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（百万円未満切捨て）

１．平成21年２月期第１四半期の業績（平成20年２月21日　～　平成20年５月20日）

(1）経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年２月期第１四半期 2,237 △23.5 △257 － △248 － △283 －

20年２月期第１四半期 2,924 0.2 △34 － 18 △91.5 △5 －

20年２月期 10,556 △13.1 △244 － △256 － △692 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

21年２月期第１四半期 △37 46 － －

20年２月期第１四半期 △0 72 － －

20年２月期 △91 38 － －

(2）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

21年２月期第１四半期 6,051 3,419 56.5 451 05

20年２月期第１四半期 7,668 4,394 57.3 579 50

20年２月期 6,364 3,702 58.2 488 38

(3）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

21年２月期第１四半期 △593 △71 △68 1,254

20年２月期第１四半期 △362 △116 △137 1,144

20年２月期 △36 663 △400 1,988
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２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末

 円 銭

20年２月期第１四半期 － －

21年２月期第１四半期 － －

３．平成21年２月期の業績予想（平成20年２月21日　～　平成21年２月20日）　【参考】

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 5,000 △11.8 △280 － △270 － △350 － △46 16

通期 10,200 △3.4 △280 － △260 － △520 － △68 57

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　：　有

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　：　無

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページを参照して下さい。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国の経済は、急激な円高や、原油・原材料価格及び生活必需品の高騰等の影響により、

企業の業績、個人消費ともに先行き不透明な状況が続いております。

当業界におきましては、業界内の出店競争激化、業態間競争の激化、ファッショントレンドの多様化、諸物価高騰

による消費者の買い控えなど厳しい状況で推移いたしました。

　このような状況の中で、当社は①収益（売上総利益）の増強のための商品部機能の強化、特に婦人部門の強化、②

顧客サービスの向上のための店舗オペレーションの強化、③ファーストリテイリンググループとの人材交流による人

材の活性化に努めてまいりました。

　当第１四半期の売上高は2,237,093千円（前年同期比23.5％減）、営業損失257,806千円（前年同期は34,610千円）、

経常損失248,144千円（前年同期は18,918千円の利益）、四半期純損失283,972千円（前年同期は5,483千円）となりま

した。

なお、経営分析につきましては以下のとおりであります。

①　売上高

当第１四半期におきましては、関東地域に２店舗、近畿地域に１店舗、四国地域で１店舗の計４店舗の新規出店

があった一方で、東北地域で１店舗、近畿地域で１店舗の計２店舗を閉鎖したことにより、当第１四半期末で108店

舗となりました。また、前事業年度に出店した12店舗が３ヶ月間稼動いたしました。しかしながら、売上不振等に

より、当第１四半期の売上高は前第１四半期と比べ687,899千円減少し、2,237,093千円（前年同期比23.5％減）と

なりました。

②　営業損失

　当第１四半期の販売費及び一般管理費は、人件費、減価償却費及び物流経費を売上原価に算入したこと等により、

前第１四半期と比べ103,934千円減少し、1,177,757千円（前年同期比8.1％減）となり、販売費及び一般管理費の対

売上高比率は、52.6％となりました。

　以上の結果、当第１四半期の営業損失は、257,806千円（前年同期は34,610千円）となりました。

③　経常損失

　当第１四半期の営業外収益は、配送代行料の一部を売上原価に算入したことに伴い、事務代行料の減少等の影響

により、前第１四半期と比較して40,754千円減少し、15,880千円（前年同期比71.9％減）となりました。

また、営業外費用は、当事業年度において公開買付関連費用が5,000千円発生したことにより、前第１四半期と比

較して3,112千円増加し、6,218千円（前年同期比100.2％増）となりました。

以上の結果、当第１四半期の経常損失は、248,144千円（前年同期は18,918千円の利益）となりました。

④　四半期純損失

　当第１四半期の四半期純損失は、退店による固定資産除却損及び退店による原状回復費用20,140千円、当第１四

半期の税金費用（法人税、住民税及び事業税）15,688千円により、283,972千円（前年同期は5,483千円）となりま

した。
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２．財政状態に関する定性的情報

①　資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期末における総資産は、現金及び預金の減少、有形固定資産の減少等により、前事業年度末に比べて

313,446千円減少の6,051,179千円となりました。

②　キャッシュ・フローの状況

当第１四半期末においての現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ733,765千円減少し、1,254,634千円とな

りました。当第１四半期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）

当第１四半期において、営業活動の結果使用した資金は593,500千円となりました。

これは主に、税引前四半期純損失、たな卸資産の増加、売上債権の増加等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期において投資活動の結果使用した資金は、71,954千円となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出があったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期において財務活動の結果使用した資金は68,310千円となりました。

これは主に、借入金の返済による支出があったことによるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

平成21年２月期の業績予想については、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」の記載しておりますとお

りであります。

なお、同業他社との競争の激化は続いており、厳しい収益環境となることが予想されますが、今後も収益（売上総

利益）の増強のための商品部機能の強化、顧客サービスの向上のための店舗オペレーションの強化、人材の活性化に

努めてまいります。

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更

該当する事項はございません。
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５．四半期財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成20年２月期第１

四半期末）

当四半期
（平成21年２月期第１

四半期末）
増　　減

（参考）
平成20年２月期 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円）
構成比
（％）

 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

1.現金及び預金 2,090,250  1,373,945    2,107,654  

2.売掛金 851,816  463,572    269,911  

3.たな卸資産 1,228,821  1,443,470    1,168,509  

4.繰延税金資産 52,617  －    －  

5.その他 268,909  138,044    103,037  

流動資産合計 4,492,416 58.6 3,419,033 56.5 △1,073,383 △23.8 3,649,112 57.3

Ⅱ　固定資産         

1.有形固定資産         

　(1)建物 361,910  179,761    194,593  

  (2)工具、器具及び
備品

529,967  288,097    307,904  

  (3)その他 34,705  34,645    34,647  

  有形固定資産合計 926,583 12.1 502,503 8.3 △424,079 △45.7 537,145 8.5

2.無形固定資産 51,712 0.7 44,954 0.7 △6,758 △13.0 45,273 0.7

3.投資その他の資産         

　　　(1)差入保証金 2,122,453  2,017,086    2,067,301  

  (2)その他 102,678  78,809    93,085  

 　　貸倒引当金 △27,291  △11,207    △27,291  

投資その他の資産合計 2,197,840 28.6 2,084,688 34.5 △113,151 △5.1 2,133,095 33.5

固定資産合計 3,176,136 41.4 2,632,146 43.5 △543,989 △17.1 2,715,514 42.7

資産合計 7,668,552 100.0 6,051,179 100.0 △1,617,372 △21.0 6,364,626 100.0
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科目

前年同四半期
（平成20年２月期第１

四半期末）

当四半期
（平成21年２月期第１

四半期末）
増　　減

（参考）
平成20年２月期 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円）
構成比
（％）

 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

 1.支払手形 1,435,114  11,101    32,044  

 2.買掛金 655,129  1,960,673    1,803,941  

 3.１年内返済予定長期
借入金 

290,543  195,035    214,638  

 4.１年内償還予定社債 20,000  －    10,000  

 5.未払金 261,798  211,401    193,615  

 6.未払法人税等 4,235  23,220    73,426  

 7.未払消費税等 15,420  －    16,815  

 8.賞与引当金 47,221  24,990    20,000  

9.その他 241,593  99,889    154,411  

流動負債合計 2,971,057 38.7 2,526,311 41.8 △444,745 △14.9 2,518,893 39.6

Ⅱ　固定負債         

 1.長期借入金 297,332  102,297    140,676  

 2.その他 5,437  3,570    2,833  

固定負債合計 302,769 4.0 105,867 1.7 △196,901 △65.0 143,509 2.2

負債合計 3,273,826 42.7 2,632,179 43.5 △641,646 △19.6 2,662,403 41.8
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科目

前年同四半期
（平成20年２月期第１

四半期末）

当四半期
（平成21年２月期第１

四半期末）
増　　減

（参考）
平成20年２月期 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円）
構成比
（％）

 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

　1. 資本金 1,661,855 21.7 1,661,855 27.5 － － 1,661,855 26.1

  2. 資本剰余金　         

    (1)資本準備金 1,664,855  1,664,855    1,664,855  

     資本剰余金合計 1,664,855 21.7 1,664,855 27.5 － － 1,664,855 26.2

  3. 利益剰余金         

    (1)利益準備金　 21,750  21,750    21,750  

    (2)その他利益剰余
   金 

        

       別途積立金 960,000  960,000    960,000  

       繰越利益剰余金 78,320  △893,070    △609,097  

 　  利益剰余金合計 1,060,070 13.8 88,679 1.4 △971,391 △91.6 372,652 5.9

  4. 自己株式 － － △1,606 △0.0 △1,606 － △1,278 △0.0

   株主資本合計 4,386,780 57.2 3,413,782 56.4 △972,998 △22.1 3,698,083 58.2

Ⅱ　評価・換算差額等         

  1. その他有価証券評価　
差額金 

7,945  5,217    4,139  

  　評価・換算差額等合
計

7,945 0.1 5,217 0.1 △2,727 △34.3 4,139 0.0

 　 純資産合計 4,394,725 57.3 3,419,000 56.5 △975,725 △22.2 3,702,223 58.2

 　 負債・純資産合計　 7,668,552 100.0 6,051,179 100.0 △1,617,372 △21.0 6,364,626 100.0
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(2）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年２月期第１

四半期）

当四半期
（平成21年２月期第１

四半期）
増　　減

（参考）
平成20年２月期

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円）
百分比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 2,924,993 100.0 2,237,093 100.0 △687,899 △23.5 10,556,284 100.0

Ⅱ　売上原価 1,677,912 57.4 1,317,142 58.9 △360,769 △21.5 6,106,309 57.8

売上総利益 1,247,081 42.6 919,951 41.1 △327,129 △26.2 4,449,975 42.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,281,692 43.8 1,177,757 52.6 △103,934 △8.1 4,694,858 44.5

営業損失（△） △34,610 △1.2 △257,806 △11.5 △223,195 － △244,883 △2.3

Ⅳ　営業外収益 56,635 1.9 15,880 0.7 △40,754 △71.9 70,152 0.7

Ⅴ　営業外費用 3,105 0.1 6,218 0.3 3,112 100.2 81,802 0.8

経常利益又は経常損失
（△）

18,918 0.6 △248,144 △11.1 △267,062 － △256,533 △2.4

Ⅵ　特別利益 29,286 1.0 － － － － 29,286 0.2

Ⅶ　特別損失 66,264 2.2 20,140 0.9 △46,124 △69.6 352,030 3.3

税引前四半期純損失（△）
又は税引前当期純損失
（△）

△18,059 △0.6 △268,284 △12.0 △250,224 － △579,277 △5.5

法人税等 △12,575 △0.4 15,688 0.7 28,264 － 113,624 1.0

四半期純損失（△）又は当
期純損失（△）

△5,483 △0.2 △283,972 △12.7 △278,489 － △692,902 △6.5
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(3）（要約）四半期株主資本等変動計算書

前年同四半期（自平成19年２月21日　至平成19年５月20日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年２月20日　残高
（千円）

1,661,855 1,664,855 1,664,855 21,750 960,000 121,719 1,103,469 4,430,179

四半期中の変動額

剰余金の配当（千円）      △37,915 △37,915 △37,915

四半期純損失（△）（千円）      △5,483 △5,483 △5,483

株主資本以外の項目の四半期
中の変動額（純額）
（千円）

        

四半期中の変動額合計
（千円）

－ － － － － △43,398 △43,398 △43,398

平成19年５月20日　残高
（千円）

1,661,855 1,664,855 1,664,855 21,750 960,000 78,320 1,060,070 4,386,780

評価・換算差額等

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２月20日　残高
（千円）

9,355 9,355 4,439,534

四半期中の変動額

剰余金の配当（千円）   △37,915

四半期純損失（△）（千円）   △5,483

株主資本以外の項目の四半期
中の変動額（純額）
（千円）

△1,410 △1,410 △1,410

四半期中の変動額合計
（千円）

△1,410 △1,410 △44,808

平成19年５月20日　残高
（千円）

7,945 7,945 4,394,725
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当四半期（自平成20年２月21日　至平成20年５月20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
資本剰余金

合計
利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成20年２月20日　残高
（千円）

1,661,855 1,664,855 1,664,855 21,750 960,000 △609,097 372,652 △1,278 3,698,083

四半期中の変動額

四半期純損失(△）
（千円）

     △283,972 △283,972  △283,972

自己株式の取得
（千円） 

       △328 △328

株主資本以外の項目の四
半期中の変動額（純額）
（千円）

         

四半期中の変動額合計
（千円）

     △283,972 △283,972 △328 △284,301

平成20年５月20日　残高
（千円）

1,661,855 1,664,855 1,664,855 21,750 960,000 △893,070 88,679 △1,606 3,413,782

評価・換算差額等

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20年２月20日　残高
（千円）

4,139 4,139 3,702,223

四半期中の変動額

四半期純損失(△）
（千円）

  △283,972

自己株式の取得
（千円） 

  △328

株主資本以外の項目の四
半期中の変動額（純額）
（千円）

1,078 1,078 1,078

四半期中の変動額合計
（千円）

1,078 1,078 △283,223

平成20年５月20日　残高
（千円）

5,217 5,217 3,419,000
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（参考）前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成19年２月21日　至平成20年２月20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
資本剰余金

合計
利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年２月20日　残高
（千円）

1,661,855 1,664,855 1,664,855 21,750 960,000 121,719 1,103,469 － 4,430,179

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円）      △37,915 △37,915  △37,915

当期純損失（千円）      △692,902 △692,902  △692,902

自己株式の取得（千円）        △1,278 △1,278

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）（千円）

         

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － － △730,817 △730,817 △1,278 △732,095

平成20年２月20日　残高
（千円）

1,661,855 1,664,855 1,664,855 21,750 960,000 △609,097 372,652 △1,278 3,698,083

評価・換算差額等

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２月20日　残高
（千円）

9,355 9,355 4,439,534

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円）   △37,915

当期純損失（千円）   △692,902

自己株式の取得（千円）   △1,278

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）（千円）

△5,215 △5,215 △5,215

事業年度中の変動額合計
（千円）

△5,215 △5,215 △737,311

平成20年２月20日　残高
（千円）

4,139 4,139 3,702,223
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(4）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期 
（平成20年２月期第１四

半期） 

当四半期
（平成21年２月期第１四

半期）

（参考）
平成20年２月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期純損失（△）又は税引前当
期純損失（△） 

△18,059 △268,284 △579,277

減価償却費 69,989 39,005 260,515

減損損失 － － 129,976

貸倒引当金の増減額（減少：△） － 7,623 －

賞与引当金の増減額（減少：△） 44,511 4,990 17,289

ポイントカード引当金の増減額
（減少：△） 

△20,926 － △20,926

受取利息及び受取配当金 △1,289 △2,256 △5,540

支払利息 2,566 1,260 8,185

社債利息 46 3 52

固定資産売却益 △227 － △227

固定資産売却損 － － 15

固定資産除却損 45,910 8,407 115,044

 店舗整理損 9,811 6,922 60,883

仕入割引 △8,116 △3,455 △20,946

事務代行料 △40,635 △46,351 △153,731

売上債権の増減額（増加：△） △479,820 △193,661 102,084

たな卸資産の増減額（増加：△） △86,266 △274,960 △25,954

その他流動資産の増減額（増加：△） △9,136 △6,347 22,214

仕入債務の増減額（減少：△） 158,489 182,345 26,032

未払消費税等の増減額（減少：△） 15,420 △16,815 16,815

その他流動負債の増減額（減少：△） △16,128 28,406 △89,365

小　計 △333,860 △533,168 △136,858

利息及び配当金の受取額 1,228 2,194 4,004

利息の支払額 △2,634 △1,279 △8,208

法人税等の還付額 － － 135,161

法人税等の支払額 △26,981 △61,246 △30,215

営業活動によるキャッシュ・フロー △362,248 △593,500 △36,115
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前年同四半期 
（平成20年２月期第１四

半期） 

当四半期
（平成21年２月期第１四

半期）

（参考）
平成20年２月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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 △204,031 △67,755 △311,410

有形固定資産の売却による収入 4,264 － 84,573

無形固定資産の取得による支出 △14,872 △4,800 △20,363

貸付金の回収による収入 155 688 626

定期預金の純増減額（増加：△） △690 △57 825,415

保証金の差入による支出 △64,482 △10,268 △180,892

保証金の返還による収入 165,728 26,260 293,155

長期前払費用の取得による支出 △2,977 △16,021 △27,893

投資活動によるキャッシュ・フロー △116,906 △71,954 663,210

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入金の返済による支出 △89,493 △57,982 △322,054

社債の償還による支出 △10,000 △10,000 △20,000

自己株式の取得による支出 － △328 △1,278

割賦債務の支払額 － － △18,901

配当金の支払額 △37,915 － △37,915

財務活動によるキャッシュ・フロー △137,408 △68,310 △400,148

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

△616,563 △733,765 226,945

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,761,455 1,988,400 1,761,455

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,144,891 1,254,634 1,988,400

㈱ビューカンパニー (3033) 平成 21 年２月期 第１四半期財務・業績の概況(非連結)

－ 13 －



(5）事業の部門別販売実績

　 当第１四半期の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業の部門別

前年同四半期 当四半期 （参考）

 （平成20年２月期第１四半期） (平成21年２月期第１四半期) 平成20年２月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

婦  人  部  門 1,999,456 1,585,867 7,637,875

紳  士  部  門 190,293 106,536 653,220

スニーカー部門 716,014 542,938 2,237,737

そ    の    他 19,229 1,752 27,451

合      　　計 2,924,993 2,237,093 10,556,284

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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