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株式会社Ｆ＆Ａアクアホールディングス
（東証一部 8008）

第57期（2007年2月期）中間決算説明会

2006年10月16日
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■第５７期（2007/2）中間決算数値について

㈱Ｆ＆Ａアクアホールディングス

財務部長 西村政彦

■第５７期（2007/2）上期状況・下期対策・経営戦略について

㈱Ｆ＆Ａアクアホールディングス

代表取締役社長 細田信行
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上期営業概況（連結）上期営業概況（連結）

●第56期は、参考資料として統合前の㈱アスティ連結の数字

※1 上代売上高、 ※2 売上計上方法を勘案した実質前期比

+547△488△138350△685当期純利益

△3.7△6.31,5001,6001,557経常利益

△12.5△17.41,1571,4001,322営業利益

+5.5△3.010,55710,88010,009販売費及び一般管理費

△3.0△0.89729801,002その他の営業収入（不動産賃貸収入）

△1.8△0.942.643.544.4売上総利益率（％）

+4.0△4.910,74211,30010,329売上総利益

+11.9△1.714,47614,72012,942売上原価

※2（+8.3）
+20.7

△3.125,21826,020
※1（23,271）

20,899売上高

※2（+7.9）
+19.6

△3.026,19127,000
※1（24,284）

21,901営業収益（不動産賃貸収入含む）

前期比
期初

予測比

実績期初予測

第57期中間（2006/8）

第56期中間
（2005/8）

（百万円、％）
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+547△488△138350△685当期純利益

△3.7△6.21,5001,6001,558経常利益

△12.5△17.41,1571,4001,323営業利益

+7.9△3.026,19127,00024,284営業収益

F&AアクアHD
連結合計

+34△20.045△30当期純利益

+48+322.2389△10経常利益

+33+1,600171△16営業利益

+12.3△2.42,4302,4892,164売上高

アージュ

+3.9△4.1349364336当期純利益

+15.9+3.0887861765経常利益

+8.0△5.3569601527営業利益

+14.2+2.817,14116,68115,004営業収益

アスティグループ

△1.2△31.7307450311当期純利益

△24.1△28.3695970916経常利益

△24.9△29.2669945891営業利益

※2 +2.0△3.410,91611,300※1 10,700売上高

FDCPグループ

前期比・差期初予測比
実績期初予測

第57期中間（2006/8）
第56期中間
（2005/8）（百万円、％）

●Ｆ＆ＡアクアＨＤ連結合計はグループ間取引相殺前の数値

※1 上代売上高、 ※2 売上計上方法を勘案した実質前期比

上期事業グループ別営業概況上期事業グループ別営業概況
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販売費及び一般管理費（連結）販売費及び一般管理費（連結）

△1.1+0.141.9 41.8 43.0 売上販売管理費比率

+5.5△3.010,55710,88010,009合計

+12.7△5.01,6931,7821,502その他

+13.6+6.3289272254減価償却費

△2.1+4.7471450481荷造運賃

+2.9+7.0214200208旅費

+1.6△3.2391404384業務委託費

+6.0△9.2535589505販売広告費

+4.6△2.43,2063,2843,066借地借家料

+4.2△3.33,7553,8833,604人件費

前期比期初予測比
実績期初予測

第57期中間（2006/8）
第56期中間
（2005/8）

（百万円、％）

6

セグメント内容セグメント内容

不動産賃貸事業ディベロッパー事業

アージュの小売事業（「ＬＯＵ（ﾙｳ）」「パレット」「４℃」）、
アスティの会員制小売事業（ラポール）
飲食事業（フラッグスカフェ、寅）

リテール事業

アスティのアパレル卸売事業ホールセール事業（卸売）

アスティグループのアパレル・バッグメーカー事業アパレルメーカー事業

４℃ウエア・バッグ

４℃、４℃コレクション、ルジアダ、セリーヌ、ホアキン・べラオジュエリー
ブランド

事業

内容
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セグメント別売上高状況（連結）セグメント別売上高状況（連結）

+7.926,19124,284合計

△3.19711,002ディベロッパー事業

+6.73,9083,663リテール事業

△12.33,3093,771ホールセール事業（卸売）

+26.77,8666,208アパレルメーカー事業

※4 （+6.4）
+49.8

1,459
※3 （1,371）

974
ウエア・バッグ

※2 （+4.9）
+38.1

8,677
※1 （8,269）

6,284
ジュエリー

ブランド事業

前期比・差
実績

第57期中間（2006/8）
第56期中間
（2005/8）

（百万円、％）

※1 ※3 上代売上高、 ※2 ※4 売上計上方法を勘案した実質前期比

8

セグメント別営業利益高（連結）セグメント別営業利益高（連結）

△12.51,1571,322合計

△139△608△469消去又は全社

+2.6522509ディベロッパー事業

+14084△56リテール事業

+9966△33ホールセール事業（卸売）

△41.777132アパレルメーカー事業

+30△83△113ウエア・バッグ

△18.81,0981,353ジュエリー
ブランド事業

前期比・差
実績

第57期中間（2006/8）
第56期中間
（2005/8）

（百万円、％）

●消去又は全社は、主に親会社（旧アスティ）の業務と管理部門に掛かる費用



5

9

チャネル別売上高（連結）チャネル別売上高（連結）

100.0+7.926,19124,284合計

6.7+25.61,7491,392その他

5.9△7.21,5561,676一般店・会員小売

11.2+20.22,9432,448アパレル・通販

9.6+41.92,5261,780専門店

26.3+2.16,8916,751GMS

32.0+2.38,3718,180百貨店

8.2+4.82,1552,057路面店・FB

構成比前期比
実績

第57期中間（2006/8）
第56期中間

（2005/8）
（百万円、％）
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財政状況（連結）財政状況（連結）

△0.155.956.0自己資本比率

+8.33,0012,770少数株主持分

+2.226,50525,926自己資本

△1.59.511.0有利子負債比率（％）

△12.04,4855,099借入金

+1.033,59633,279固定資産

+6.113,80513,007流動資産

+2.447,40246,287総資産

前期比
実績

第57期中間（2006/8）
第56期中間
（2005/8）

（百万円、％）
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フリーキャッシュフロー状況（連結）フリーキャッシュフロー状況（連結）

+896△1,026△1,922フリー・CF

+195896701財務CF

+891△367△1,258投資CF

+5△658△663営業CF

前期比・差
実績

第57期中間（2006/8）
第56期中間
（2005/8）

（百万円、％）
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設備投資・減価償却状況（連結）設備投資・減価償却状況（連結）

+13.6289254減価償却費

前期比・差
実績

第57期中間（2006/8）
第56期中間
（2005/8）

（百万円、％）

△88.597841合計

△188△1799敷金・保証金

△66.8276832設備投資額

前期比・差
実績

第57期中間（2006/8）
第56期中間
（2005/8）

（百万円、％）
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Ｆ＆Ａアクアホールディングスの概要Ｆ＆Ａアクアホールディングスの概要

14

Ｆ＆Ａアクアホールディングスの事業内容Ｆ＆Ａアクアホールディングスの事業内容

ＦＤＣＰグループＦＤＣＰグループ アージュアージュ

「4℃」を中心とする

ブランド事業・飲食事業

・アパレルメーカー事業
・ホールセール事業（卸売）
・ディベロッパー事業

アスティグループアスティグループ

・リテール事業
（デイリーファッション、レディス
カジュアル、「4℃」販売代行）

「4℃」の中四国での販売代行

「4℃」Ｗ・Ｂの海外生産委託 商品供給

大手アパレル等 卸小売業

一般消費者
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各事業会社の上期状況各事業会社の上期状況

16

㈱㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツグループの上期状況エフ・ディ・シィ・プロダクツグループの上期状況

ポイント
■「４℃」ジュエリーの苦戦・・・グループ売上高前期比＋2.0％
■資材（プラチナ・ゴールド）価格高騰による荒利益率のダウン・・・前期差－1.3％

プラス要因
・「４℃」自家需要対応ゾーンの健闘

･･･商品力の強化により前期比+24%
・「RUGIADA（ﾙｼﾞｱﾀﾞ）」の健闘

・・・10周年フェア等の実施により前期比+35%
・高単価政策の実施（価格アップの影響も有り）

・・・ＭＤの変更等により客単価前期比+10.3%
・出店11店舗、退店3店舗、改装10店舗、8月末186店舗

・・・ほぼ当初計画通り

マイナス要因
・「４℃」ジュエリーのブライダル商品が苦戦

・・・他ブランドとの商品・サービスの同質化等により
前期比+0.4%

・資材高騰による荒利益率の低下
・・・ＰＴ・Ｇの価格高騰により原価率アップ前期比+1.3%
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㈱㈱アスティグループの上期状況アスティグループの上期状況

ポイント
■アパレルメーカー事業の苦戦により減収だったものの、コスト削減により増益
■子会社の健闘（アスコット・吉武）

プラス要因
・販売管理費の削減

・・・アスティの人件費の削減 人件費前期比－12.7%
・アスコット（ベビー用品）の健闘

・・・しまむら・イトーヨーカ堂等との取組み強化
売上高前期比+7.9%

・吉武（カットソー）の健闘
・・・しまむら・イオングループ等の取組み強化

売上高前期比+1.9%

マイナス要因
・強化部門であるアパレルメーカー事業（アパレル・バッグのＯＥＭ事業）の苦戦

・・・生産管理不足による納期遅れ・資材高騰への対応遅れ等により
荒利益率前期比－2.2%

18

㈱㈱アージュの上期状況アージュの上期状況

ポイント
■デイリーファッション（ＤＦ）ショップの健闘・・・売上高前期比＋12.7％
■売上好調により大幅損益改善・・・営業利益1,688万円（前期△1,660万円）

プラス要因
・DFショップ「パレット」の健闘

・・・システム化による在庫管理の徹底により
荒利益率が前年同期比1.3％改善

・・・出店3店舗、退店2店舗、改装1店舗、8月末30店舗
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第第5757期（期（2007/22007/2期）下期の重点施策期）下期の重点施策

20

㈱㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツグループエフ・ディ・シィ・プロダクツグループ

ポイント
■「４℃」を始めとするジュエリー事業のクリスマス商戦
■プラチナ商品の販売価格アップによる利益確保（10月からマリッジリング20%アップ）

・クリスマスブライダルフェアの強化
・・・サービス・媒体広告等

・マリッジリング（ﾌﾟﾗﾁﾅ）の価格改定
・・・20%アップ
・・・平均販売価格ペアで約14万円に

・新素材の投入
・販売力の強化
・新ジュエリーブランドの検討
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参考資料参考資料
マリッジリングの価格改定についてマリッジリングの価格改定について

9月まで 10月以降

商品Ｄ
120,000円（ペア）

商品Ｃ
130,000円（ペア）

商品Ｂ
140,000円（ペア）

商品Ａ
150,000円（ペア）

商品Ｄ
144,000円（ペア）

商品Ｃ
156,000円（ペア）

商品Ｂ
168,000円（ペア）

商品Ａ
180,000円（ペア）

新商品Ｅ投入
130,000円（ペア）

新商品Ｆ投入
120,000円（ペア）

新商品Ｇ投入
110,000円（ペア）

22

マリッジリングの原価率上昇の対応についてマリッジリングの原価率上昇の対応について

旧上代
60,000円

原価率
約27％

16,200円

「4℃」中のブライダル売上構成比35％

プラチナ価格の上昇によって受ける原価率・荒利益率は
100円/g UP → 原価率1％↑、マリッジ荒利益率1％↓

今回の原価高騰
300～500円/ｇ UP → 原価率が約3～5％↑、

マリッジの荒利率3～5％↓ の予想

対策

1010月に月にマリッジマリッジ商品の商品の20%20%価格価格アップアップ
荒利益率約５荒利益率約５%%の改善の改善

約20％（約10,000～12,000円）の価格ＵＰを行い荒利益率

の確保を行う （原価の高騰分をカバー可能）

プラチナ離れを防ぐため販促活動も強化していく

20%価格ＵＰ

新上代
72,000円

原価率3～5%ＵＰ

原価率30～32%18,000
~19,200円

原価率約25～27%に
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㈱㈱アスティグループアスティグループ

ポイント
■大手アパレルのアパレルメーカー事業強化
■不採算事業の縮小・撤退、事業再編の検討・実施

●アパレルメーカー事業の荒利益率の向上 約18→20%
・企画提案型アパレル・バッグメーカー事業展開

・・・企画力強化による商品価格のアップ
・・・既存得意先との取組強化、新規開拓

・生産管理面の強化
・資材高騰への対応

・・・中国工場：資材の調達方法改善

検品強化による不良品率の低減

・・・ベトナム工場：原材料経費の削減、
生産内部システムの変更による人件費削減

●来期に向けて紳士服・インナー商品からの撤退
●来期に向けて靴下事業・デイリーファッション事業の再編

24

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

百貨店

量販店

専門店

その他

百貨店 25,210 24,286 23,753 23,093 22,007 21,785

量販店 10,315 10,080 9,168 8,635 8,150 8,060

専門店 23,896 25,474 24,410 25,919 26,753 28,490

その他 6,235 6,340 6,201 5,990 5,770 5,655

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年

婦人服・洋品の総小売市場規模推移婦人服・洋品の総小売市場規模推移

出所：矢野経済研究所「アパレル産業白書2006

（単位：億円）

専門店の健闘
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㈱㈱アージュアージュ

ポイント
■ＤＦ事業の更なる強化
■「ＬＯＵ」事業の損益改善
■友好的Ｍ＆Ａの実施・・・2006年11月ミセス専門チェーンのＭ＆Ａ実施

・ＤＦ事業の強化
・・・売り場演出の強化

売上高前年比+13.2%
既存店+2.4%増

・「ＬＯＵ」事業の損益改善
・・・ＰＢ商品売上構成比のアップ

上期6.3%→15%へ

売場提案力・販売力の強化
売上高前年比+8.6%

・友好的M&Aの実施

・・・ミセス専門店チェーン
「ＤＡＤＡ」ショップ
直近決算期（平成2005年11月期）
売上高19億円、経常利益6,300万円
25店舗

26

通期予測通期予測

3636.4△46.78001,50022当期純利益

+3.0△2.73,6003,7003,495経常利益

△2.3△11.83,0003,4003,072営業利益

+4.6△0.955,50056,00053,037売上高

F&AアクアHD
連結合計

+3,100.0+160.347181当期純利益

+137.2+145.31004142経常利益

+149.5+161.8682627営業利益

+28.1+12.45,6665,0374,423売上高

アージュグループ

△628△923△48875580当期純利益

+12.0△6.71,6481,7671,471経常利益

+18.2△10.11,3451,4961,138営業利益

+3.4△1.033,84834,20332,737売上高

アスティグループ

+29.0△4.71,0931,147847当期純利益

+3.5△5.32,1552,2762,083経常利益

+4.5△6.22,0932,2312,003営業利益

+2.8△2.7324,72325,41024,052売上高

FDCPグループ

前期比・差期初予測比
計画期初予測

第57期（2007/2）
第56期

（2006/2）（百万円、％）

●Ｆ＆ＡアクアＨＤ連結合計はグループ間取引相殺前の数値
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経営戦略の進捗状況経営戦略の進捗状況

28

１１..事業ポートフォリオの再編事業ポートフォリオの再編

■ 重点施策
①強みの事業の強化

ジュエリー事業の強化
アパレル・バッグメーカー事業の強化

②重複事業の合理化

①ＦＤＣＰ：ジュエリー事業の強化・・・「ＣＥＬＩＮＥ」（ｾﾘｰﾇ）ジュエリーのライセンス事業スタート
９月 銀座三越・神戸大丸を始め６店舗展開

アスティ：アパレル・バッグのメーカー事業強化・・・大手アパレル等との取り組み強化

関東マーケットでの売上拡大
②アスティ・アスティ子会社群の重複事業の合理化促進
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出所：矢野経済研究所「宝石・貴金属市場年鑑2006年版」

ジュエリー市場についてージュエリー市場についてー宝飾・貴金属小売市場規模推移と予測宝飾・貴金属小売市場規模推移と予測

（単位：億円）
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２２..収益構造の見直し収益構造の見直し

■ 重点施策
①不採算事業の縮小・撤退
②グループの事業再編による最適人員配置による人件費削減
③ネットワーク再編と管理部門の再編・効率化による経費削減
④アスティの海外生産背景の共有化による原価率の低減

①アスティ・・・紳士服・インナー商品からの撤退
②グループ内での事業再編・・・ 2006年度検討・一部実施

2007年度から本格的スタートの計画
③ネットワーク再編と管理部門の効率化・・・2006年度検討・2007年度実施
④ＦＤＣＰがアスティ海外生産背景を共有化・・・2007年度から効果発揮
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3.3.売上拡大売上拡大

■ 重点施策
①既存事業の強化（「４℃」「ＲＵＧＩＡＤＡ」ブランド、アスティアパレルメーカー事業）
②友好的M&Aの実施

③アージュの成長
④ジュエリーの新ブランド投入（ｴﾌ･ﾃﾞｨ･ｼｨ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ）

①ＦＤＣＰ・・・「４℃」ブランドの価値向上・・・前期比+0.8%
「RUGIADA」ブランドの成長・・・前期比+35.0%→2009年20億ブランドに

アスティ・・・アパレルメーカー事業強化・・・専門店チャネル強化
②友好的Ｍ＆Ａ・・・2006年度はミセスアパレル専門店チェーン、今後も検討継続

③アージュ・・・レディスカジュアルアパレル「ＬＯＵ」事業の強化
ＤＦ事業の好調を今後も継続

④ＦＤＣＰ・・・「ＣＥＬＩＮＥ」ブランドの展開スタート、新ブランドの検討開始
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4.4.経営効率の向上経営効率の向上

■ 重点施策
①ＲＯＩの向上（経常利益+減価償却+支払利息）÷（有利子負債+株主資本）

2007．2期 10.3%、 2008．2期 10.8%、2009.2期 11.6%（2006.4月時点目標）

②資金の有効活用 友好的Ｍ＆Ａの実施 等

①経常利益高の向上
ROI目標 2007.2期 10.1％、2008.2期 11.0％、2009.2期 11.8％

②友好的Ｍ＆Ａ計画
2007年度 10億円以内 、2008年 10億円 、2009年度 20億円を計画

→2006年11月ミセスアパレル専門店チェーンのＭ＆Ａを実施
積極的な投資の実施
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本日は誠にありがとうございました本日は誠にありがとうございました

本資料ならびにＩＲに関するお問合わせは、下記までお願いいたします。

※将来に亘る部分につきましては、予想に基づくものであり、確約や保証を与えるものではありません。

予想と異なる結果となる可能性があることをご認識の上ご活用下さい。

株式会社Ｆ＆Ａアクア・ホールディングス

広報部 大木（ｵｵｷ）・上山（ｳｴﾔﾏ）

ＴＥＬ 03-5778-2225 
ＦＡＸ 03-5778-2506 
E-mail ir@fa-aqua.co.jp


