
CHANGE for the NEW STAGE
̶第20期　事業報告書／2008年7月1日から2009年6月30日まで̶

ビーアイジーグループは、エム・エイチ・グループへ生まれ変わります。

東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11番1号MHビル
TEL. 03-5411-7222  FAX. 03-5411-7223 URL. http://www.mhgroup.co.jp/

当社では、株主の皆様の声をお聞かせいただくため、
アンケートを実施いたします。
お手数ではございますが、アンケートへのご協力を
お願いいたします。

※本アンケートは、株式会社エーツーメディアの提供する「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。（株式会社エーツーメディアについての詳細　http://www.a2media.co.jp）
※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させていただき、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

TEL：03-5777-3900（平日10：00～17：30） MAIL：info@e-kabunushi.com●アンケートのお問い合わせ 「e-株主リサーチ事務局」

下記ＵＲＬにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｅ-ｋａｂｕｎｕｓｈｉ．ｃｏｍ
アクセスコード　9439

●アンケート実施期間は、本書がお手元に到着してから約2ヶ月間です。 ご回答いただいた方の中から抽選で薄謝（図書カード500円）を進呈させていただきます

株主の皆様の声をお聞かせください

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。（タイトル、本文は無記入）
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

空メールにより
URL自動返信

Yahoo!、MSN、exciteのサイト内にある検索窓に、
い い か ぶ と4文字入れて検索してください。いいかぶ 検索検索

株主メモ
事業年度 毎年7月1日～翌年6月30日
期末配当金受領株主確定日 6月30日
中間配当金受領株主確定日 12月31日
定時株主総会議決権行使株主確定日 6月30日
定時株主総会 9月下旬
株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社

〒100-8212　東京都千代田区丸の内一丁目4番5号特別口座の口座管理機関

事務取扱場所 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
〒137-8081　東京都江東区東砂七丁目10番11号

同連絡先 TEL 0120-232-711（通話料無料）
上場証券取引所 ジャスダック証券取引所

公告の方法

電子公告により行う
公告掲載URL
http://www.big-group.co.jp/
（ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由
が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。）

（ご注意）
1． 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証
券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）
ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

2． 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別
口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

3． 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

証券コード：9439



株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は、永続的な成長かつ健全な企業活動を目的として、連結子会社である「株式会社エム・エイチ・グループ」（美
容室「モッズ・ヘア」運営事業）と合併をいたします。

新体制として、株式会社エム・エイチ・グループへ商号を改めるとともに、「モッズ・ヘア」の経営陣を迎え入れ
ることとなりました。

この効果により、さらなる機動的な経営を確立させ、モッズ・ヘア　ジャパングループとして経営資源の選択と
集中をし、美容室運営事業に留まることなく、美容業界全体を捉えた安定的な収益体制へシフトするための事業
展開を、重要課題として推し進めてまいります。

今後におきましては、厳選されたブランドとして位置づけ、NO.1と称賛されるよう躍進してまいります。

企業活動を通じて株主様、お客様、お取引先様などのステークホルダーに貢献し、企業価値ならびに株主価値を
高めてまいりますので、株主の皆様には今後とも変わらぬご理解とご支援を心よりお願い申し上げます。

株主の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
また、平素より格別のご愛顧とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

2009年9月30日より、創業者である青山洋一に代わり、私が代表取締役社長として経営の舵取りを担うこととなり
ました。併せまして、当社は連結子会社との合併を機に、2009年10月1日より「株式会社ビーアイジーグループ」
から「株式会社エム・エイチ・グループ」へと会社名を変更いたします。設立20周年を機に新体制へ移行し、新
会社名の下ですべてを一新してスタートしてまいります。

エム・エイチ・グループという社名は、当社グループのフラッグシップである「mod’s hair」に由来します。
その名の通り、今後の事業の方向性はモッズ・ヘアを中心とした美容業に事業ドメインを置いた事業展開を図っ
てまいります。その方向性に基づき、事業子会社の再編を行った上で事業ドメインを明確化し、一体感のある機
動的なグループ経営を進めていかなければならないと考えております。

2009年6月期におきましては、連結子会社に係る関係会社株式評価損等を計上した結果、純資産額は著しく減少い
たしましたが、今般のグループ再編を通じて、恒常的利益体質への転換を図ってまいります。また、当社は創業
以来、有利子負債に依存しないキャッシュフロー経営を常に意識してまいりました。今後におきましても、その
方針を変えることなく常に財務状況を健全に保つことを心掛けてまいります。

また、当社は株主還元を経営の重要課題として位置付けております。今後、収益力向上を目的とした投資ならびに
財務体質強化を目的とした内部留保とのバランスを勘案しながら、永続的な株主還元の実現を目指してまいります。

株主の皆様には、当社の新たな経営方針をご理解いただき、より一層のご支援を賜りますよう何卒お願い申し上
げます。

2009年9月吉日

取締役会長

青山　洋一

2009年9月吉日

代表取締役社長

佐藤　文彦
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2009年6月30日現在で1株以上保有の
株主様に、「モッズ・ヘア」オリジナ
ルのサロン仕様「サロン・スペシャ
ルシリーズ」（シャンプー＆トリート
メント）1セットを、一律で発送いた
します。
※ 保有株式数に係らず、1セットの発送となります。

株主優待

㈱ビーアイジーグループ

㈱エム・エイチ・パシフィック

㈱アトリエ・エム・エイチ ㈱ライトスタッフ

㈱エム・エイチ・グループ ㈱ジョリーブティック

100％
社名変更

（存続会社）
吸
収
合
併

100％
100％

100％

100％

100％

100％

㈱ビーアイジーグループ

（消滅会社）

㈱エム・エイチ・グループ

㈱アトリエ・エム・エイチ
（サロン運営事業）

㈱ライトスタッフ
（美容室支援事業）

㈱エム・エイチ・パシフィック
（商標管理会社）

㈱エム・エイチ・グループ
（持株会社）※2009年8月14日をもちまして

全株式を譲渡いたしました。

合併について Salon運営事業
高い技術と心のこもったサービスを追求し、お客様に一層の喜びと安らぎを提供していきます。

Hair and make-up事業 美容室支援事業

積極的なスクラップ＆ビルドにより、国内で7店舗、海外で2店舗の
モッズ・ヘアが新たに誕生しました。また、不採算店を国内で7店舗、
海外で4店舗閉鎖いたしました。

シャネル、フェンディ、ケンゾー、 
JunyaWatanabe…
世界のファッションシーンには
必ずモッズ・ヘアのヘアメイク
アーティスト達がいます。
世界のトップブランドから高い
評価を得ています。

・クレジット事業
・サロン再生
・人材育成
・商品提供
・広告宣伝

「モッズ・ヘア」の新提案、
メイクアップ＆ブロースタイリングサロン
ウェディングやパーティースタイル等をより華やかに彩るメイクアッ
プ技術を、リーズナブルな価格で提供するメイクアップ＆ブロースタ
イリングサロン事業を立ち上げました。「モッズ・ヘア」の中核事業を
目指します。（写真は一号店「モッズ・ヘア・パルティ」銀座コア店）

＜直営 12店舗＞ 売上高　1,039百万円

＜FC（国内） 90店舗＞ 売上高　5,055百万円※

＜FC（海外） 20店舗＞ 韓国18店舗、台湾2店舗

※チェーン店の総売上高です。

仲のいい友達と、

くつろげるリビング…

渋谷、横浜にオープン

ビーアイジーグループ本部

エム・エイチ・グループ本部へ統合

エム・エイチ・グループ本部

合併効果

① 本部管理費の大幅な削減
② 経営資源の集中
③ 機動的な経営（迅速な意思決定）
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2.63%

35.91%

61.28%

0.00%
0.18%

■ 金融機関／2,974株

■ その他の国内法人／40,698株

■ 個人・その他／69,438株

■ 金融商品取引業者／206株

■ 外国人／5株

所有者別
株式分布状況

所有株数別
株式分布状況

■ 1,000株未満
　 36,933株

■ 10,000株以上
　 61,551株

■ 1,000株～9,999株
　 14,837株

32.59%

13.09%

54.32%

連結財務諸表 会社概要（2009年10月1日現在）

株式の状況（2009年6月30日現在）

■連結貸借対照表（要旨） （単位：千円） （単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

■連結損益計算書（要旨）

■連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）

■連結株主資本等変動計算書　当期（2008／7／1～2009／6／30）

科 目 当 期
2009/6/30現在

前 期
2008/6/30現在

資産の部 1,424,055 3,213,464
流動資産 607,318 1,016,097

固定資産 816,736 2,197,366

　有形固定資産 180,980 208,242

　無形固定資産 12,950 999,400

　投資その他の資産 622,805 989,723

資産合計 1,424,055 3,213,464

負債の部 921,283 981,952
流動負債 406,574 480,663

固定負債 514,709 501,289

純資産の部 502,771 2,231,511
株主資本 530,814 2,208,461

　資本金 2,499,447 2,499,447

　資本剰余金 1,153,994 1,469,459

　利益剰余金 △3,122,627 △1,444,981

　自己株式 ̶ △315,465

評価・換算差額等 △28,656 △22,887

　その他有価証券評価差額金 △28,656 △22,887

新株予約権 613 456

少数株主持分 ̶ 45,481

負債純資産合計 1,424,055 3,213,464

科 目 当 期
2008/7/1～2009/6/30

前 期
2007/7/1～2008/6/30

売上高 2,519,301 2,990,847
売上原価 1,735,397 2,072,996
売上総利益 783,903 917,851
販売費及び一般管理費 913,452 1,243,467
営業損失 129,548 325,615
営業外収益 11,118 27,879
営業外費用 192,211 50,504
経常損失 310,642 348,241
特別利益 ̶ 58,310
特別損失 1,252,674 241,600
税金等調整前当期純損失 1,563,316 531,530
法人税、住民税及び事業税 10,005 106,672
法人税等調整額 81,241 △20,548
少数株主利益 23,082 19,554
当期純損失 1,677,646 637,209

科 目 当 期
2008/7/1～2009/6/30

前 期
2007/7/1～2008/6/30

営業活動によるキャッシュ・フロー △92,992 △274,473
投資活動によるキャッシュ・フロー △345,755 159,830
財務活動によるキャッシュ・フロー 77,499 △1,254,844
現金及び現金同等物に係る換算差額 △489 △531
現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △361,737 △1,370,019
現金及び現金同等物の期首残高 629,505 1,999,524
現金及び現金同等物の期末残高 267,767 629,505

株主資本 評価・換算差額等
新株
予約権

少数株主
持分

純資産
合計資本金 資本

剰余金
利益
剰余金 自己株式 株主資本

合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

前期末残高 2,499,447 1,469,459 △1,444,981 △315,465 2,208,461 △22,887 △22,887 456 45,481 2,231,511

当期変動額

　当期純損失 △1,677,646 △1,677,646 △1,677,646

　自己株式の消却 △315,465 315,465 ̶ ̶

　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,769 △5,769 157 △45,481 △51,093

当期変動額合計 ̶ △315,465 △1,677,646 315,465 △1,677,646 △5,769 △5,769 157 △45,481 △1,728,739

当期末残高 2,499,447 1,153,994 △3,122,627 ̶ 530,814 △28,656 △28,656 613 ̶ 502,771

会社名

設立

資本金

事業内容

本社

代表電話

従業員数

取引銀行

株式会社エム・エイチ・グループ

1990年4月

2,499,447千円

持株会社経営

東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11番1号MHビル

03-5411-7222

165名（2009年6月30日現在）

山陰合同銀行／りそな銀行／三菱東京UFJ銀行
三井住友銀行／みずほ銀行／三菱UFJ信託銀行
※2009年11月減資

役員 取締役会長 青山　洋一

代表取締役社長 佐藤　文彦

取締役 小西　貴

取締役 小林　繁之

常勤監査役 家島　広行

監査役 吉田　修平

監査役 生田目　崇

（2009年9月30日現在）

■株主数 ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  7,643名

■大株主（上位10名）

■発行可能株式総数 ̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶  400,000株

■発行済株式の総数 ̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶  113,321株

■所有者別株式分布状況

■所有株数別株式分布状況

株主名 所有株式数（株） 出資比率（%）

有限会社山洋 36,290 32.02

青山　洋一 25,261 22.29

佐藤　文彦 2,790 2.46

ナレッジカンパニーファンド 2,500 2.20

株式会社山陰合同銀行 2,500 2.20

青山　和男 2,081 1.83

有限会社ティーオーシステム 1,606 1.41

金子　寛児 1,168 1.03

古川　令治 1,120 0.98

MMS有限会社 1,072 0.94
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