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Ⅰ.Ⅰ.Ⅰ.Ⅰ. 2012年2月期決算概要と総括

Ⅱ. 第３次中期経営計画

㈱Ｆ＆Ａアクアホールディングス 代表取締役社長 木村祭氏

当資料の業績予想に関する記述、及び客観的事実以外の記述に関しましては、当社が現時点で入手可能な情報
から得られた判断に基づいておりますが、リスクや不確実性を含んでおります。従いまして、これらの記述のみに全面
的に依拠して投資判断を下すことは控えるようにお願いいたします。実際の業績は、当社の事業をとりまく経済情勢、
市場の動向、為替レートなどに関わる様々な要因により、記述されている業績予想とは大幅に異なる可能性がある
ことをご了承ください。

※資料内の数値は百万円未満を切り捨て表示し、百分率は原データから算出しております。
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営業利益・経常利益・当期純利益とも大幅な増益達成

営業収益 467億円（前期比0.6％増） 営業利益 34億円（同37.1％増）

経常利益 39億円（同30.6％増） 当期純利益 20億円（同98.8％増）

第61期 （2011/2） 第62期 （2012/2） 第62期 （2012/2） 前期比 計画比

（百万円、％） 実績 （％） 計画 （％） 実績 （％） 増減（％） 増減（％）

営業収益 46,433 45,500 46,693 +0.6 +2.6

売上高 45,225 100.0 44,485 100.0 45,690 100.0 +1.0 +2.7

売上総利益 24,252 53.6 24,277 54.6 24,618 53.9 +1.5 +1.4

売上総利益率 53.6 54.6 53.9 +0.3pt △0.7pt

販売管理費 22,961 50.8 22,142 49.8 22,196 48.6 △3.3 +0.2

営業利益 2,499 5.5 3,150 6.9 3,425 7.5 +37.1 +8.7

経常利益 2,978 6.6 3,550 8.0 3,889 8.5 +30.6 +9.5

当期純利益 991 2.2 1,550 3.4 1,970 4.3 +98.8 +27.1

第61期実績 第61期実績 第61期実績第62期実績 第62期実績 第62期実績
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第61期実績 第62期実績

連結業績連結業績連結業績連結業績のののの概要概要概要概要

+0.6%

2,499

3,425

+37.1%

2,978

3,889

+30.6%

991

1,970

+98.8% (単位：百万円)

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益

46,433 46,693
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（分母は全て商品売上高）

利益率利益率利益率利益率のののの改善改善改善改善

収益構造が改善、損益分岐点が低下
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第第第第62期期期期
(2012/2)

(単位：百万円)

第第第第61期期期期
(2011/2）

2,499

営業
利益率
5.5%

3,425

営業
利益率
7.5%

営業利益

売上原価
販管費

営業利益

販管費率
第61期 第62期
50.8% ⇒ 48.6% 

△2.2pt

売上原価率
第61期 第62期
46.4% ⇒ 46.1% 

△0.3pt

△365

営業利益営業利益営業利益営業利益のののの増加要因増加要因増加要因増加要因

営業利益 9.3億円増加

・原価率低減

・販売管理費抑制

△765

△219

不動産
賃貸
収入

＋465

売上高

財務状況

総資産

511511511511億円億円億円億円

123123123123億円億円億円億円
負
債

388388388388億円億円億円億円
純
資
産

総資産511億円、負債123億円。現預金残高が増加、実質無借金。

税金等調整前当期純利益の増加等で営業ＣＦ12億100万円増加

固定資産取得の減少等で投資ＣＦ5億3,300万円の増加
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（単位：百万円）
第61期

（2011/2）

第62期

（2012/2）

営業営業営業営業CFCFCFCF 2,858 4,059

投資投資投資投資CFCFCFCF △966 △432

財務財務財務財務CFCFCFCF △1,904 △2,841

フリーフリーフリーフリーCFCFCFCF 1,892 3,627

・税金等調整前当期純利益 ＋1,503百万円

・固定資産の取得による支出 ＋278百万円

・自己株式の取得による支出 △315百万円
・短期借入金の純増減 △230百万円

キャッシュ・フロー

財政状態財政状態財政状態財政状態、、、、キャッシュ・フローのキャッシュ・フローのキャッシュ・フローのキャッシュ・フローの状況状況状況状況



1,538
1,715

2,784 3,230
2,686 3,129

� 増収大幅増益、全ての利益で過去最高益を更新

� ４℃ジュエリー既存店が前期比101.5％増と健闘

� 「４℃BRIDAL」、「canal４℃」が順調に拡大

第61期実績 第61期実績 第61期実績第62期実績 第62期実績 第62期実績

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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(単位：百万円)

第61期実績 第62期実績

（百万円、％）

第61期（2011/2） 第62期（2012/2） 前期比 計画比

実績 （％） 計画 （％） 実績 （％） 増減（％） 増減（％）

売上高 21,423 100.0 22,379 100.0 22,983 100.0 +7.3 +2.7

営業利益 2,686 12.5 3,047 13.6 3,129 13.6 +16.5 +2.7

経常利益 2,784 13.0 3,106 13.9 3,230 14.0 +16.0 +4.0

当期純利益 1,538 7.2 1,696 7.6 1,715 7.5 +11.5 +1.1

� FDCプロダクツグループ� FDCプロダクツグループ

各事業会社各事業会社各事業会社各事業会社グループグループグループグループ別別別別のののの概要概要概要概要

+7.3% +16.5% +16.0% +11.5%

21,423
22,983

401
418

371

601

76

326

� ㈱アスティ単体全部門で予算達成、減収大幅増益

� アパレルメーカー事業が拡大、成長軌道へ
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第61期実績 第61期実績 第61期実績第62期実績 第62期実績 第62期実績 第61期実績 第62期実績

（百万円、％）

第61期（2011/2） 第62期（2012/2） 前期比 計画比

実績 （％） 計画 （％） 実績 （％） 増減（％） 増減（％）

営業収益 12,910 100.0 12,014 100 12,243 100.0 △5.2 +1.9

営業利益 76 0.6 303 2.5 326 2.7 +328.9 +7.6

経常利益 371 2.9 566 4.7 601 4.9 +62.0 +6.2

当期純利益 401 3.1 246 2.0 418 3.4 +4.2 +69.9

� アスティグループ� アスティグループ

△5.2% +328.9% +62.0% +4.2% (単位：百万円)

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益

12,910

12,243



140143143

(単位：百万円)

164

△14
△40

140
6,620

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益

� 収益改善策が奏功し、大幅増益

� 荒利益率が前期比＋2.3％

� 経費率は前期比△0.4％
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第61期実績 第61期実績 第61期実績第62期実績 第62期実績 第62期実績 第61期実績 第62期実績

（百万円、％）

第61期（2011/2） 第62期（2012/2） 前期比・差 計画比・差

実績 （％） 計画 （％） 実績 （％） 増減（％） 増減（％）

営業収益 7,772 100.0 6,547 100.0 6,620 100.0 △14.8 +1.1

営業利益 △40 － 120 1.8 140 2.1 180 +16.7

経常利益 △14 － 140 2.1 164 2.5 178 +17.1

当期純利益
（損失） △527 ― 70 1.0 143 2.1 670 +104.3

� ㈱三鈴� ㈱三鈴

△14.8% +180 +178
+6707,772

△527

143

29

142
140

7,770

� 全部門目標達成、 増収増益、過去最高経常利益更新

� コア事業 「パレット」の既存店の健闘

� 「ＬＯＵ」「ラポール」の損益改善

(単位：百万円)
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第61期実績 第61期実績 第61期実績第62期実績 第62期実績 第62期実績 第61期実績 第62期実績

（百万円、％）

第61期（2011/2） 第62期（2012/2） 前期比・差 計画比・差

実績 （％） 計画 （％） 実績 （％） 増減（％） 増減（％）

営業収益 7,545 100.0 7,660 100.0 7,770 100.0 +3.0 +1.4

営業利益 22 0.3 128 1.7 140 1.8 +536.4 +9.4

経常利益 29 0.4 130 1.7 142 1.8 +389.7 +9.2

当期純利益
（損失） △43 ― 73 0.9 95 1.2 138 +30.1

� ㈱アージュ� ㈱アージュ

+3.0% +536.4% +389.7% +138

△43

95

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益

7,545

22
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� 4月以降、震災から早期に業績回復、増収大幅増益

成長戦略の要である各社のビジネスモデルが完成し
マーケット創造が行えた年度であった。

1．ＦＤＣプロダクツグループ ⇒ 「４℃BRIDAL」、「canal４℃」が好調
多チャネル化が成功

2．アスティグループ⇒全部門好調で増益、新しい企画提案で
ＯＤＭ得意先の開拓

3．㈱三鈴⇒構造改革で、損益分岐点の低下

4．㈱アージュ ⇒ パレット好調、ＬＯＵ・ラポール損益改善で増収増益

2012201220122012年年年年２２２２月期総括月期総括月期総括月期総括

2012年2月期 配当予想 1株当たり 21円 （中間10円 期末11円）

過去最高経常利益更新を記念し、1円増配
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1株当たり年間配当金

（円）

2008/2 2009/2 2010/2 2011/2 2012/2

（予）

2013/2

（予）

20 20 20 20 21 21

配当配当配当配当
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増収増益、経常利益過去最高益更新の計画

営業収益475億円 （前期比1.7％増）

営業利益38億円 （前期比10.9％増）

経常利益43億円 （前期比10.6％増）

当期純利益22億円 （前期比11.7％増）

第第第第62期期期期（（（（2012/2）））） 第第第第63期期期期（（（（2013/2））））計画計画計画計画 前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比

（（（（百万円百万円百万円百万円、％）、％）、％）、％） 実績実績実績実績 （％）（％）（％）（％） 計画計画計画計画 （％）（％）（％）（％） 増減増減増減増減（％）（％）（％）（％）

営業収益営業収益営業収益営業収益 46,693 47,500 +1.7

売上高売上高売上高売上高 45,690 100.0 46,522 100.0 +1.8

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 24,618 53.9 25,862 55.6 +5.1

売上総利益率売上総利益率売上総利益率売上総利益率 53.9 55.6 +1.7pt

販売管理費販売管理費販売管理費販売管理費 22,196 48.6 23,040 49.5 +3.8

営業利益営業利益営業利益営業利益 3,425 7.5 3,800 8.2 +10.9

経常利益経常利益経常利益経常利益 3,889 8.5 4,300 9.2 +10.6

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 1,970 4.3 2,200 4.7 +11.7

2013201320132013年年年年2222月期通期業績予想月期通期業績予想月期通期業績予想月期通期業績予想

（百万円、％）
第62期（2012/2） 第63期（2013/2）

実績 予測 前期比(%)

FDCプロダクツグループ

売上高 22,983 23,748 +3.3

営業利益 3,129 3,415 +9.1

経常利益 3,230 3,499 +8.3

当期純利益 1,715 1,840 +7.3

アスティグループ

営業収益 12,243 12,439 +1.6

営業利益 326 519 +59.2

経常利益 601 754 +25.2

当期純利益 418 450 +7.7

㈱三鈴

営業収益 6,620 6,680 +0.9

営業利益 140 187 +33.6

経常利益 164 202 +23.2

当期純利益 143 155 +8.4

㈱アージュ

営業収益 7,770 7,807 +0.5

営業利益 140 159 +13.6

経常利益 142 162 +14.1

当期純利益 95 100 +5.3

（営業収益には不動産賃貸収入・経営指導料含む。）
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事業会社事業会社事業会社事業会社グループグループグループグループ別通期業績予想別通期業績予想別通期業績予想別通期業績予想（（（（内部相殺前数値内部相殺前数値内部相殺前数値内部相殺前数値））））



Ⅰ.Ⅰ.Ⅰ.Ⅰ. 2012年2月期決算概要と総括

Ⅱ. 第3次中期経営計画

15

16
持続的な高成長を実現する条件が整った

ＦＤＣプロダクツグループ

◆４℃BRIDAL、 canal4℃によって新市場創造

◆ＦＤＣフレンズの設立 ：百貨店での販売力向上、マネジメント力向上に予想以上の効果

アスティグループ

◆アパレルメーカー事業の拡大

三鈴

◆アパレルＳＰＡ事業の確立で収益構造が改善

アージュ

◆デイリーファッション事業「パレット」をコア事業として確立

第第第第2222次中期経営計画次中期経営計画次中期経営計画次中期経営計画のののの成果成果成果成果



第第第第2222次中期経営計画次中期経営計画次中期経営計画次中期経営計画のののの成果成果成果成果

事業ポートフォリオの確立と新たなマーケット・ビジネスモデルへの挑戦

1.FDCプロダクツグループの
『「４℃」ブランド以外の各ブランドにおける利益体質の確立』

百貨店チャネル依存からの脱却に成功し、
利益の大幅拡大に成功した。

� 「４℃BRIDAL」で新市場開拓。

� 「canal ４℃」で駅ビル、ファッションビルなど新チャネルへ進出。

� 収益構造を転換、荒利益率の向上を達成しグループ全体の利益の拡大に
大きく貢献した。
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2. アスティグループにおける『アパレルメーカー事業の強化』

バッグ・アパレルＯＥＭの強化に成功、恒常的に利益を
生み出す企業グループとなった。

� アパレルメーカー事業の売上がホールセール事業を上回り、事業構造の
転換に成功した。

� 企画力、提案力を強化、競争力を強化し専門店や
有力アパレル等新規顧客の開拓に成功した。

� 不動産事業を縮小し本業に集中 18

第第第第2222次中期経営計画次中期経営計画次中期経営計画次中期経営計画のののの成果成果成果成果

事業ポートフォリオの確立と新たなマーケット・ビジネスモデルへの挑戦



3. 三鈴の『ＳＰＡ機能強化による収益拡大』

収益構造の改善に成功した。

� ブランド別組織運営による収益改善が効果を上げた。

� 顧客管理強化、ＭＤ精度向上、平均在庫の削減と割引販売の
抑制などにより本部経費率の低減、荒利益率の向上等に成果が
上がった。

� 成長ブランドに集約、収益モデルを確立し攻めの体制が整った。
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第第第第2222次中期経営計画次中期経営計画次中期経営計画次中期経営計画のののの成果成果成果成果

事業ポートフォリオの確立と新たなマーケット・ビジネスモデルへの挑戦

4. アージュにおける『デイリーファッション事業の確立』

収益拡大で4事業会社の一翼を担う存在となった。

� パレットが顧客から支持され、既存店の売上が拡大した。

� 関西での業態開発、都市型店舗確立に成功し新しい
ビジネスモデルを確立した。

� ＬＯＵ、ラポールも黒字化を達成した。
20

第第第第2222次中期経営計画次中期経営計画次中期経営計画次中期経営計画のののの成果成果成果成果

事業ポートフォリオの確立と新たなマーケット・ビジネスモデルへの挑戦



第第第第2222次中期経営計画次中期経営計画次中期経営計画次中期経営計画のののの成果成果成果成果
信頼性の高い企業グループの構築

� 徹底した施策の実施と目標へのこだわりで数値目標を達成した。

� 持続的な情報開示、ＩＲ活動を実践し目標達成へ向け、グループ内の
意識を高めた。

� グループ内のコンプライアンス意識を高めた。

各事業会社の状況を迅速に把握、投資や出店についての
適切な経営判断でグループ全体の企業力向上に成功した。
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中長期的課題中長期的課題中長期的課題中長期的課題

� 今後の高成長を支えるグル―プシナジー戦略の推進
グループ各社が相互で効果的に事業を遂行できる体制づくり

� 資本効率（ＲＯＥ）の向上

� 時代に適合した人材と次世代のリーダー育成

� 経常利益100億円達成へ向け長期的な成長分野の環境整備

22



� 第2次中期経営計画で作り上げた攻めの体質と強固な財務基盤で

成長へ向け積極的投資

� 強みを一層強化し、利益を伴う高成長を実現し、企業規模を拡大

� 成長投資への原資となるキャッシュを3年間で80億円程度創出

数値目標 （2015年2月期）

連結売上高 520億円

経常利益率 10％

ＲＯＥ 7％

第第第第3333次中期経営計画基本方針次中期経営計画基本方針次中期経営計画基本方針次中期経営計画基本方針

～ Challenge and Progress～

23

重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略

� 出店開発
3年間で国内100店舗

� ４℃ブランド価値向上
３年間で広告販促費約10億円上積みし、総額約40億円投資

� Ｍ＆Ａ
自己資金の充実で100～200億円レベルの案件への投資検討

� グループシナジーの強化

� 次世代リーダー、グローバル人材育成

� 成長分野への積極投資

� 組織力強化

24



中長期戦略中長期戦略中長期戦略中長期戦略

� チャネル戦略の継続的な推進によるジュエリーＳＰＡ事業の成長・拡大

� アパレルメーカー事業の収益拡大に向けて企画・生産機能を強化

� コアブランドを育成しアパレルＳＰＡ事業の更なる成長をめざす

� デイリーファッション事業の収益拡大のための都市型フォーマットの確立

� 海外戦略の推進（2015年度まで10店舗出店
海外小売事業売上高3億円予定）

� ＥＣ事業の拡大（2014年度ＥＣ事業売上高12億円予定）

25

成長成長成長成長ビジョンビジョンビジョンビジョン ～Ｆ＆Ａアクアホールディングス～

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円）））） 2012201220122012年年年年２２２２月期実績月期実績月期実績月期実績 2015201520152015年年年年２２２２月期計画月期計画月期計画月期計画 増減増減増減増減

連結営業収益 466.9 520.0 +11.4％％％％

連結営業利益 34.2 46.5 +35.7％％％％

連結経常利益 38.9 52.5 +35.0％％％％

連結当期純利益 19.7 28.0 +42.1％％％％

� 営業利益、経常利益、当期純利益ともに、毎年２桁成長をめざす

� 成長分野（ブランドビジネス）への深耕

� ６年後以降の高成長へ向け海外市場、ＥＣ市場進出への環境整備

� 基本戦略

26



成長成長成長成長ビジョンビジョンビジョンビジョン～～～～FDCプロダクツグル―プ～

� 基本戦略

� ４℃BRIDAL、 canal４℃の強化・拡大

� ファッションジュエリー再構築 （ニューゾーン「４℃Ｐｒｅｇｅｎｃｅ」の新設）

� ４℃ジュエリーイメージのブラッシュアップ

� 新ブランド（郊外型ＳＣ向け） 立ち上げ

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円）））） 2012201220122012年年年年２２２２月期実績月期実績月期実績月期実績 2015201520152015年年年年２２２２月期計画月期計画月期計画月期計画 増減増減増減増減

売上高 229.8 257.4 +12.0％％％％

営業利益 31.2 40.9 +31.0％％％％

経常利益 32.3 41.9 +29.6％％％％
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成長成長成長成長ビジョンビジョンビジョンビジョン～～～～ＦＤＣプロダクツグル―プ～

� 新規出店政策

ジュエリー

4℃ ４℃BRIDAL canal4℃ 新ブランド その他 計

2012年２月
実績

3 6 9 0 6 24

2013年2月
計画

0 7 5 2 1 15

2014年2月
計画

0 7 5 2 1 15

2015年2月
計画

0 7 5 2 1 15

� ４℃ジュエリーのブランド価値向上

� ４℃BRIDAL、canal４℃の強化および拡大

� 新マーケット創造
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成長成長成長成長ビジョンビジョンビジョンビジョン ～ＦＤＣプロダクツグループ～

� ラグジュアリーブランドへの挑戦

� ４℃ニューゾーン 「４℃Ｐｒｅｇｅｎｃｅ」

� 2012年4月27日展開スタート

� 35店舗展開

� ターゲット・戦略
30代以上の女性をターゲット

４℃のアッパーゾーン 顧客単価7万円以上
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成長成長成長成長ビジョンビジョンビジョンビジョン ～ＦＤＣプロダクツグループ～

� 新市場創出

� 郊外型ＳＣ向け新ブランドの立ち上げ

� ターゲット・戦略 ドレスジュエリーから
デイリーカジュアル、
ドメスティックからインターナショナルまで
幅広い商品をラインナップ

� 初年度売上見込み 5,000万円
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成長成長成長成長ビジョンビジョンビジョンビジョン ～～～～アスティグループ～

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円）））） 2012201220122012年年年年２２２２月期実績月期実績月期実績月期実績 2015201520152015年年年年２２２２月期計画月期計画月期計画月期計画 増減増減増減増減

営業収益 122.4 131.3 +7.3％

営業利益 3.2 5.3 +63.5％

経常利益 6.0 7.4 +23.3％

� 既存マーケットの拡大、新規マーケットの開拓・創造

� 生産背景の再構築

� 企画・素材提案力向上

� 商品提案力と商品構成力の強化

� 高収益化
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成長成長成長成長ビジョンビジョンビジョンビジョン ～～～～株式会社三鈴～

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円）））） 2012201220122012年年年年２２２２月期実績月期実績月期実績月期実績 2015201520152015年年年年２２２２月期計画月期計画月期計画月期計画 増減増減増減増減

営業収益 66.2 84.8 +28.1％

営業利益 1.4 2.9 +100.5％

経常利益 1.6 3.0 +87.5％

� 売上高100億円をめざして収益性の高い店舗損益モデルに集中し、
主要ブランドを確立

� 商品、接客、店づくり、販促でモデル化

� ＥＣマーケットの拡大ー成長チャネルへの取り組み強化

� アパレルＳＰＡ事業の更なる成長
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成長成長成長成長ビジョンビジョンビジョンビジョン ～株式会社アージュ～

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円）））） 2012201220122012年年年年２２２２月期実績月期実績月期実績月期実績 2015201520152015年年年年２２２２月期計画月期計画月期計画月期計画 増減増減増減増減

営業収益 77.7 93.5 +20.3％

営業利益 1.4 2.2 +56.4％

経常利益 1.4 2.2 +57.1％

� コア事業「パレット」の拡大

� 関西ドミナント戦略の推進

� 会員制小売業の確立

� 収益性の高い小売業態の確立
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安定配当を基本方針に、機動的に自社株買いを実施

『第３次中期経営計画』は通過点

その先の6年後に、

経常利益で現在のほぼ倍のスケールを目指す

株主還元株主還元株主還元株主還元～～～～将来将来将来将来のののの方向性方向性方向性方向性～～～～
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新新新新たなたなたなたな成長成長成長成長エンジンのエンジンのエンジンのエンジンの創造創造創造創造

１本柱

４℃ジュエリー

４℃ジュエリー

４℃BRIDAL

canal４℃

アパレルメーカーアパレルメーカーアパレルメーカーアパレルメーカー事業事業事業事業

アパレルアパレルアパレルアパレルＳＰＡＳＰＡＳＰＡＳＰＡ事業事業事業事業

デイリーファッションデイリーファッションデイリーファッションデイリーファッション事業事業事業事業

６本柱
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�6年後の立ち位置 経常利益率10％以上を基本として

営業収益６００億円・経常利益７５億円

�100億円から200億円規模の大型Ｍ＆Ａも視野に

�郊外型ＳＣ向け新ブランド・海外事業・ＥＣ事業

→新たな３本柱の構築

最後最後最後最後にににに
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