

連結子会社の数 11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。

なお、完全子会社である㈱フード

リームと㈱ぼちぼちが、㈱フードリ

ームを存続会社として合併し、連結

子会社が１社減少しております。

また、新規に㈱再生プロジェク

ト、㈱ぼちぼち、㈱北海道ＦＢを設

立し、連結子会社が３社増加してい

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

 同左
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(7)【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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(会計方針の変更) 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より、「リース取

引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年

６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30

日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３

月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る会計処

理によっております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のものに

ついては、引き続き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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

─────────

【会計方針の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(会計方針の変更) 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より、「リース取

引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年

６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30

日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３

月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る会計処

理によっております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のものに

ついては、引き続き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。 

 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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(連結貸借対照表)

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、

それぞれ240百万円、95百万円、242百万円であります。

─────────

(連結損益計算書) 

 前連結会計年度において特別損失の「その他」に含め

て表示しておりました「店舗閉鎖損失」は、特別損失の

総額100分の10以上となったため、当連結会計年度にお

いて独立掲記しております。

─────────

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

 営業活動によるキャッシュ・フローの一部の科目につ

いて、金額の重要性がないため、当連結会計年度より集

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「投資有価証券評価損益」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度において

「投資有価証券売却及び評価損益」に含めて表示してお

ります。 

 前連結会計年度において「有形固定資産売却損益」、

「有形固定資産除却損」、「無形固定資産除却損」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

「固定資産除売却損益」と表示しております。 

 前連結会計年度において「為替差損益」、「有価証券

評価損益」、「預り保証金の増減額」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営業活動によ

るキャッシュ・フロー「その他」に含めて表示しており

ます。 

  

 

─────────
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22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。

建物 920百万円

土地 2,125百万円

計 3,045百万円

※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 963百万円

土地 1,811百万円

投資有価証券 416百万円

計 3,192百万円

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 1,370百万円

長期借入金 2,910百万円

計 4,280百万円

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 1,410百万円

長期借入金 1,648百万円

計 3,059百万円

 ２．偶発債務

連結会社以外の会社の仕入債務に対し、100百万

円の債務保証を行っております。

 ２．偶発債務

───

※３．有形固定資産の減価償却累計額は、6,586百万円

であります。

※３．有形固定資産の減価償却累計額は、7,862百万円

であります。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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。

給与及び手当 10,659百万円

役員報酬 383百万円

水道光熱費 1,919百万円

賃借料 5,451百万円

貸倒引当金繰入額 173百万円

賞与引当金繰入額 556百万円

減価償却費 1,510百万円

のれん償却額 448百万円

※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 10,073百万円

役員報酬 356百万円

水道光熱費 1,727百万円

賃借料 5,257百万円

貸倒引当金繰入額 354百万円

賞与引当金繰入額 370百万円

減価償却費 1,580百万円

のれん償却額 433百万円

※２．固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具 2百万円

工具器具備品 0百万円

合計 2百万円

※２．固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具 ─百万円

工具器具備品 0百万円

合計 0百万円

※３．減損損失

当連結会計年度において、資産を事業種類に応じ

て店舗など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 

 株式会社フードリームの一部店舗 

 株式会社ＮＢＫの一部店舗 

 株式会社一源の一部店舗

※３．減損損失

当連結会計年度において、当社の完全子会社であ

る株式会社暁印刷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155百万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店舗など事業所

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 

 株式会社フードリームの一部店舗 

 株式会社ＮＢＫの一部店舗

 (2) 減損損失の内訳

建物及び構築物 145百万円

機械装置及び運搬具 1百万円

工具、器具及び備品 21百万円

リース資産 2百万円

計 171百万円

 (2) 減損損失の内訳

建物及び構築物 92百万円

機械装置及び運搬具 1百万円

工具、器具及び備品 6百万円

その他 2百万円

計 101百万円

 

※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。

建物及び構築物 49百万円

工具、器具及び備品 8百万円

その他 2百万円

計 60百万円

※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。

建物及び構築物 19百万円

工具、器具及び備品 23百万円

ソフトウェア 202百万円

その他 5百万円

計 251百万円

※５．固定資産売却損 

 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 40百万円

土地 47百万円

その他 1百万円

計 89百万円
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21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 
  

 
(注) １．普通株式の増加２千株は、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 
  

 
  

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

 
  

(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 
  

 
  

４．少数株主持分に関する事項 

 当連結会計年度における変動は、連結子会社が「議決権のない優先株式」による増資をしたこと

による増加500百万円であります。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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 24,261 2 ― 24,264

合計 24,261 2 ― 24,264

自己株式

 普通株式 2 0 ― 2

合計 2 0 ― 2

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
(百万円)

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

― ― ― ― ― 83

合計 ― ― ― ― ― 83

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

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 5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 121 利益剰余金 5 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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 
  

 
(注) 普通株式の増加 23千株は、ストック・オプションの行使による増加であります。 

  

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
  

 
  

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

 
  

(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 
  

 
  

  

  

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 24,264 23 ― 24,287

合計 24,264 23 ― 24,287

自己株式

 普通株式 2 ― ― 2

合計 2 ― ― 2

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
(百万円)

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

― ― ― ― ― 97

合計 ― ― ― ― ― 97

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 121 5 平成21年３月31日 平成21年６月29日

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月25日 
定時株主総会

普通株式 121 利益剰余金 5 平成22年３月31日 平成22年６月28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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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21年３月31日現在)

現金及び預金勘定 1,265千円

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 1,265千円

※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22年３月31日現在)

現金及び預金勘定 922千円

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 922千円

※２．少数株主による増資払込

連結子会社㈱ＮＢＫは、「議決権のない優先株

式」による第三者割当増資を行い、５億円の資金を

調達しております。なお、少数株主への支払配当金

は発生しておりません。

※２．少数株主への支払配当金

少数株主への支払配当金は発生しておりません。
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３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 

a. 外食サービス事業：焼き鳥居酒屋「備長扇屋」、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「食彩

屋 一源」、和食居酒屋「北の家族」「甍の波」、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 

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845百万円であり、

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。 

  

(セグメント情報)

１ 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)

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

39,200 5,145 44,346 － 44,346

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

91 166 257 △257 －

計 39,291 5,311 44,603 △257 44,346

  営業費用 37,337 5,531 42,869 375 43,244

  営業利益 1,954 △219 1,734 △632 1,102

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的支出

  資産 20,789 2,403 23,192 7,591 30,783

  減価償却費 1,381 119 1,500 181 1,682

  減損損失 171 － 171 － 171

  資本的支出 1,836 148 1,984 153 2,137
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３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 

a. 外食サービス事業：焼き鳥居酒屋「備長扇屋」、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「食彩

屋 一源」、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 

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929百万円であり、

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。 

  

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)

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

36,306 3,513 39,820 － 39,820

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

43 159 202 △202 －

計 36,349 3,673 40,023 △202 39,820

  営業費用 34,885 3,943 38,829 378 39,207

  営業利益 1,464 △270 1,194 △581 612

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的支出

  資産 20,031 1,759 21,790 7,784 29,575

  減価償却費 1,438 101 1,540 189 1,729

  減損損失 101 － 101 155 257

  資本的支出 1,430 98 1,528 217 1,745
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21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21年４月１日 至 平成22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。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21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21年４月１日 至 平成22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。 

  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(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。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 322円99銭 １株当たり純資産額 297円17銭

１株当たり当期純利益金額 20円13銭 １株当たり当期純損失金額 22円14銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 20円11銭 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 ─

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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(△)(百万円) 488 △537

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 488 △537

期中平均株式数(千株) 24,261 24,271

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(百万円) ― ―

普通株式増加数(千株) 26 97

(うち新株予約権) (26) (97)

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２種類
(新株予約権の数2,790個)

新株予約権２種類 
(新株予約権の数1,330個)
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リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、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、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信の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。 

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

  当社の連結子会社である㈱フードリームは、平成21

年２月24日開催の臨時株主総会の決議に基づき平成21

年４月１日を合併期日として、当社連結子会社である

㈱ぼちぼちを吸収合併いたしました。

１．当社の連結子会社である㈱フードリームは、平成22

年４月１日に会社分割を行い、当社連結子会社である

㈱ぼちぼちに事業を継承しております。

(1) 合併の目的 

 両社の保有業態が類似していることから、合併によ

り経営資源の共有化、効率化を進め、事業の収益率を

高めることを目的としております。

(1) 分割の目的 

 ぼちぼち業態のパフォーマンスを高め、業態力に磨

きをかけて成長性を確保していくことを目的としてお

ります。

(2) 合併の方法 

 ㈱フードリームを存続会社とする吸収合併方式で㈱

ぼちぼちは解散いたします。

(2) 分割の方法 

 ㈱フードリームからぼちぼち事業を㈱ぼちぼちに継

承させる吸収分割であります。

(3) 合併比率 

 ㈱フードリームと㈱ぼちぼちは、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。

(3) 業績に与える影響 

 本件分割は、100％子会社間の吸収分割であるた

め、業績に与える影響はありません。

(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。

２．当社の連結子会社である㈱扇屋コーポレーションと

㈱一丁は、それぞれ平成22年４月１日に会社分割を行

い、当社連結子会社である㈱北海道ＦＢに事業を継承

しております。

(1) 分割の目的 

 北海道のマーケット特性に合わせた事業運営を行う

ことで北海道地域での競争力を高めることを目的とし

ております。

(2) 分割の方法 

 ㈱扇屋コーポレーションと㈱一丁から北海道地域の

事業を㈱北海道ＦＢに継承させる吸収分割でありま

す。

(3) 業績に与える影響 

 本件分割は、100％子会社間の吸収分割であるた

め、業績に与える影響はありません。

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

（単位：百万円）

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 464 349

売掛金 78 65

有価証券 23 －

前払費用 12 17

関係会社短期貸付金 － 1,789

未収入金 491 202

立替金 35 43

繰延税金資産 31 4

その他 40 166

流動資産合計 1,177 2,638

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 837 809

構築物（純額） 11 10

工具、器具及び備品（純額） 14 41

リース資産（純額） － 10

土地 1,448 1,448

建設仮勘定 12 124

有形固定資産合計 2,324 2,445

無形固定資産

のれん 34 24

商標権 137 119

電話加入権 2 2

ソフトウエア 305 11

リース資産 － 60

無形固定資産合計 479 217

投資その他の資産

投資有価証券 458 1,129

関係会社株式 3,833 3,851

出資金 12 8

敷金及び保証金 95 95

関係会社長期貸付金 7,570 6,989

長期前払費用 58 76

繰延税金資産 991 963

その他 6 6

貸倒引当金 △26 △41

投資その他の資産合計 13,001 13,078

固定資産合計 15,806 15,741

繰延資産 － －

資産合計 16,983 18,380
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 1,753 1,595

1年内返済予定の長期借入金 2,981 4,287

リース債務 － 14

未払金 160 166

未払費用 51 47

未払法人税等 6 7

賞与引当金 5 7

預り金 4 9

その他 122 6

流動負債合計 5,086 6,143

固定負債

長期借入金 5,813 6,446

リース債務 － 61

その他 410 16

固定負債合計 6,223 6,524

負債合計 11,309 12,667

純資産の部

株主資本

資本金 2,739 2,752

資本剰余金

資本準備金 1,978 1,991

その他資本剰余金 763 763

資本剰余金合計 2,742 2,754

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 163 183

利益剰余金合計 163 183

自己株式 △1 △1

株主資本合計 5,643 5,688

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △52 △73

評価・換算差額等合計 △52 △73

新株予約権 83 97

純資産合計 5,673 5,712

負債純資産合計 16,983 18,380
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(2)【損益計算書】

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 1,139 1,326

売上原価 － －

売上総利益 1,139 1,326

販売費及び一般管理費 845 929

営業利益 293 396

営業外収益

受取利息 0 230

受取配当金 10 10

協賛金収入 214 －

その他 16 3

営業外収益合計 241 244

営業外費用

支払利息 224 245

有価証券評価損 4 －

その他 0 0

営業外費用合計 229 245

経常利益 305 396

特別利益

投資有価証券売却益 28 16

特別利益合計 28 16

特別損失

固定資産除却損 － 199

関係会社株式評価損 538 100

その他 9 23

特別損失合計 548 323

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △213 89

法人税、住民税及び事業税 △236 △121

法人税等調整額 △141 69

法人税等合計 △377 △51

当期純利益 163 141
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(3)【株主資本等変動計算書】

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,738 2,739

当期変動額

新株の発行 0 12

当期変動額合計 0 12

当期末残高 2,739 2,752

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,977 1,978

当期変動額

新株の発行 0 12

当期変動額合計 0 12

当期末残高 1,978 1,991

その他資本剰余金

前期末残高 1,463 763

当期変動額

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △121 －

欠損填補 △578 －

当期変動額合計 △700 －

当期末残高 763 763

資本剰余金合計

前期末残高 3,441 2,742

当期変動額

新株の発行 0 12

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △121 －

欠損填補 △578 －

当期変動額合計 △699 12

当期末残高 2,742 2,754

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △578 163

当期変動額

剰余金の配当 － △121

欠損填補 578 －

当期純利益 163 141

当期変動額合計 742 20

当期末残高 163 183
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（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 △578 163

当期変動額

剰余金の配当 － △121

欠損填補 578 －

当期純利益 163 141

当期変動額合計 742 20

当期末残高 163 183

自己株式

前期末残高 △1 △1

当期変動額

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △1 △1

株主資本合計

前期末残高 5,599 5,643

当期変動額

新株の発行 1 25

剰余金の配当 － △121

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △121 －

欠損填補 － －

当期純利益 163 141

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 44 45

当期末残高 5,643 5,688

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △42 △52

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 △20

当期変動額合計 △10 △20

当期末残高 △52 △73

評価・換算差額等合計

前期末残高 △42 △52

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 △20

当期変動額合計 △10 △20

当期末残高 △52 △73
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（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

新株予約権

前期末残高 41 83

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41 14

当期変動額合計 41 14

当期末残高 83 97

純資産合計

前期末残高 5,598 5,673

当期変動額

新株の発行 1 25

剰余金の配当 － △121

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △121 －

当期純利益 163 141

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30 △6

当期変動額合計 75 39

当期末残高 5,673 5,712

株式会社ヴィア・ホールディングス　（7918）　平成22年3月期決算短信

－36－



該当事項はありません。 

①代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

                         

  

・新任監査役候補 

  

③就任予定日 

平成22年６月25日 

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

6. その他

(1) 役員の異動

取締役 佐伯 浩一    （現 執行役員 兼 ㈱一源 代表取締役社長）

取締役 伊藤 誠     （現 執行役員 ＭＤ政策担当）

非常勤監査役 片桐 正昭 （現 片桐公認会計士事務所代表 公認会計士・税理士）

（注）片桐正昭氏は、会社法第２条16号に規定する社外監査役であります。
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