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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

（注）「1株当たり純資産」の算定においては、（期末純資産の部合計－優先株式の発行金額）を（期末の発行済み株式数－期末自己株式数）で除して算出して
おります。  

(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 ％

25年3月期第3四半期 21,351 △6.3 1,200 △1.0 967 △3.3 417 △51.8
24年3月期第3四半期 22,791 △20.1 1,213 81.6 1,000 96.9 865 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 349百万円 （△57.5％） 24年3月期第3四半期 822百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 17.16 ―
24年3月期第3四半期 35.57 ―

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

25年3月期第3四半期 21,594 3,633 16.8 50.73
24年3月期 23,531 3,340 14.2 36.20
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  3,633百万円 24年3月期  3,340百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況であります。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況について
は、後述の「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
25年3月期 ― ― ―
25年3月期（予想） 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 29,000 △2.6 1,400 1.8 1,100 0.3 650 ― 26.73



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表
に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲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、添付資料3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご
覧下さい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 24,324,700 株 24年3月期 24,319,700 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 2,426 株 24年3月期 2,426 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 24,321,172 株 24年3月期3Q 24,317,274 株



（参考）

種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

合計

円　 銭

 24年3月期 25,000.00

 25年3月期（予想） 50,000.00

 （注） A種優先株式は、平成23年9月に発行しております。発行時に定められたA種優先株式発行要領に基づき、平成24年3月期

        より配当を実施しております。

―

―

円　 銭円　 銭円　 銭円　 銭

50,000.00

25,000.00

―

―

―

―

1株当たり配当金
A種優先株式

期末第3四半期末第2四半期末第1四半期末



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………３ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………３ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………３ 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………３ 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………３ 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 …………………………………………３ 

４．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………４ 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………４ 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………６ 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………８ 

（４）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………10 

（５）セグメント情報等 ……………………………………………………………………10 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………11 

（７）重要な後発事象 ………………………………………………………………………11 

  

○添付資料の目次

㈱ヴィア・ホールディングス(7918)　平成25年3月期　第3四半期決算短信

- 1 -



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税を始めとする税負担の増加傾向に伴う消

費マインドの低下、世界経済の不安定感に伴う円高の長期化などから、先行きが不透明な状況が続き

ましたが、昨年12月の政権交代を契機として円安と株価の上昇トレンドへ転換し、企業業績への好影

響が期待される状況となってきました。当社の中核事業である外食業界においては、長引くデフレ経

済下において低価格志向のなか、激しい競争状態が続き、厳しい経営環境となりました。  

 こうした厳しい状況にありながらも、中期的な成長と拡大に向け「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つを基本戦略とし、景気低迷期における収益体質の強化をさらに進めておりま

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21,351百万円（前年同四半期

比6.3％減）、営業利益は1,200百万円（同1.0％減）、経常利益は967百万円（同3.3％減）、四半期

純利益は417百万円（同51.8％減）となりました。なお、前年同四半期には持分変動利益（特別利

益）588百万円が含まれております。  

 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においては、食の安全・安心を第一に置きつ

つ、継続的なＱＳＣＡ向上への取り組みや、リニューアル等による既存店舗の付加価値向上を進めて

まいりました。また、大型居酒屋業態においては、宴会プランの充実を図るほか、お昼の宴会プラン

を設定するなど、顧客の利用動機を高め、店舗あたりの売上確保を進めてまいりました。一方で光熱

費の上昇や食材価格の高騰によるコストアップを吸収するため、ワークスケジュール管理をはじめと

する店舗マネジメントの精度向上に努めてまいりました。 

 その結果、売上高は19,014百万円（前年同四半期比7.1％減）となりましたが、営業利益は1,364百

万円（同7.1％増）となりました。なお、前年同四半期の実績には、平成23年５月に連結除外となっ

た㈱ＮＢＫの実績が含まれております。  

 当第３四半期連結累計期間における印刷流通事業については、業界を取り巻く経営環境は依然とし

て厳しいものの、内製化率の向上や、電子書籍等のデジタル分野の受注拡大に積極的に取り組んだこ

とで、大きく収益体質の改善が進みました。その結果、売上高は2,337百万円（前年同四半期比0.1％

増）、営業利益は178百万円（同294.1％増）となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,937百万円減少し、21,594百

万円となりました。これは、有形固定資産が215百万円減少したこと、敷金及び保証金が125百万円減

少したこと、現金及び預金が1,050百万円減少したこと等によるものであります。 

 一方、負債の部では、借入金が1,834百万円減少したこと、割賦未払金が157百万円減少したこと、

店舗閉鎖損失引当金が65百万円減少したこと等により、負債合計は前連結会計年度末に比べ2,230百

万円減少し、17,960百万円となりました。 

 純資産の部は、資本剰余金が剰余金の配当により60百万円減少したこと、四半期純利益により利益

剰余金が417百万円増加したこと等により、純資産合計は前連結会計年度末に比べ293百万円増加し、

3,633百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ2.6ポイント上がり16.8％となり、１株当たり

純資産は50円73銭となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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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（キャッシュ・フローの状況分析） 

 当第３四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりでありま

す。 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、税金等調整前四半期純利益が

882百万円、減価償却費868百万円、のれん償却費155百万円、減損損失24百万円等により1,660百万円

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 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、既存店のリニューアルや新規出

店等に伴う固定資産の取得による支出576百万円、敷金・保証金の支払51百万円等により、526百万円

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 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、長期借入金の返済による支出

1,834百万円、長期未払金の返済による支出157百万円等により、2,184百万円の資金支出となりまし

た。 

  

現時点において、平成25年３月期の連結業績予想の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益につ

いて、平成24年５月15日付「決算短信」の公表数値から変更はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,148 3,098

受取手形及び売掛金 1,081 1,133

商品及び製品 36 40

仕掛品 54 65

原材料及び貯蔵品 184 197

繰延税金資産 89 78

その他 505 391

貸倒引当金 △42 △21

流動資産合計 6,057 4,984

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,457 6,466

機械装置及び運搬具（純額） 445 460

工具、器具及び備品（純額） 506 437

リース資産（純額） 369 280

土地 1,746 1,746

建設仮勘定 80 0

有形固定資産合計 9,607 9,392

無形固定資産

のれん 2,151 2,020

その他 408 338

無形固定資産合計 2,559 2,359

投資その他の資産

投資有価証券 969 907

長期貸付金 21 18

敷金及び保証金 3,178 3,052

繰延税金資産 1,073 829

その他 53 75

貸倒引当金 △4 △36

投資その他の資産合計 5,291 4,846

固定資産合計 17,459 16,598

繰延資産 15 11

資産合計 23,531 21,594
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,023 2,078

短期借入金 1,988 1,721

未払金 495 504

未払費用 685 722

未払法人税等 78 238

賞与引当金 220 108

店舗閉鎖損失引当金 113 47

その他 602 486

流動負債合計 6,205 5,907

固定負債

長期借入金 12,895 11,326

その他 1,090 725

固定負債合計 13,985 12,052

負債合計 20,190 17,960

純資産の部

株主資本

資本金 2,765 2,767

資本剰余金 5,045 4,987

利益剰余金 △4,325 △3,908

自己株式 △1 △1

株主資本合計 3,483 3,844

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △126 △198

繰延ヘッジ損益 △16 △12

その他の包括利益累計額合計 △142 △210

純資産合計 3,340 3,633

負債純資産合計 23,531 21,594
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 22,791 21,351

売上原価 8,118 7,657

売上総利益 14,672 13,693

販売費及び一般管理費 13,459 12,493

営業利益 1,213 1,200

営業外収益

受取利息及び配当金 23 17

その他 73 62

営業外収益合計 97 79

営業外費用

支払利息 299 257

その他 10 55

営業外費用合計 309 312

経常利益 1,000 967

特別利益

固定資産売却益 9 －

投資有価証券売却益 20 －

持分変動利益 588 －

その他 4 4

特別利益合計 622 4

特別損失

固定資産除却損 3 53

減損損失 387 24

店舗閉鎖損失引当金繰入額 75 7

借入契約変更に伴う一時費用 172 －

その他 12 4

特別損失合計 652 90

税金等調整前四半期純利益 970 882

法人税、住民税及び事業税 68 223

法人税等調整額 36 241

法人税等合計 105 464

少数株主損益調整前四半期純利益 865 417

四半期純利益 865 417
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四半期連結包括利益計算書
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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 865 417

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △23 △72

繰延ヘッジ損益 △19 4

その他の包括利益合計 △42 △67

四半期包括利益 822 349

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 822 349

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24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 970 882

減価償却費 955 868

のれん償却額 194 155

繰延資産償却額 － 5

減損損失 387 24

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 10

賞与引当金の増減額（△は減少） △14 △111

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △119 △65

新株予約権発行に伴うみなし人件費 2 4

受取利息及び受取配当金 △23 △17

支払利息 299 257

持分変動損益（△は益） △588 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △20 －

固定資産除売却損益（△は益） △6 53

売上債権の増減額（△は増加） △252 △80

たな卸資産の増減額（△は増加） △10 △28

その他の流動資産の増減額（△は増加） △39 89

仕入債務の増減額（△は減少） 559 55

未払消費税等の増減額（△は減少） 67 △16

その他の流動負債の増減額（△は減少） 221 80

その他 △74 △109

小計 2,509 2,058

利息及び配当金の受取額 23 17

利息の支払額 △323 △283

法人税等の支払額 △17 △131

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,191 1,660

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 △208 △576

有形固定資産の売却による収入 9 －

無形固定資産の取得による支出 △11 △57

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

子会社株式の売却による収入 100 －

短期貸付金の増減額（△は増加） 118 △0

長期貸付けによる支出 △6 －

長期貸付金の回収による収入 3 3

長期未収入金の増減額（△は増加） 3 3

敷金及び保証金の差入による支出 △23 △51

敷金及び保証金の回収による収入 474 158

預り保証金の返還による支出 △7 △1

預り保証金の受入による収入 4 －

その他 66 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー 523 △526
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

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） △410 －

長期借入金の返済による支出 △846 △1,834

長期未払金の返済による支出 △253 △157

リース債務の返済による支出 △110 △128

社債の償還による支出 △40 －

株式の発行による収入 2,400 0

配当金の支払額 △0 △63

財務活動によるキャッシュ・フロー 738 △2,184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,453 △1,050

現金及び現金同等物の期首残高 805 4,148

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △249 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,010 3,098
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成23年4月1日  至  平成23年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)１. セグメント利益の調整額△105百万円には、セグメント間取引消去817百万円、のれんの償却額△194百万

円、各報告セグメントに配分していない全社費用△728百万円が含まれております。全社費用は、主に報告

セグメントに帰属しない提出会社の管理部門等に係る費用であります。 

  ２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

外食サービス事業において、一部の店舗について固定資産簿価の回収が困難であると判断し、387

百万円の減損損失を計上しております。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)１. セグメント利益の調整額△342百万円には、セグメント間取引消去423百万円、のれんの償却額△155百万

円、各報告セグメントに配分していない全社費用△609百万円が含まれております。全社費用は、主に報告

セグメントに帰属しない提出会社の管理部門等に係る費用であります。 

  ２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

外食サービス事業において、一部の店舗について固定資産簿価の回収が困難であると判断し、24百

万円の減損損失を計上しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（単位：百万円）

報告セグメント

その他 合計
調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

外食サービ
ス事業

印刷流通事
業

計

売上高

  外部顧客への売上高 20,457 2,334 22,791 ― 22,791 ― 22,791

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

48 94 142 ― 142 △142 ―

計 20,505 2,428 22,934 ― 22,934 △142 22,791

セグメント利益 1,273 45 1,318 ― 1,318 △105 1,213

（単位：百万円）

報告セグメント

その他 合計
調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

外食サービ
ス事業

印刷流通事
業

計

売上高

  外部顧客への売上高 19,014 2,337 21,351 ― 21,351 ― 21,351

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

33 143 177 ― 177 △177 ―

計 19,048 2,480 21,528 ― 21,528 △177 21,351

セグメント利益 1,364 178 1,542 ― 1,542 △342 1,200
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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