
平成23年2月期 第1四半期決算短信 

平成22年7月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 Ｆ＆Ａアクアホールディングス 上場取引所 東 
コード番号 8008 URL http://www.fa-aqua.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 木村 祭氏
問合せ先責任者 （役職名） 取締役総務部長 （氏名） 大木 茂生 TEL 03-5719-3429
四半期報告書提出予定日 平成22年7月15日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 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 ％

23年2月期第1四半期 10,993 △6.5 605 5.8 721 14.4 255 19.1
22年2月期第1四半期 11,761 ― 571 ― 630 ― 214 ―

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

23年2月期第1四半期 9.15 ―
22年2月期第1四半期 7.62 ―

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

23年2月期第1四半期 52,660 37,358 70.9 1,336.03
22年2月期 52,207 37,338 71.5 1,335.31

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  37,356百万円 22年2月期  37,336百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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

22年2月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
23年2月期 ―
23年2月期 

（予想）
10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 3.58

通期 47,000 △3.0 2,550 5.7 2,750 5.2 1,050 7.4 37.55

- 1 -



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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（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。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）自己株式数については、当四半期連結会計期間末に従業員持株会信託口が所有する当社株式513,700株を含めて記載しております。 

※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、当社グループ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。 

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） 23年2月期第1四半期 30,331,356株 22年2月期  30,631,356株
② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  2,370,577株 22年2月期  2,670,450株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 27,960,839株 22年2月期第1四半期 28,171,188株
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、アジア・北米経済の復調や緊急経済対策の効果

を背景に企業収益が改善する等、景気持ち直しの傾向が見られたものの、雇用情勢、所得環境の回復

は進まず個人消費は低迷し、依然として厳しい経営環境が続きました。 

流通業界におきましては、株価回復による資産効果に伴う富裕層消費の活性化等、一部持ち直しの

動きは見られましたが、デフレ傾向のなか客単価の下落が続いており、本格的な復調には至っており

ません。 

このような状況のなか、当社グループは、第２次中期経営計画２年目となる2010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。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の連結業績は、営業収益は109億93百万円（前年同期比6.5％

減）、営業利益は６億５百万円（前年同期比5.8％増）、経常利益は７億21百万円（前年同期比14.4％

増）、四半期純利益は２億55百万円（前年同期比19.1％増）となりました。 

（注）営業収益は、「売上高」と「その他の営業収入」を合計しております。 

 

事業のセグメント別の業績は、次のとおりであります。 

（ブランド事業） 

エフ・ディ・シィ・プロダクツグループが展開しておりますブランド事業におきましては、

「EAUDOUCE４℃」（オデュースヨンドシィ）、「canal４℃」（カナルヨンドシィ）が前年実績及び計

画を大幅に上回ったことにより、増収・増益を確保することができました。 

その結果、売上高は43億36百万円（前年同期比0.8％増）、営業利益は５億61百万円（前年同期比

26.3％増）となりました。 

 

（アパレルメーカー事業） 

アスティグループが展開しておりますアパレルメーカー事業におきましては、相手先ブランドの企

画・デザイン・製品化を請け負うＯＤＭ事業の拡大と子会社の利益体質強化を推し進めてまいりまし

た。 

その結果、売上高は15億44百万円（前年同期比19.0％減）、営業利益は42百万円（前年同期比9.5％

減）となりました。 

 

（リテール事業） 

㈱三鈴におきましては、販促活動強化による売上拡大と経費削減による利益体質強化を推し進めて

まいりました。 

㈱アージュにおきましては、デイリーファッション事業「パレット」の関西事務所を開設し営業力

を強化することで、収益拡大と荒利益率の改善に取り組んでまいりました。 

その結果、売上高は39億42百万円（前年同期比5.4％減）、営業損失は19百万円（前年同期は営業利

益３百万円）となりました。 

 

（ホールセール事業） 

㈱アスティが展開しておりますホールセール事業におきましては、市況の停滞が続くなかで、地域

密着の営業体制を武器に利益確保に取り組んでまいりました。 

その結果、売上高は８億21百万円（前年同期比13.3％減）、営業利益は16百万円（前年同期比79.9

％増）となりました。 

 

（ディベロッパー事業） 

㈱アスティが展開しておりますディベロッパー事業におきましては、メンテナンス管理、テナント

物件のリーシング管理等を行ってまいりました。 

その結果、売上高は３億48百万円（前年同期比20.6％減）、営業利益は１億４百万円（前年同期比

38.7％減）となりました。 

（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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２．連結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１四半期連結会計期間末における財政状態につきましては、資産は主に、受取手形及び売掛金

が６億51百万円増加したことにより、前連結会計年度末と比較して４億53百万円増加し526億60百万円

となりました。負債は主に、当第１四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」を早

期適用し、資産除去債務を７億30百万円計上したことにより、前連結会計年度末と比較して４億33百

万円増加し、153億１百万円となりました。純資産は前連結会計年度末と比較して20百万円増加し373

億58百万円となりました。 

 

 (2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して83百

万円減少し、４億34百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、５億58百万円の支出（前年同期比５億71百万円の減少）

となりました。これは主に、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額が４億91百万円増加したも

のの、税金等調整前四半期当期純利益が４億53百万円減少し、法人税等の支払額が４億49百万円増

加したこと等により相殺されたものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、３億52百万円の支出（前年同期比２億94百万円の減少）

となりました。これは主に、固定資産の取得による支出が１億７百万円増加したことによるもので

あります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、８億27百万円の収入（前年同期比９億52百万円の増加）

となりました。これは主に、信託型従業員持株インセンティブ・プラン導入に伴う長期借入金が４

億87百万円増加したこと、自己株式の取得による支出が２億66百万円減少したこと等によるもので

あります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年４月12日に公表した連結業績予想から変更はありません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①簡便な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しており

ます。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。 

 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

 

(3) 四半期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 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平

成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

21号 平成20年３月31日)を早期適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益は10,772千円、税金等調整前四半期純利益は、502,146千円減

少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は730,476千円であ

ります。 

なお、セグメント情報に与える影響については、セグメント情報に記載しております。 
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５.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 434,883 518,261

受取手形及び売掛金 3,969,790 3,318,504

商品及び製品 5,599,646 5,098,352

仕掛品 132,654 342,731

原材料及び貯蔵品 357,181 330,687

その他 1,090,748 1,664,599

貸倒引当金 △10,969 △9,213

流動資産合計 11,573,935 11,263,924

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,585,559 5,417,218

土地 5,994,953 5,994,953

その他（純額） 371,349 375,833

有形固定資産合計 11,951,862 11,788,005

無形固定資産   

のれん 8,194,779 8,327,875

その他 371,543 412,605

無形固定資産合計 8,566,322 8,740,480

投資その他の資産   

投資有価証券 13,328,070 13,359,089

前払年金費用 1,995,027 1,997,008

その他 5,924,509 5,737,621

貸倒引当金 △679,233 △679,060

投資その他の資産合計 20,568,374 20,414,659

固定資産合計 41,086,559 40,943,144

資産合計 52,660,494 52,207,068
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 4,164,719 3,915,845

短期借入金 3,740,889 3,034,404

1年内償還予定の社債 2,500 10,000

未払法人税等 159,580 1,097,582

賞与引当金 421,022 407,668

役員賞与引当金 14,793 42,650

その他 2,691,773 3,104,856

流動負債合計 11,195,278 11,613,006

固定負債   

長期借入金 903,046 453,754

退職給付引当金 514,264 512,957

役員退職慰労引当金 340,879 332,414

資産除去債務 730,476 －

その他 1,617,557 1,955,970

固定負債合計 4,106,225 3,255,097

負債合計 15,301,503 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 18,647,175 18,871,004

自己株式 △1,908,480 △2,099,478

株主資本合計 37,525,519 37,558,372

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 123,760 72,924

繰延ヘッジ損益 △1,636 △2,223

土地再評価差額金 △264,512 △264,512

為替換算調整勘定 △26,577 △28,008

評価・換算差額等合計 △168,965 △221,820

少数株主持分 2,437 2,412

純資産合計 37,358,990 37,338,965

負債純資産合計 52,660,494 52,207,068
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 11,305,537 10,641,242

売上原価 5,381,874 4,935,373

売上総利益 5,923,662 5,705,868

その他の営業収入 455,673 351,959

営業総利益 6,379,336 6,057,828

販売費及び一般管理費 5,807,377 5,452,698

営業利益 571,958 605,129

営業外収益   

受取利息 1,033 861

受取配当金 8,111 10,872

持分法による投資利益 25,426 27,919

投資不動産賃貸料 26,975 26,575

為替差益 11,794 2,315

投資有価証券割当益 － 30,440

助成金収入 － 13,138

その他 16,112 27,201

営業外収益合計 89,452 139,324

営業外費用   

支払利息 24,450 11,743

その他 6,096 11,116

営業外費用合計 30,546 22,859

経常利益 630,864 721,594

特別利益   

固定資産売却益 119 －

貸倒引当金戻入額 411 －

その他 687 －

特別利益合計 1,218 －

特別損失   

固定資産売却損 853 －

固定資産除却損 38,360 62,861

投資有価証券評価損 187,109 129,453

減損損失 22,149 111,076

店舗閉鎖損失 8,300 2,870

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 491,373

その他 － 2,392

特別損失合計 256,773 800,028

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

375,308 △78,433

法人税、住民税及び事業税 93,517 163,084

法人税等調整額 66,803 △497,417

法人税等合計 160,321 △334,332

少数株主利益 225 25

四半期純利益 214,761 255,873
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

375,308 △78,433

減損損失 22,149 111,076

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 491,373

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,760 1,929

賞与引当金の増減額（△は減少） 52,464 13,354

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,982 3,153

その他の引当金の増減額（△は減少） △5,409 △19,391

受取利息及び受取配当金 △9,144 △11,734

支払利息 24,450 11,743

持分法による投資損益（△は益） △25,426 △27,919

為替差損益（△は益） 3,424 △728

投資有価証券評価損益（△は益） 187,109 129,453

固定資産除却損 38,360 62,861

固定資産売却損益（△は益） 734 －

売上債権の増減額（△は増加） △387,468 △652,738

たな卸資産の増減額（△は増加） △216,943 △317,580

仕入債務の増減額（△は減少） 76,834 248,837

その他 424,846 461,683

小計 561,512 426,940

利息及び配当金の受取額 64,958 66,116

利息の支払額 △23,104 △11,439

法人税等の支払額 △590,307 △1,040,112

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,058 △558,495

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △146,679 △253,732

固定資産の売却による収入 2,748 －

投資有価証券の取得による支出 △4,253 △4,179

その他 89,988 △94,841

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,195 △352,754

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） 542,704 720,000

長期借入れによる収入 － 487,000

長期借入金の返済による支出 △66,231 △51,221

社債の償還による支出 △7,500 △7,500

自己株式の取得による支出 △267,003 △119

配当金の支払額 △294,869 △290,801

その他 △32,138 △29,701

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,038 827,655

現金及び現金同等物に係る換算差額 510 215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △169,664 △83,378

現金及び現金同等物の期首残高 1,159,152 518,261

現金及び現金同等物の四半期末残高 989,488 434,883
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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) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31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) 

売上高     

(1)外部顧客に対する売

上高 
4,301,762 1,906,292 4,166,119 948,099 438,936 11,761,210 － 11,761,210

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
15,512 301,695 33,934 184,040 38,637 573,820 （573,820） －

計 4,317,275 2,207,988 4,200,053 1,132,140 477,573 12,335,031 （573,820） 11,761,210

営業利益 444,343 47,328 3,789 9,075 170,634 675,171 （103,212） 571,958

（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 

 

(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、当第１四半期連結会計期間より「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、この変更による当第１四半期連結累計期間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) 

当第１四半期連結会計期間より「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、これによる当第１四半期連結累計期間の損益への影響はありません。 
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当第１四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31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) 

売上高     

(1)外部顧客に対する 

売上高 
4,336,359 1,544,256 3,942,277 821,787 348,521 10,993,201 － 10,993,201

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
1,742 261,826 40,625 160,492 37,642 502,329 （502,329） －

計 4,338,101 1,806,082 3,982,903 982,280 386,163 11,495,531 （502,329） 10,993,201

営業利益又は 

営業損失(△) 
561,425 42,813 △19,958 16,331 104,672 705,283 （100,154） 605,129

（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 

 

(資産除去債務に関する会計基準の適用) 

当第１四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日)を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益はブランド事業3,007千円、アパ

レルメーカー事業760千円、リテール事業4,015千円、ホールセール事業208千円、ディベロッパー事業2,780千円それぞれ

減少しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、その記載を省略しております。 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日） 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が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】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31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。 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31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。 
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 (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
 

６．その他の情報 

 (信託型従業員持株インセンティブ・プランにおける自己株式の処分に関する会計処理方法について) 

当社は、平成22年4月19日開催の取締役会において、当社グループ従業員に対する当社の中長期的
な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プ
ラン」の導入を決議しており、平成22年５月11日付で、自己株式513,700株（486,987千円）を「Ｆ
＆Ａアクアホールディングス従業員持株会専用信託口」（以下「従持信託」といいます。）へ譲渡
しております（平成22年４月19日開示済）。 
当該自己株式の処分に関する会計処理については、当社が従持信託の債務を保証している関係上、

経済的実態を重視する観点から、当社と従持信託が一体のものであると認識し、Ｆ＆Ａアクアホー
ルディングス従業員持株会が従持信託より株式を購入した時点で、当社から外部に株式が譲渡され
たものとして処理しております。したがって、従持信託が所有する自己株式を含む資産及び負債並
びに費用及び収益については当社の四半期連結貸借対照表及び四半期連結損益計算書に含めて計上
しており、自己株式数については従持信託が所有する当社株式を自己株式数に含めて記載しており
ます。 
なお、平成22年５月31日現在において従持信託が所有する自己株式数は513,700株、当社が所有す

る自己株式数は737,595株となっております。 
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