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1.  22年2月期の連結業績（平成21年3月1日～平成22年2月28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）

営業収益 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2月期 48,430 △6.1 2,412 5.1 2,614 11.6 978 38.2
21年2月期 51,557 1.1 2,294 12.9 2,341 △7.7 707 165.5

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

営業収益営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年2月期 34.90 ― 2.6 4.9 5.0
21年2月期 24.54 ― 1.9 4.3 4.5

（参考） 持分法投資損益 22年2月期  15百万円 21年2月期  △69百万円

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2月期 52,207 37,338 71.5 1,335.31
21年2月期 55,231 37,101 67.2 1,307.79

（参考） 自己資本   22年2月期  37,336百万円 21年2月期  37,098百万円

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2月期 4,847 △384 △5,103 518
21年2月期 1,033 △105 △409 1,159

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2月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 595 81.5 1.5
22年2月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 581 57.3 1.5
23年2月期 

（予想）
― 10.00 ― 10.00 20.00 53.4

3.  23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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）

 

営業収益 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

22,000 △4.7 750 5.9 850 27.8 100 △21.9 3.57

通期 47,000 △3.0 2,550 5.7 2,750 5.2 1,050 7.4 37.47
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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） 

（注）詳細は、21ページ「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」をご覧ください。 

(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、26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 有
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2月期 30,631,356株 21年2月期 30,631,356株
② 期末自己株式数 22年2月期  2,670,450株 21年2月期  2,263,617株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年2月期の個別業績（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 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2月期 1,281 0.1 812 △4.9 770 △5.6 694 △1.2
21年2月期 1,280 30.7 854 47.8 816 48.1 703 50.2

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2月期 23.85 ―
21年2月期 23.47 ―

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2月期 31,654 24,126 76.2 829.67
21年2月期 31,593 24,406 77.3 827.70

（参考） 自己資本 22年2月期  24,126百万円 21年2月期  24,406百万円

※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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、５ページ以降をご覧ください。 
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１．経営成績 

（1）経営成績に関する分析 

・当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、国内外における経済対策の効果により景気持ち直しの動

きが見られましたが、企業収益の減少や雇用情勢の悪化が進み、デフレの進行にも歯止めがかから

ず、依然として厳しい状況で推移いたしました。個人消費につきましても、所得水準の低下や厳し

い雇用情勢を受け、消費者の購買意欲の低迷が続きました。 

流通業界におきましては、低価格志向に対応した商材の拡大やセール比率の増加による客単価の

下落、節約志向を反映した客数の減少が続き、業績回復の兆しは見られず、特に百貨店業界では閉

店が相次ぐ等、非常に厳しい経営環境が続きました。 

このような状況のなか、当社グループは、第二次中期経営計画初年度となる2009年度、信頼性の

高い企業グループの構築とグループ価値の向上を目指し、事業ごとの重点課題に取り組んでまいり

ました。 

売上高におきましては、エフ・ディ・シィ・プロダクツグループにおいて、新ブランドは好調に

推移したものの、百貨店マーケットでの既存ブランドの苦戦、バッグ事業の不採算店舗の撤退によ

る減収をカバーできず、前期に比べ減少いたしました。アスティグループは、主にＧＭＳマーケッ

トの不振によって前期に比べ減少いたしました。㈱アージュは、新店は好調に推移したものの、レ

ディスカジュアル専門店の苦戦により前期に比べ減少いたしました。また、前年下半期より新規連

結した㈱三鈴は、通期の売上計上となりました。 

その結果、当期の連結営業収益は、484億30百万円（前期比6.1％減）と前期に比べ減少いたしま

した。 

利益面におきましては、連結営業利益は、㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツが過去最高益を更新

したこと、アスティグループにおいてアパレルメーカー事業が利益改善したこと等により24億12百

万円（前期比5.1％増）と前期に比べ増加いたしました。また、連結経常利益は26億14百万円（前期

比11.6％増）、連結当期純利益は９億78百万円（前期比38.2％増）と前期に比べ増加いたしました。 

（注）営業収益は、「売上高」と「その他の営業収入」の合計を記載しております。 

 

・事業のセグメント別の営業概況  

（ブランド事業）  

        売上高      197億23百万円   （前年同期比8.5％減） 

        営業利益      23億43百万円   （前年同期比6.6％増） 

㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツが展開しておりますブランド事業におきましては、新ブランド

「EAUDOUCE４℃」（オデュースヨンドシィ）､「canal４℃」（カナルヨンドシィ）は共に計画を大

幅に上回りましたが､「４℃」（ヨンドシィ）ブランドの百貨店マーケットでの苦戦やバッグ店の不

採算店舗の撤退等により、売上高は前期に比べ減少いたしました。利益面におきましては、

「RUGIADA」（ルジアダ）ブランドや「CELINE」（セリーヌ）ブランド、子会社の㈱ホアキン・べラ

オ・ジャパンの黒字転換、また生産管理体制の強化等により、前期に比べ増加いたしました。 

㈱Ｆ＆Ａアクアホールディングス（8008）平成22年２月期決算短信
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（アパレルメーカー事業）  

        売上高       67億55百万円   （前年同期比31.9％減） 

        営業損失        32百万円   （前年同期比   ―） 

㈱アスティのＯＥＭ部門におきましては、売上高は減少したものの、企画提案力の強化や新規工

場開拓による生産背景の集約・再整備、経費削減への取り組み等によって、利益は前期に比べ大幅

に改善いたしました。 

子会社グループにおきましては、損益改善を掲げて運営を行った結果、利益は前期に比べ改善い

たしました。 

 

（リテール事業）  

        売上高      169億72百万円   （前年同期比15.3％増） 

        営業損失        68百万円   （前年同期比   ―） 

㈱アージュにおきましては、「パレット」（総合衣料品のチェーン展開）、「ラポール」（会員

制小売業）は厳しい市況の中で健闘したものの、「LOU｣（ルウ)（婦人服・服飾雑貨の専門店チェー

ン展開）は客数・客単価の下落に歯止めがかからず、売上高は前期に比べ減少いたしました｡ 

フラッグス㈱（飲食の専門店チェーン展開）におきましては、不採算店舗の撤退により、売上高

は前期に比べ減少いたしましたが、利益は前期に比べ大幅に改善いたしました。 

㈱三鈴におきましては、既存ブランドの再編成と店舗のスクラップ＆ビルドによる収益の向上を

目指してまいりました。当期の売上高は、上半期分が加わったことにより前期を上回りました。 

 

（ホールセール事業）  

        売上高       33億46百万円   （前年同期比6.3％減） 

        営業損失        91百万円   （前年同期比   ―） 

㈱アスティの子供服部門におきましては、スクール商品は新規得意先拡大が進み売上高が前期を

上回りました。服飾部門とナイトウェア部門は、季節商品の苦戦と店頭消化率ダウンにより、売上

高、利益共に前期に比べ減少いたしました。地域卸部門におきましては、一般小売店を中心とした

主力得意先の廃業と既存中型店におけるマーケット縮小の影響により売上高は前期に比べ減少いた

しました。 

 

（ディベロッパー事業）  

        売上高       16億32百万円   （前年同期比8.7％減） 

        営業利益      ５億70百万円   （前年同期比3.7％減） 

ディベロッパー事業におきましては、適切なメンテナンス管理とテナント物件のリーシング等を

行ってまいりましたが、一部賃料の改定等もあり、不動産賃貸収入は前期を下回りました。 

（注）当該セグメントの売上高は「その他の営業収入」を記載しております。 
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・次期の見通し  

今後のわが国経済は、国内外における経済対策の効果等による景気の持ち直し傾向は続くと思わ

れるものの、雇用情勢の一層の悪化やデフレの更なる進行等が懸念されることから、依然として予

断を許さない状況が続くものと思われます。 

流通業界におきましては、商品、販売、出店における戦略の転換や新たな挑戦が、既存の業態の

枠を越えて進行するものと思われます。 

このような状況のもと、当社は第二次中期経営計画２年目として、信頼性の高い企業グループの

構築に向け、ＣＳＲ経営を実践し、内部統制機能の強化と利益成長基盤づくりに必要な中長期的投

資を実行することによって企業価値の向上に取り組んでまいります。また、 

① 事業ポートフォリオの確立へ向けた基盤整備の徹底 

② 新たなマーケット、ビジネスへの更なる挑戦 

③ 信頼性向上を目指したグループ運営機能の強化 

を経営戦略として掲げ、事業会社における利益成長戦略の着実な実行と、子会社の利益改善、挑戦

と改革を推進できる企業風土づくりにより、変化に対して柔軟に対応できる企業集団の形成に取り

組んでまいります。 

㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツにおきましては､「既存ブランドの育成」、「子会社の自主自

立」を進めてまいります。また、新規マーケットの開拓・拡大のため「canal４℃」、「EAUDOUCE

４℃」の展開強化や、ブライダル専門店「４℃BRIDAL」の出店を行います。更に、販売子会社㈱エ

フ・ディ・シィ・フレンズの本格稼動により、店舗運営力の強化に取り組んでまいります。 

㈱アスティにおきましては､「企画機能を持ったアパレル及びバッグメーカー」、「生産機能を持

ったアパレル卸」、「地域密着を武器にした卸」の三つのドメインで独自性を発揮し、それぞれの

分野で利益確保に取り組んでまいります。子会社グループにおきましては、効率的運営により利益

体質の強化を進めてまいります。 

㈱三鈴におきましては、ＳＰＡ事業の更なる構築を目指し、ブランドの明確化とブランドＭＤに

対応する生産機能の強化により、利益の拡大に取り組んでまいります。 

㈱アージュにおきましては、新たに関西事務所を新設し関西地区の営業力を強化することで、コ

ア事業である「パレット」の一層の拡大を目指すとともに、ローコスト運営の徹底により引き続き

企業体質の強化を図ります。 

信頼性向上を目指した管理体制の構築におきましては、Ｊ－ＳＯＸ法に対応した内部統制体制を

確立し、ホールディングス管理機能を強化してまいります。 

次期（平成23年２月期）の連結業績見通しにつきましては、営業収益470億円、経常利益27億50百

万円、当期純利益10億50百万円を見込んでおります。  

㈱Ｆ＆Ａアクアホールディングス（8008）平成22年２月期決算短信
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（2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況  

資産は522億７百万円となり、前連結会計年度末に比べ30億24百万円減少いたしました。これは主

に、たな卸資産の減少11億78百万円、建物及び構築物の減少８億11百万円及びのれんの減少５億94

百万円等によるものであります。 

負債は148億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ32億61百万円減少いたしました。これは主

に、短期借入金の減少34億91百万円によるものであります。 

純資産は373億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億37百万円増加いたしました。これは

主に、利益剰余金が５億48百万円増加したものの、自己株式の増加３億88百万円等により相殺され

たものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会

計年度末に比べ６億40百万円減少し、当連結会計年度末には５億18百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動の結果、資金の増加は48億47百万円（前連結会計年度比38億14

百万円増）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益20億97百万円、たな卸資産の減少

額11億78百万円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） 

当連結会計年度における投資活動の結果、資金の減少は３億84百万円（前連結会計年度比２億79

百万円減）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３億90百万円によるもので

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動の結果、資金の減少は51億３百万円（前連結会計年度比46億93

百万円減）となりました。これは主に、短期借入金の減少額34億50百万円、配当金の支払額５億85

百万円及び自己株式の取得による支出３億88百万円等によるものであります。 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

  平成19年２月期 平成20年２月期 平成21年２月期 平成22年２月期

自己資本比率（％）  69.4 70.8 67.2 71.5

時価ベースの自己資本比率（％）  53.3 37.1 41.4 48.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  － 1.9 7.3 0.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  － 27.1 8.6 63.7

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

※株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。 

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書にに計上されている「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」及び「利息の支払額」によっております。 
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（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと認識し、安定的・継続的な配

当を基本としつつ、連結営業利益及び連結配当性向等を総合的に勘案し利益還元の水準向上を目指

しております。 

この方針に基づき、当期末の配当につきましては、１株当たり10円とさせていただく予定です。

当中間期末の配当（１株当たり10円）とあわせまして、通期では20円とさせていただく予定です。

次期の配当につきましては、中間、期末ともに10円の年間20円を予定しております。 

その他に、株主優待制度を設けており、期末現在株主様を対象に、当社グループの「株主ご優待

券」、「限定商品」、「グルメカード」、そしてＣＳＲ型の優待として「日本水フォーラムへの寄

付」の４つの中からいずれか１つをお選びいただくものとなっております。 

また、今後の事業展開に備えてグループ収益力の向上と経営基盤の強化に努め、将来にわたり株

主の皆様のご期待に応えてまいりたいと考えております。内部留保につきましては、一段と激化す

る企業間競争に耐えうる経営体質の強化と、新規市場の開拓、新ブランドの開発、Ｍ＆Ａ等の事業

展開に備えてまいります。 

 

 

 

２．企業集団の状況 

 最近の有価証券報告書（平成21年５月22日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

 

３．経営方針 

平成21年２月期決算短信（平成21年４月13日開示）により開示を行った内容から重要な変更がない

ため開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.fa-aqua.co.jp/ 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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４．連結財務諸表 
(1) 連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 895,894 518,261

受取手形及び売掛金 3,403,014 3,318,504

たな卸資産 6,950,046 －

商品及び製品 － 5,098,352

仕掛品 － 342,731

原材料及び貯蔵品 － 330,687

繰延税金資産 1,077,401 636,079

前渡金 23,254 7,972

未収入金 93,644 804,594

その他 535,821 215,953

貸倒引当金 △10,340 △9,213

流動資産合計 12,968,737 11,263,924

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,228,442 5,417,218

土地 6,060,262 5,994,953

リース資産（純額） － 10,167

建設仮勘定 2,997 52,926

その他（純額） 340,022 312,740

有形固定資産合計 12,631,724 11,788,005

無形固定資産   

のれん 8,922,521 8,327,875

リース資産 － 3,085

商標権 3,538 3,035

その他 537,561 406,483

無形固定資産合計 9,463,621 8,740,480

投資その他の資産   

投資有価証券 13,319,315 13,359,089

差入保証金 634,730 570,611

長期貸付金 57,316 58,105

繰延税金資産 543,394 931,951

投資不動産（純額） 821,910 815,435

前払年金費用 2,043,372 1,997,008

敷金 2,325,796 2,265,662

破産更生債権等 657,203 603,116

その他 472,492 492,738

貸倒引当金 △708,455 △679,060

投資その他の資産合計 20,167,076 20,414,659

固定資産合計 42,262,422 40,943,144

資産合計 55,231,159 52,207,068
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,880,093 3,915,845

短期借入金 6,525,985 3,034,404

リース債務 － 3,315

1年内償還予定の社債 295,000 10,000

未払法人税等 704,192 1,097,582

繰延税金負債 134 339

賞与引当金 415,805 407,668

役員賞与引当金 38,700 42,650

その他 2,369,573 3,101,200

流動負債合計 14,229,484 11,613,006

固定負債   

社債 45,000 －

長期借入金 638,158 453,754

リース債務 － 10,665

長期預り保証金 291,997 255,769

繰延税金負債 1,792,660 1,452,742

退職給付引当金 472,161 512,957

役員退職慰労引当金 339,538 332,414

その他 320,911 236,793

固定負債合計 3,900,427 3,255,097

負債合計 18,129,911 14,868,103

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,486,520 2,486,520

資本剰余金 18,300,303 18,300,326

利益剰余金 18,322,785 18,871,004

自己株式 △1,710,590 △2,099,478

株主資本合計 37,399,019 37,558,372

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29,879 72,924

繰延ヘッジ損益 10,845 △2,223

土地再評価差額金 △264,512 △264,512

為替換算調整勘定 △16,503 △28,008

評価・換算差額等合計 △300,049 △221,820

少数株主持分 2,278 2,412

純資産合計 37,101,248 37,338,965

負債純資産合計 55,231,159 52,207,068
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(2) 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 49,694,343 46,779,521

売上原価 25,444,069 22,250,611

売上総利益 24,250,273 24,528,910

その他の営業収入 1,862,849 1,650,561

営業総利益 26,113,123 26,179,471

販売費及び一般管理費 23,818,237 23,767,259

営業利益 2,294,885 2,412,212

営業外収益   

受取利息 5,769 3,569

受取配当金 65,955 53,126

持分法による投資利益 － 15,857

投資不動産賃貸料 91,134 108,300

為替差益 27,882 42,433

その他 84,932 82,825

営業外収益合計 275,674 306,112

営業外費用   

支払利息 115,082 80,545

持分法による投資損失 69,852 －

その他 43,734 23,261

営業外費用合計 228,669 103,807

経常利益 2,341,891 2,614,517

特別利益   

固定資産売却益 109,769 327

投資有価証券売却益 － 2,198

貸倒引当金戻入額 － 8,405

役員退職慰労引当金戻入額 － 6,481

収用補償金 5,860 －

権利金収入 － 880,000

その他 9,157 －

特別利益合計 124,787 897,412

特別損失   

固定資産売却損 4,517 1,286

固定資産除却損 64,427 104,113

投資有価証券売却損 2,065 －

投資有価証券評価損 291,376 215,720

減損損失 309,200 186,005

のれん償却額 116,799 37,358

店舗閉鎖損失 100,342 21,769

建物解体費用 － 380,000

固定資産臨時償却費 － 459,986

その他 28,134 8,419

特別損失合計 916,863 1,414,659

税金等調整前当期純利益 1,549,815 2,097,270
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

法人税、住民税及び事業税 934,573 1,437,102

過年度法人税等 14,785 －

法人税等調整額 △106,456 △318,007

法人税等合計 842,902 1,119,095

少数株主利益又は少数株主損失（△） △787 133

当期純利益 707,701 978,040
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,486,520 2,486,520

当期末残高 2,486,520 2,486,520

資本剰余金   

前期末残高 18,300,303 18,300,303

当期変動額   

自己株式の処分 － 22

当期変動額合計 － 22

当期末残高 18,300,303 18,300,326

利益剰余金   

前期末残高 18,517,443 18,322,785

当期変動額   

剰余金の配当 △602,369 △585,673

当期純利益 707,701 978,040

自己株式の処分 △10 －

連結子会社の減少による増加高 49,706 155,851

土地再評価差額金の取崩 △349,686 －

当期変動額合計 △194,657 548,218

当期末残高 18,322,785 18,871,004

自己株式   

前期末残高 △1,174,018 △1,710,590

当期変動額   

自己株式の取得 △536,649 △389,054

自己株式の処分 76 167

当期変動額合計 △536,572 △388,887

当期末残高 △1,710,590 △2,099,478

株主資本合計   

前期末残高 38,130,249 37,399,019

当期変動額   

剰余金の配当 △602,369 △585,673

当期純利益 707,701 978,040

自己株式の取得 △536,649 △389,054

自己株式の処分 65 190

連結子会社の減少による増加高 49,706 155,851

土地再評価差額金の取崩 △349,686 －

当期変動額合計 △731,230 159,353

当期末残高 37,399,019 37,558,372

㈱Ｆ＆Ａアクアホールディングス（8008）平成22年２月期決算短信

－12－



(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28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 566,971 △29,879

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △596,850 102,803

当期変動額合計 △596,850 102,803

当期末残高 △29,879 72,924

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △38,400 10,845

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 49,245 △13,068

当期変動額合計 49,245 △13,068

当期末残高 10,845 △2,223

土地再評価差額金   

前期末残高 △614,198 △264,512

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 349,686 －

当期変動額合計 349,686 －

当期末残高 △264,512 △264,512

為替換算調整勘定   

前期末残高 8,641 △16,503

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,145 △11,505

当期変動額合計 △25,145 △11,505

当期末残高 △16,503 △28,008

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △76,985 △300,049

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △223,064 78,229

当期変動額合計 △223,064 78,229

当期末残高 △300,049 △221,820

少数株主持分   

前期末残高 3,066 2,278

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △787 133

当期変動額合計 △787 133

当期末残高 2,278 2,412
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

純資産合計   

前期末残高 38,056,330 37,101,248

当期変動額   

剰余金の配当 △602,369 △585,673

当期純利益 707,701 978,040

自己株式の取得 △536,649 △389,054

自己株式の処分 65 190

連結子会社の減少による増加高 49,706 155,851

土地再評価差額金の取崩 △349,686 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △223,852 78,363

当期変動額合計 △955,082 237,716

当期末残高 37,101,248 37,338,965
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28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 1,549,815 2,097,270

減価償却費 775,851 814,760

減損損失 309,200 186,005

のれん償却額 693,086 594,646

固定資産臨時償却費 － 459,986

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,529 △30,521

賞与引当金の増減額（△は減少） △51,349 △8,137

退職給付引当金の増減額（△は減少） △36,513 87,032

その他の引当金の増減額（△は減少） △352,400 △3,173

受取利息及び受取配当金 △71,725 △56,695

支払利息 115,082 80,545

持分法による投資損益（△は益） 69,852 △15,857

為替差損益（△は益） △33,896 △54,705

権利金収入 － △880,000

建物解体費用 － 380,000

固定資産除却損 64,427 104,113

固定資産売却損益（△は益） △105,252 959

投資有価証券売却損益（△は益） 2,065 △2,198

投資有価証券評価損益（△は益） 291,376 215,720

売上債権の増減額（△は増加） 834,505 138,404

たな卸資産の増減額（△は増加） △91,720 1,178,530

仕入債務の増減額（△は減少） △1,405,478 35,656

未払消費税等の増減額（△は減少） △66,749 71,449

その他の資産の増減額（△は増加） 93,834 197,859

その他の負債の増減額（△は減少） △660,237 239,123

小計 1,899,243 5,830,775

利息及び配当金の受取額 234,901 165,463

利息の支払額 △115,894 △76,096

法人税等の支払額 △985,159 △1,072,299

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,033,090 4,847,843
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28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 △309,699 △390,736

有形固定資産の売却による収入 18,368 5,096

無形固定資産の取得による支出 △53,477 △65,831

投資不動産の売却による収入 166,773 －

投資有価証券の取得による支出 △31,597 △17,735

投資有価証券の売却による収入 297 13,305

子会社株式の取得による支出 △216,285 －

長期貸付けによる支出 △9,798 △21,264

長期貸付金の回収による収入 21,807 20,475

長期前払費用の取得による支出 △38,480 △49,331

定期預金の預入による支出 △2,509 －

定期預金の払戻による収入 18,020 －

その他の支出 △88,190 △149,033

その他の収入 419,468 270,124

投資活動によるキャッシュ・フロー △105,304 △384,931

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） 1,456,752 △3,450,000

長期借入金の返済による支出 △218,963 △225,985

社債の償還による支出 △462,500 △330,000

自己株式の売却による収入 65 190

自己株式の取得による支出 △544,637 △388,994

配当金の支払額 △602,369 △585,673

その他の支出 △38,253 △123,413

財務活動によるキャッシュ・フロー △409,905 △5,103,877

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,813 74

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 510,067 △640,891

現金及び現金同等物の期首残高 649,085 1,159,152

現金及び現金同等物の期末残高 1,159,152 518,261
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（5）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

（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３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社は、㈱エフ・ディ・シ
ィ・プロダクツ、㈱アスティ、㈱三
鈴、㈱アージュ、㈱アロックス、フラ
ッグス㈱、亜士泰香港有限公司、AS'TY 
VIETNAM INC.、㈱アスコット、ラ シェ
ール㈱、㈱上田靴下、㈱ヨシタケ、㈱
吉武、㈱ホアキン・ベラオ・ジャパ
ン、㈱メイ、㈱フロンティア、㈱エ
フ・ディ・シィ・フレンズの全17社で
あります。 

㈱三鈴は、新たに株式を取得したこ
とから、当連結会計年度より連結子会
社に含めております。 

㈱エフ・ディ・シィ・フレンズは、
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツが新
たに設立いたしました。 

㈱吉武は㈱クイックスから、㈱ヨシ
タケは㈱吉武からそれぞれ名称変更し
ております。 

なお、上海亜士泰時装有限公司、サ
ムズ・クロス㈱は清算結了いたしまし
た。 

連結子会社は、㈱エフ・ディ・シ
ィ・プロダクツ、㈱アスティ、㈱三
鈴、㈱アージュ、㈱アロックス、フラ
ッグス㈱、AS'TY VIETNAM INC.、ラ シ
ェール㈱、㈱上田靴下、㈱吉武、㈱ホ
アキン・ベラオ・ジャパン、㈱メイ、
㈱フロンティア、㈱エフ・ディ・シ
ィ・フレンズの全14社であります。 

なお、㈱ヨシタケ、㈱アスコット、
亜士泰香港有限公司は清算結了いたし
ました。 

２ 持分法の適用に関する事
項 

(1) 持分法適用の関連会社は株式会社
フジの１社であります。 

(1)      同左 

 (2) 持分法非適用会社について持分法
を適用しない理由 

持分法を適用していない関連会社
（㈱エムツーシステムズ、㈱リブライ
ト）は、それぞれ連結純損益及び利益
剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、
かつ、全体としても重要性がないた
め、持分法の適用から除外しておりま
す。 

(2)      同左 

３ 連結子会社の事業年度等
に関する事項 

連結子会社のうち、亜士泰香港有限
公司、AS'TY VIETNAM INC. 、上海亜士
泰時装有限公司の決算日は12月末日で
あります。連結財務諸表の作成にあた
っては同日現在の財務諸表を使用し、
連結決算日との間に生じた重要な取引
については、連結上必要な調整をおこ
なっております。 

連 結 子 会 社 の 決 算 日 は 、 AS'TY 
VIETNAM INC.（12月31日）を除き、連
結決算日と一致しております。 

なお、AS'TY VIETNAM INC.について
は、同社の決算日現在の財務諸表を使
用して、連結決算を行っております。 

ただし、連結決算日との間に生じた
AS'TY VIETNAM INC.との重要な取引に
ついては、連結上必要な調整をおこな
っております。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

４ 会計処理基準に関する事
項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方
法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方
法 

 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づ
く時価法（評価差額は、全部純資
産直入法により処理し、売却原価
は、移動平均法により算定）によ
っております。 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法によっ
ております。 

時価のないもの 

同左 

 たな卸資産 

原材料(地金) 

総平均法による低価法によって
おります。 

商品 

主に 終仕入原価法による原価
法によっております。 

その他のたな卸資産 

主に総平均法による原価法によ
っております。 

たな卸資産 

原材料(地金) 

総平均法による原価法によって
おります。 

商品及び製品、仕掛品 

主として総平均法による原価法
によっております。 

その他のたな卸資産 

同左 

 

なお、貸借対照表価額は、収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法に
より算出しております。 

 デリバティブ 

時価法によっております。 

デリバティブ 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の
方法 

有形固定資産 

建物(附属設備除く) 

主として定額法によっており
ます。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の
方法 

有形固定資産（リース資産を除く）

建物(附属設備除く) 

同左 

 その他 

定率法によっております。 

その他 

同左 

 採用している耐用年数は以下の
とおりであります。 

建物   ４～50年 

その他  ３～60年 

 

 （追加情報） 

法人税法の改正（（所得税法等の
一部を改正する法律 平成19年３月
30日 法律第６号）及び（法人税法
施行令の一部を改正する政令 平成
19年３月30日 政令第83号））に伴
い、当連結会計年度から、平成19年
３月31日以前に取得したものについ
ては、償却可能限度額まで償却が終
了した翌年から５年間で均等償却す
る方法によっております。 

なお、この変更に伴い、従来の方
法と比較して営業利益、経常利益及
び税金等調整前当期純利益が31,263
千円減少しております。 

（追加情報） 

当連結会計年度より、法人税法の
改正(「所得税法等の一部を改正する
法律」 平成20年４月30日 法律第
23号)及び(「減価償却資産の耐用年
数等に関する省令の一部を改正する
省令」 平成20年４月30日 財務省
令第32号)による法定耐用年数の短縮
を契機として見直しを行い、一部の
機械装置の耐用年数を変更しており
ます。 

なお、これによる当連結会計年度
の損益への影響は軽微であります。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

 無形固定資産 
 定額法によっております 
 ただし、ソフトウェア（自社利
用分）については、社内における
利用可能期間（５年）に基づく定
額法によっております。 

無形固定資産（リース資産を除く）

同左 

  リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リ
ース取引に係るリース資産につい
ては、リース期間を耐用年数と
し、残存価額を零とする定額法を
採用しております。 

なお、リ－ス物件の所有権が借
主に移転すると認められるもの以
外のファイナンス・リ－ス取引の
うち、リース取引開始日が企業会
計基準第13号「リース取引に関す
る会計基準」の適用初年度開始前
のリース取引については、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。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える
ため、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については、個別に回収可能性を
検討して回収不能見込額を計上して
おります。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

 賞与引当金 

従業員に支給する賞与に備えるた
め、支給見込額を基準として、当連
結会計年度の負担すべき額を計上し
ております。 

賞与引当金 

同左 

 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出
に充てるため、当連結会計年度にお
ける支給見込額に基づき、当連結会
計年度に見合う額を計上しておりま
す。 

役員賞与引当金 

同左 

 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、
当連結会計年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づ
き、当連結会計年度末において発生
していると認められる額を計上して
おります。 

また、数理計算上の差異は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(10年)による定額
法により、翌連結会計年度から損益
処理しております。 

退職給付引当金 

同左 

 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備え
て、内規に基づく期末要支給額を計
上しております。 

役員退職慰労引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転
すると認められるもの以外のファイ
ナンス・リース取引については、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。 

─── 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の方法 

為替予約取引については、繰延ヘ
ッジ処理によっております。 

(4) 重要なヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の方法 

同左 

 ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 

為替予約取引   外貨建予定取引

ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ヘッジ方針 

外貨建取引の為替相場の変動リス
クを回避する目的で為替予約取引を
行っております。利用にあたっては
実需に基づく取引に限定し、売買差
益の獲得等を目的とする投機的取引
は行わない方針であります。 

ヘッジ方針 

同左 

 ヘッジの有効性評価の方法 
為替予約については、ヘッジ対象

に対し同一通貨建による同一期日の
ものをそれぞれ振当てているため、
その後の為替相場の変動による相関
関係は確保されており、その判定を
もって有効性の判定に代えておりま
すので、決算日における有効性の評
価を省略しております。 

ヘッジの有効性評価の方法 
同左 

 (6) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理
は、税抜方式によっております。 

(5) 消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方
法は、全面時価評価法によっておりま
す。 

同左 

６ のれん及び負ののれんに
関する事項 

のれんは５年間で均等償却すること
としております。 

ただし、株式交換により発生したの
れんについては20年間の均等償却によ
っております。 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日か
ら３ヵ月以内に満期日の到来する流動
性の高い、容易に換金可能であり、か
つ、価値の変動について僅少なリスク
しか負わない短期的な投資からなって
おります。 

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３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

 

─── 

会計処理基準に関する事項の変更 

（1）棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

主として総平均法による原価法によっておりまし
たが、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関す
る会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月
５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法
による原価法（貸借対照表価額については収益性の
低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しておりま
す。 

なお、これによる当連結会計年度の損益への影響
は軽微であります。 

 

（2）連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理
に関する当面の取扱いの適用 

当連結会計年度より「連結財務諸表作成における
在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実
務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用して
おります。 

なお、これによる当連結会計年度の損益への影響
はありません。 

 

（3）リース取引に関する会計基準等 

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
売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており
ます。 

なお、リース取引開始日が平成21年２月28日以前
の所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
を適用しております。 

なお、これによる当連結会計年度の損益への影響
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３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28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、前連結会計年度末において、「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6,235,077千円、240,788千円、474,180
千円であります。 

 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において独立掲記しておりました
「過年度法人税等」（当連結会計年度1,178千円）
は、金額が僅少となったため、当連結会計年度におい
ては「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示して
おります。 

 

（8）連結財務諸表に関する注記事項 

（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３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28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 

現金及び預金 895,894 千円

流動資産その他(金銭の信託) 263,258  

現金及び現金同等物 1,159,152  

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 

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現金及び預金勘定の期末残
高は、金額が一致しております。 

２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会
社の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに㈱三鈴を連結したこと
に伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株
式の取得価額と㈱三鈴取得のための支出（純額）
との関係は次のとおりであります。 

 

流動資産 2,795,656 千円

固定資産 2,893,958  

のれん 241,386  

流動負債 △1,913,586  

固定負債 △2,225,242  

㈱三鈴の取得価額 1,792,172 千円

現金及び現金同等物 △1,575,886  

差引：㈱三鈴取得のための
支出 

216,285 千円
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

 

ブランド 

事業 

(千円) 

アパレル

メーカー事業

(千円) 

リテール

事業 

(千円) 

ホールセール

事業 

(千円) 

ディベロッパー

事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 

全社 

(千円) 

連結 

(千円)

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 
21,556,510 9,924,597 14,715,604 3,571,770 1,788,709 51,557,193 － 51,557,193

 (2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
66,710 1,389,230 211,923 982,319 165,364 2,815,548 (2,815,548) －

計 21,623,221 11,313,828 14,927,527 4,554,090 1,954,074 54,372,741 (2,815,548) 51,557,193

 営業費用 19,424,252 11,589,967 14,776,068 4,573,289 1,361,304 51,724,882 (2,462,574) 49,262,307

 営業利益又は 

営業損失(△) 
2,198,969 △276,139 151,459 △19,199 592,769 2,647,859 (352,973) 2,294,885

Ⅱ 資産、減価償却費、減 

損損失及び資本的支出 
   

 資産 11,829,736 11,132,120 5,197,587 699,843 6,954,392 35,813,681 19,417,478 55,231,159

 減価償却費 294,432 21,534 129,278 13,138 285,892 744,276 956 745,232

 減損損失 117,135 22,907 167,499 － 1,658 309,200 － 309,200

 資本的支出 91,133 58,691 228,748 7,868 56,530 442,971 758 443,730

(注) １ 売上高には、「その他の営業収入」を含んでおります。 

２ 事業区分は製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、区分しております。 

３ 各事業の主要な製品等 

(1) ブランド事業………………ジュエリー、バッグ等の企画・製造・販売 

(2) アパレルメーカー事業……バッグ、紳士、婦人、ベビー、靴下、玩具等の企画・製造・販売及びＯＥＭ 

(3) リテール事業………………紳士服、婦人服、子供服、実用(肌着・靴下等)、服飾品、寝装品、 

和装品、その他の販売及び飲食業 

(4) ホールセール事業…………紳士服、婦人服、子供服、実用(肌着・靴下等)、服飾品、寝装品、その他の卸売 

(5) ディベロッパー事業………複合ビルテナント料、その他 

４ 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用(396,730千円)は、親会社にかかる費用であります。 

５ 資本的支出には長期前払費用を含んでおります。 
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当連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

 

ブランド 

事業 

(千円) 

アパレル

メーカー事業

(千円) 

リテール

事業 

(千円) 

ホールセール

事業 

(千円) 

ディベロッパー

事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 

全社 

(千円) 

連結 

(千円)

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 
19,723,096 6,755,242 16,972,325 3,346,501 1,632,916 48,430,082 － 48,430,082

 (2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
31,007 1,295,376 166,265 612,578 163,126 2,268,354 (2,268,354) －

計 19,754,103 8,050,618 17,138,591 3,959,080 1,796,043 50,698,437 (2,268,354) 48,430,082

 営業費用 17,411,053 8,082,915 17,206,807 4,050,924 1,225,125 47,976,826 (1,958,955) 46,017,870

 営業利益又は 

営業損失(△) 
2,343,049 △32,296 △68,215 △91,844 570,917 2,721,610 (309,398) 2,412,212

Ⅱ 資産、減価償却費、減 

損損失及び資本的支出 
  

 資産 12,982,607 11,706,093 4,909,580 679,177 6,187,517 36,464,975 15,742,093 52,207,068

 減価償却費 258,995 18,290 170,134 12,471 309,431 769,323 1,484 770,808

 減損損失 15,515 20,224 45,781 － 104,484 186,005 － 186,005

 資本的支出 297,180 10,571 149,727 8,109 73,365 538,954 3,400 542,354

(注) １ 売上高には、「その他の営業収入」を含んでおります。 

２ 事業区分は製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、区分しております。 

３ 各事業の主要な製品等 

(1) ブランド事業………………ジュエリー、バッグ等の企画・製造・販売 

(2) アパレルメーカー事業……バッグ、紳士、婦人、ベビー、靴下、玩具等の企画・製造・販売及びＯＥＭ 

(3) リテール事業………………婦人服等の企画・製造・販売、紳士服、子供服、実用(肌着・靴下等)、 

服飾品、寝装品、和装品、その他の販売及び飲食業 

(4) ホールセール事業…………婦人服、紳士服、子供服、実用(肌着・靴下等)、服飾品、寝装品、その他の卸売 

(5) ディベロッパー事業………複合ビルテナント料、その他 

４ 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用(440,098千円)は、親会社にかかる費用であります。 

５ 資本的支出には長期前払費用を含んでおります。 

 

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

主として総平均法による原価法によっておりましたが、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。 

なお、この変更による当連結会計年度の損益への影響は軽微であります。 

 

(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用) 

当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用」（実務対応報

告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

なお、これによる当連結会計年度の損益への影響はありません。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの資産金額の合計額に占める「本邦」の割合がいず

れも90％を超えているため、その記載を省略しております。 

 

当連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの資産金額の合計額に占める「本邦」の割合がいず

れも90％を超えているため、その記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

 

当連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

 

（開示の省略） 

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、リース取引、関連当事者との取引、

税効果会計、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、企業結合等に関

する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省

略しております。 

㈱Ｆ＆Ａアクアホールディングス（8008）平成22年２月期決算短信

－25－



 

（１株当たり情報）  

 
前連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

  

１株当たり純資産額 1,307.79円

１株当たり当期純利益金額 24.54円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

  

１株当たり純資産額 1,335.31円

１株当たり当期純利益金額 34.90円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

    
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額  

項目 
前連結会計年度末 
(平成21年２月28日) 

当連結会計年度末 
(平成22年２月28日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 37,101,248 37,338,965

普通株式に係る純資産額（千円） 37,098,969 37,336,552

差額の主な内訳（千円） 

少数株主持分 2,278 2,412

普通株式の発行済株式数（株） 30,631,356 30,631,356

普通株式の自己株式数（株） 2,263,617 2,670,450

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
28,367,739

普通株式の数（株） 
27,960,906

 

２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年３月１日
 至 平成21年２月28日)

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日
 至 平成22年２月28日)

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 707,701 978,040

普通株式に係る当期純利益（千円） 707,701 978,040

普通株式の期中平均株式数（株） 28,839,230 28,023,098

 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５．財務諸表 
(1) 貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 77,343 83,793

前払費用 3,799 1,369

繰延税金資産 9,906 7,240

関係会社短期貸付金 1,917,000 2,218,069

未収入金 96,197 105,858

その他 270,574 6,845

流動資産合計 2,374,820 2,423,176

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,162 871

工具、器具及び備品（純額） 1,307 870

有形固定資産合計 2,469 1,742

無形固定資産   

ソフトウエア 308 2,951

無形固定資産合計 308 2,951

投資その他の資産   

関係会社株式 29,197,880 29,197,880

繰延税金資産 13,551 22,509

その他 4,474 6,126

投資その他の資産合計 29,215,905 29,226,516

固定資産合計 29,218,683 29,231,209

資産合計 31,593,503 31,654,386

負債の部   

流動負債   

短期借入金 7,070,000 7,400,003

1年内返済予定の長期借入金 10,000 －

未払金 21,319 23,424

未払費用 4,842 5,716

未払法人税等 21,780 11,551

賞与引当金 10,460 10,100

役員賞与引当金 9,750 11,950

その他 5,428 9,169

流動負債合計 7,153,581 7,471,916

固定負債   

役員退職慰労引当金 33,460 55,580

固定負債合計 33,460 55,580

負債合計 7,187,041 7,527,496
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,486,520 2,486,520

資本剰余金   

資本準備金 14,838,777 14,838,777

その他資本剰余金 － 22

資本剰余金合計 14,838,777 14,838,799

利益剰余金   

利益準備金 417,300 417,300

その他利益剰余金   

別途積立金 6,794,500 6,794,500

繰越利益剰余金 773,206 882,438

利益剰余金合計 7,985,006 8,094,238

自己株式 △903,841 △1,292,668

株主資本合計 24,406,462 24,126,889

純資産合計 24,406,462 24,126,889

負債純資産合計 31,593,503 31,654,386
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(2) 損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

その他の営業収入 1,280,884 1,281,745

営業総利益 1,280,884 1,281,745

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 15,254 8,743

役員報酬 82,571 91,050

給料及び手当 91,205 122,664

賞与引当金繰入額 10,460 10,100

役員賞与引当金繰入額 9,750 11,950

役員退職慰労引当金繰入額 20,600 22,120

福利厚生費 30,410 13,435

業務委託費 56,625 29,250

借地借家料 19,587 19,060

支払手数料 － 26,885

減価償却費 956 1,484

その他 89,365 112,887

販売費及び一般管理費合計 426,786 469,631

営業利益 854,098 812,113

営業外収益   

受取利息 53,766 18,959

その他 3,436 1,233

営業外収益合計 57,203 20,193

営業外費用   

支払利息 89,564 57,687

その他 4,937 3,826

営業外費用合計 94,502 61,513

経常利益 816,798 770,793

税引前当期純利益 816,798 770,793

法人税、住民税及び事業税 107,884 82,180

過年度法人税等 13,220 －

法人税等調整額 △7,517 △6,292

法人税等合計 113,587 75,888

当期純利益 703,211 694,905
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(3) 株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,486,520 2,486,520

当期末残高 2,486,520 2,486,520

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 14,838,777 14,838,777

当期末残高 14,838,777 14,838,777

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の処分 － 22

当期変動額合計 － 22

当期末残高 － 22

資本剰余金合計   

前期末残高 14,838,777 14,838,777

当期変動額   

自己株式の処分 － 22

当期変動額合計 － 22

当期末残高 14,838,777 14,838,799

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 417,300 417,300

当期末残高 417,300 417,300

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 6,794,500 6,794,500

当期末残高 6,794,500 6,794,500

繰越利益剰余金   

前期末残高 672,374 773,206

当期変動額   

剰余金の配当 △602,369 △585,673

当期純利益 703,211 694,905

自己株式の処分 △10 －

当期変動額合計 100,832 109,231

当期末残高 773,206 882,438

利益剰余金合計   

前期末残高 7,884,174 7,985,006

当期変動額   

剰余金の配当 △602,369 △585,673

当期純利益 703,211 694,905

自己株式の処分 △10 －

当期変動額合計 100,832 109,231

当期末残高 7,985,006 8,094,238
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

自己株式   

前期末残高 △359,281 △903,841

当期変動額   

自己株式の取得 △544,637 △388,994

自己株式の処分 76 167

当期変動額合計 △544,560 △388,826

当期末残高 △903,841 △1,292,668

株主資本合計   

前期末残高 24,850,191 24,406,462

当期変動額   

剰余金の配当 △602,369 △585,673

当期純利益 703,211 694,905

自己株式の取得 △544,637 △388,994

自己株式の処分 65 190

当期変動額合計 △443,728 △279,572

当期末残高 24,406,462 24,126,889

純資産合計   

前期末残高 24,850,191 24,406,462

当期変動額   

剰余金の配当 △602,369 △585,673

当期純利益 703,211 694,905

自己株式の取得 △544,637 △388,994

自己株式の処分 65 190

当期変動額合計 △443,728 △279,572

当期末残高 24,406,462 24,126,889
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（4）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

（5）重要な会計方針の変更 

（表示方法の変更） 

前事業年度 

(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 

(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

（損益計算書） 

前事業年度において区分掲記しておりました「租

税公課」（当事業年度6,860千円）は、金額が僅少と

なったため、当事業年度においては販売費及び一般

管理費「その他」に含めて表示しております。 

（損益計算書） 

１．前事業年度において販売費及び一般管理費「その

他」に含めて表示しておりました「支払手数料」

（前事業年度3,151千円）は、販売費及び一般管理費

の5/100を超えたため、当事業年度においては区分掲

記しております。 

２．前事業年度において独立掲記しておりました「過

年度法人税等」（当事業年度△6,769千円）は、金額

が僅少となったため、当事業年度においては「法人

税、住民税及び事業税」に含めて表示しておりま

す。 
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６．その他 

（1）役員の異動 

①代表者の異動 

該当事項ありません。 

 

②その他の役員の異動（平成22年５月20日付予定） 

１．新任監査役候補 

常勤監査役  田坂 英二（現 当社顧問、㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ監査役） 

監査役    上村 信彦（現 税理士） 

 

２．退任予定監査役 

常勤監査役  丸岡 昭夫 

監査役    山内 喜久夫 

（注）新任監査役候補者 上村 信彦氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であ   

ります。 

 

③補欠監査役の選任 

１．補欠監査役候補者 

秦 清（現 弁護士、㈱アスティ監査役） 
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