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a2009年2月期、連結営業収益51,557百万円（前期比+1.1％）、
　営業利益2,294百万円（前期比+12.9％）
aＳＰＡ型リテール企業の（株）三鈴完全子会社化
aジュエリー新ブランド「EAUDOUCE4℃」、「canal4℃」 デビュー
a2008年9月、上海に「4℃」1号店オープン
a配当金：1株につき期末10円を実施、年間20円



　（株）Ｆ＆Ａアクアホールディングスは、ジュエリーを中心としたブランドＳＰＡ機能を持つエフ・ディ・
シィ・プロダクツグループ、アパレル及びバッグメーカー、卸事業を行うアスティグループ、ＳＰＡ型リ
テール事業を行う三鈴グループ、小売事業を行う（株）アージュの4事業グループで構成されていま
す。特に、エフ・ディ・シィ・プロダクツグループはファッションジュエリーでは国内No.1のポジションを
獲得しており、当社グループの大きな強みとなっています。2009年2月期は第一次中期経営計画の
最終年度であり、これまでの3ヵ年は、高収益企業グループの構築を目指して経営基盤の強化に努め
てきました。現在、ブランド事業、ＳＰＡ型リテール事業の2つを成長分野と位置付け、経営資源を集中
しています。

Aプロファイル

テーマ：Challenge & Innovation
　2009年3月より、各事業分野におけるポジショニングの拡大と、グローバルレベルのコーポレート
ガバナンス及びコンプライアンス体制の実現を目指した第二次中期経営計画がスタートしました。
　「Challenge & Innovation（挑戦と改革）」をスローガンに、1.事業ポートフォリオの確立、2.新た
なマーケット、ビジネスへの挑戦、3.信頼性の高い企業グループの構築、の3つの基本方針のもと、
2011年度には、営業収益550億円、経常利益35億円、当期純利益20億円の達成を目指します。

A 第二次中期経営計画

1. 事業ポートフォリオの確立
2. 新たなマーケット、ビジネスへの挑戦
3. 信頼性の高い企業グループの構築

ブランド事業
41.8％

アパレル
メーカー事業
19.3％

リテール事業
28.5％

ホールセール事業
6.9％

ディベロッパー事業
3.5％

At a Glance会社概要
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3つの 基本方針
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　2009年2月期は、大変厳しい経済環境となりました。
2008年9月までは、百貨店や大型量販店も苦戦しつつも復
調を期待されていましたが、10月以降、わが国もサブプライム
ローンに起因する世界同時不況の波に洗われ、業況は急激に
悪化しました。特に、輸出関連企業を中心とした景気後退の進
行による雇用情勢の悪化や先行きの収入不安から、消費者マ
インドが大きく減退し、小売業界においては統合・再編、撤退が
進みました。
　このような環境にあって、事業会社4社は概ね健闘し、持分
法適用会社の業績が当初予想を大幅に下回ったものの、営業
収益増収、営業利益、当期純利益において増益を達成すること
ができました。
　各事業会社別の状況は、エフ・ディ・シィ・プロダクツグルー
プは、主力のジュエリー事業において他ブランドが軒並み前期
比10～20％ダウンする中で、ブライダルやプレゼント需要を
取り込んだ結果、前期比微増と健闘し、営業利益、経常利益と
もに過去最高を記録しました。当期純利益は昨年発生した特別
損失などの特殊要因もなく、大幅に増加しました。アスティグ
ループは、一部子会社の苦戦がありましたが、主力の（株）アス
ティの不採算事業の撤退やOEM事業が健闘した結果、グルー
プ全体では減収増益となりました。2008年10月から当社の
傘下に入った（株）三鈴は、ほぼ計画通りに推移し、当社グルー
プの業績に貢献しました。アージュグループは増収と健闘した
ものの、減益となりました。
　2010年2月期も引き続き極めて厳しい状況が続くものと

厳しい経営環境にあって、増収増益を達成

代表取締役社長

木村　祭氏

変化のときをチャンスと捉え、
挑戦の姿勢で全てのステークホルダーの
期待に応える経営を実践します。
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考えておりますが、第二次中期経営計画の施策を着実に実行
し、連結営業収益520億円、営業利益25億円、経常利益25億
5,000万円、当期純利益8億5,000万円を計画しています。

　2008年度で終了する第一次中期経営計画の重点目標で
あった「事業構造改革」につきましては、ジュエリー事業の成
長、アスティグループの効率化、新規事業グループの買収など
に大きな成果を上げることができました。2009年3月よりス
タートした第二次中期経営計画では、事業会社における利益
成長を確実なものとし、さらなる企業価値の向上に取り組み
ます。
　中心となるのは以下の3つの基本方針です。
　1. 事業ポートフォリオの確立
　2. 新たなマーケット、ビジネスへの挑戦
　3. 信頼性の高い企業グループの構築
特に、成長事業と位置付けるブランドビジネスに集中的に資源
を配分し、「4℃」派生ブランドである「canal4℃」（カナルヨン
ドシィ）の出店拡大、「EAUDOUCE4℃」（オデュースヨンド
シィ）の育成、さらに成長著しい中国市場への進出に取り組ん
でいきます。一方、今後の成長の柱であるＳＰＡ型リテール事
業については、アージュグループの（株）メイを新たに（株）三鈴
の傘下に編入し、三鈴グループを中心に出店・拡大を図ってい
きます。
　組織面では、経営課題である子会社統治の強化に向け、専
従役員や管理職を配置し、マネジメントの強化を図ります。Ｆ＆
Ａアクアホールディングス内に各事業会社グループを統轄する
担当営業部長を任命、各社の取締役がこれを兼任する体制と
し、経営管理の効率化を図ります。さらに、持分法適用会社につ
いては、緊密な連結体制を構築して経営計画の共有と速やか
な情報把握に努め、利益計画の振幅を最小限に抑えます。これ
らの施策により、安定事業であるブランド事業、成長事業である

リテール事業、そして効率性の高いアパレルメーカー事業からな
るバランスのとれた事業構造を構築できると期待しています。
　海外事業については、2008年9月、上海梅龍鎮伊勢丹での
「4℃」ジュエリーの出店を皮切りに、3年間で2～3店舗出店し
中国マーケットの分析を行い、その後の多店舗化の準備を行
います。

　2009年度、景況感は一層厳しく推移しています。第二次中
期経営計画期中の3年間は厳しい環境の中での推進になるも
のと覚悟し、「挑戦と改革」を合言葉に、既存マーケットでトップ
の位置を確保するとともに、新たなマーケットへの挑戦を行っ
ていきます。これにより、競合他社、競合ブランドに対する優位
性を着実に確立する3ヵ年といたします。
　株主の皆様への還元につきましては、次期中計において成
長投資と利益体質の強化を並行して推進し、経常利益率6％以
上、当期純利益20億円以上を目標に、資本効率を高め、ＲＯＥ
の向上を目指してまいります。具体的な還元策としては、配当
金については安定配当を基本に、配当性向25％以上、営業利
益の20％を目安として中間10円、期末10円、年間20円以上
を基準とします。また、配当だけではなく、株主の皆様に対して
「選べる魅力のある」株主優待の継続をお約束いたします。
　当社は顧客に信頼され、社員に夢を与え、社会に貢献し、株
主に期待される企業であることを理念に掲げております。全て
のステークホルダーを価値の源泉と考え、皆様とともに社会的
な責任を果たし、ともに価値を創造する企業グループを目指し
てまいります。
　
2009年5月
代表取締役社長　木村　祭氏

挑戦と改革で未来への道筋を創る

To Our Shareholders

成長性と安定性の調和
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　（株）エフ・ディ・シィ・プロダクツは、2009年3月、「canal４℃（カナルヨンド
シィ）」新店舗4店を有楽町マルイ店などにオープンしました。各店舗とも計画を
上回る売上を上げており、順調な滑り出しを見せています。
　「canal４℃」は、10代から20代をメインターゲットに、オリジナルセレクト
ショップとしてヨーロッパを中心に海外からの買付け商品や自社商品を揃えてお
ります。商品単価は１～３万円で、今後も駅ビルやファッションビルを中心に出店
を計画していきます。
　「canal４℃」が販売するブランド「yoyu（よゆ）」は、中国語で「優しい月光」を意
味しており、１０Ｋをメインの素材とする、華奢で遊び心のあるデイリーアクセサ
リーです。主なターゲットは20～25歳で、「気軽に買える」ことを重視して２万円の価格帯を中心にした結果、展示会では
高いご支持をいただきました。ファーストコレクションは「ルージュのような赤」をアクセントに利かせ、サンゴのイニシャル
ネックレスやプレートにエポキシ樹脂でメッセージを描いたネックレスなど、“自分だけの特別感”のあるデザインを充実さ
せています。

　（株）エフ・ディ・シィ・プロダクツは2008年9月、上海梅龍鎮伊勢丹２階に「４℃」
の売り場を開設しました。中国本土１号店で、売り場面積23平方メートルです。
　ファッションジュエリー85％、ブライダルジュエリー15％と、日本と同じ品揃え
でスタート。香港の売れ筋をフェースにするなど、店頭での訴求方法を工夫し、
「4℃」ジュエリーの浸透を図っていきます。今後の出店ペースは、年１、２店とする
予定です。販売規模が拡大すれば、中国市場向けの商品の販売も検討します。中
国でも日本と同じようにＯＬが日常的に身に付けられるような商品を提供していき
たいと考えており、初年度は5,000万円の売上を目指しています。

今、旬のＦ＆Ａアクアホールディングスグループをご紹介します。

canal 4℃

4℃上海

“自分だけの特別感”のあるデザインを充実

成長が続く上海で注目を集める「4℃」ジュエリー

（カナルヨンドシィ）

好スタートを切った「canal４℃」。全店とも出入
口の正面という立地の良さと「楽しい売り場と可
愛い商品」のコンセプトで高いご支持をいただき
ました。１号店の有楽町マルイ店は、オープン後
の１０日間で月間の売上目標を達成しました。

中国ではファッションジュエリーの市場規模も拡
大すると見込んでいます。（株）エフ・ディ・シィ・
プロダクツの得意とするブライダルジュエリーに
ついても、大きな期待を寄せられる有望な市場
です。
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（株）エフ・ディ・シィ・フレンズ

（株）三鈴

おもてなしの心をお届けする

商品企画から生産、販売まで一貫した「ＳＰＡ型リテールビジネス」

　(株)エフ・ディ・シィ・フレンズは、「４℃」を展開する(株)エフ・ディ・シィ・プロダク
ツが、お客様に最高のサービスと商品の提供を通して「美しさ」と「ときめき」をお
届けするスペシャリティ集団として誕生させた新しい会社です。ブランドビジネス
のプロフェッショナルとして常にチャレンジ精神を持ち、大切な仲間とホスピタリ
ティ（おもてなし）の心でお客様に接します。「４℃」バッグ店、「canal４℃」店の販
売業務を担当しています。皆様のお近くのお店でお会いできることを楽しみにし
ています。

　2008年10月、（株）Ｆ＆Ａアクアホールディングスは、ＳＰＡ型の婦人服専門店
チェーン（株）三鈴の全株式を取得・子会社化しました。（株）三鈴は設立以来40
年以上、ファッションビルや駅ビル、大型ショッピングモールに出店しており、主に
20代の女性をターゲットに、エレガンスブランドを中心に展開しています。幅広い
世代のニーズに応える多彩なブランド構成に強みを持ち、お客様それぞれのライフ
スタイルを表現しています。また、（株）三鈴は商品企画から生産、販売まで一貫した
「ＳＰＡ型リテールビジネス」で、自社企画のオリジナル商品を生み出しています。
　当社グループでは、ＳＰＡ型リテール事業をブランド事業に次ぐ成長の柱に育て
ることを戦略の柱としています。（株）三鈴の買収は、経常利益率5％以上という当社の買収基準を満たすものであり、安
定と成長を志向する当社グループの事業ポートフォリオの確立に資するものとなります。
　株式取得後、同社社長には（株）Ｆ＆Ａアクアホールディングス常務取締役石角毅が就任しました。

おもてなしの気持ちを込めた接客で、お客様に
心地良さをご提供します。「canal4℃」の店舗で
は、気軽にお立ち寄りいただけるように、ライトカ
ラーのワンピースでお迎えしています。最高の笑
顔が、あなたをお待ちしています。

新たにグループ入りした（株）三鈴は、2001年
から自主企画・生産を進め、現在その比率は70
～80％まで高まっています。デザイナー、パタン
ナー、生産管理の人材を揃えており、Ｆ＆Ａアクア
ホールディングスグループの工場を活用しなが
らＳＰＡ化をさらに進めていきます。
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お客様に信頼される商品・サービスの提供を目指して事業を展開しています。
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　エフ・ディ・シィ・プロダクツグループは、「４℃」ジュエリー、バッグを中心と
するブランド事業を中核に、販売の専門集団である（株）エフ・ディ・シィ・フ
レンズ、カフェチェーンを展開するフラッグス（株）等で構成されています。
　主力のジュエリービジネスでは、19歳の誕生日に贈られると幸せな人生
を送れるという伝説が生まれた「４℃」をはじめとして、「４℃」の派生ブランド
で大人の女性向けの「ＥAＵＤＯＵＣＥ４℃」、主にファーストジュエリー世代を
ターゲットとする「canal４℃」、そしてキャリア女性から支持される「ＲＵＧＩＡ
ＤＡ」（ルジアダ）、「ＣＥＬＩＮＥ」（セリーヌ）、セレブご用達の「BERAO」（ベラ
オ）など、数々の独自性のあるジュエリーをお客様に提供し、世代を問わず
高いご支持をいただいています。
　商品企画・デザインから製造・販売までを一貫して手がける垂直統合型の
ビジネススタイルで、ジュエリーをメインとして多ブランド化を進めオンリー
ワンブランド創造企業として国内No.1を目指します。
　2009年2月期は、厳しい環境下で他のジュエリーブランドが苦戦を強い
られるなか、「４℃」ジュエリーが健闘するとともに新ブランドがお客様の支持
を受け、グループ売上高232億円、経常利益21.6億円と順調に業績を伸ば
しています。
　2008年9月には中国・上海に「４℃」店舗を出店。成長著しい中国市場に
おいても、モノづくりへのこだわりとホスピタリティで日本と同じように伝説
を創り、日本国内だけでなくグローバルに通用する事業を構築してまいりま
す。2009年3月からスタートした第二次中期経営計画においては、3つの
基本方針に注力し、事業の一層の拡大を目指します。

１．「４℃」ブランドの価値向上
２．マーケット拡大
３．新たなビジネスモデルの構築
　2010年2月期は、売上高220億円、経常利益
23.5億円を見込んでいます。

●（株）エフ・ディ・シィ・プロダクツのジュエリー創りのポリシーは、流
行を過度に意識することなく、世界に通用する商品やサービスの提
供を通じて、お客様をはじめ、私達を取り巻く人々の人生をときめか
せ、美しくすることです。これは同時に、経営理念でもあります。Ｆ＆Ａ
アクアホールディングスグループのバリュードライバーとして、これか
らも企業価値の創出にまい進します。

エフ・ディ・シィ・プロダクツグループ 厳しい環境の中で、順調に業績を拡大

商品企画・デザインから製造・販売まで一貫して行う
ＳＰＡ型のモデルで、ファッションジュエリーでは国内
Ｎｏ.1のご支持をいただいています。2008年度は主
力の「4℃」の姉妹ブランドを新たに誕生させました。

（株）エフ・ディ・シィ・プロダクツ
代表取締役社長

田村 英樹



F&A Inside

7

●アスティグループでは、「選択と集中」の推進をテーマに、事業・子
会社の強化を実践してきました。事業の存続・撤退については、従来
に倍するスピードで意思決定を行い、強固な事業基盤づくりを目指
し、徹底した構造改革を行いました。次の3ヵ年は強化された経営体
質のもと、効率を高めて利益を上げ、グループ全体の利益向上に貢
献していきます。

アスティグループ 事業構造改革が完了、増益を達成

ファッションを生活全体と考え、お客様目線でニー
ズを捉えながら、企画や生産で表現し、製品をマー
ケットに提供しています。自社企画の製品のほか、
国内有名ブランド商品のＯＥＭにも取り組んでい
ます。

　アスティグループは、企画機能と生産機能を併せ持つOEM事業、企画機
能に加えて生産機能も持つアパレル卸事業、リテールサポート機能を持つ
地域卸事業、企画・生産機能を持つ子会社グループという4つの機能で構成
され、お客様の日常生活を彩るデイリーファッションを提供しています。
　海外生産機能に強みを持ち、ベトナムのバッグ自社工場、中国のアパレル
専用工場を拡充しています。これらの工場を背景にした当社の企画力や商
品の品質には、大手アパレルやＧＭＳ、専門量販店等の各企業から高い信
頼が寄せられています。生産機能を強化するためにシナジー効果の高い
（株）上田靴下、（株）吉武を傘下に入れ、生産機能の向上を図ってきました。
2009年2月期までの第一次中期経営計画で事業構造改革を完了したこと
により、アスティ単体では大幅な増益となりました。一方、（株）吉武について
は自社工場を背景としたOEM事業の強化が奏功し、収益が著しく改善しま
した。（株）上田靴下については、いまだ改革途上にありますが、（株）アスティ
からの人材投入によるマネジメント強化によって、業績は改善の兆しを見せ
ています。
　以上の結果、当期はグループ営業収益209億円、経常利益6.2億円と増
益を確保しました。
　今後もアパレル及びバッグメーカー事業を強化し、他社との差別化を図る
ためにさらなる企画提案力の向上に取り組んでいきます。第二次中期経営計
画においては、3つの基本方針に注力し、引き続き利益率の向上に努めます。
　
1. 主力取引先との取り組み強化
2. バッグ・アパレルのＯＥＭ拡大
3. 海外生産管理力の向上
　2010年2月期は、営業収益186億円、経常利益
8.5億円を見込んでいます。

事業構造改革が完了、増益を達成

（株）アスティ
常務取締役

杉岡 龍太郎
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三鈴グループ

キュート系エレガントな
人気ブランド
ちょうどいいトレンド感とディ
テール・着心地の良さにこだ
わった、まさに「prime」─最上
級─の可愛らしさを追求したブ
ランドです。

　一貫したＳＰＡ型リテールビジネスで、トレンドの先端を行く商品を開発・
展開しています。めまぐるしく変化するファッショントレンドとさまざまな
ニーズをキャッチし、小売業で蓄積したノウハウや経験を活かしたオリジナ
ルブランドとして、真の女性の美しさを、20代から30代前半の女性をター
ゲットとするエレガンスブランドを中心にライフスタイルに合わせて提案し
ています。
　また、子会社の（株）メイでは、上質なヨーロピアンカジュアル商品を取り
揃えた「shop DADA」をファッションビルや駅ビル等で展開しています。愛
されるブランドを発信し、「こころからのサービス」の提供をモットーに、全社
員が、成長を目指してよりクオリティの高い商品をスピーディにお客様にご
提供できるよう努力しています。
　2009年2月期は6ヵ月分の数値を連結し、不採算店舗の圧縮、ブランド、
ＭＤの徹底した見直しを進めた結果、ほぼ計画通りに推移し、営業収益は53
億円、経常利益は2億円となりました。
　第二次中期経営計画では、Ｆ＆Ａアクアホールディングスグループの成長
の次の柱となるアパレルＳＰＡ型リテール事業を担うべく、以下の点に注力
し、一層の成長を実現します。

1. ブランドポートフォリオの確立による売上拡大
2. 利益体質の強化
　2010年2月期は、通年で営業収益93億円、経常利益2.9億円を見込
んでいます。

●2008年より、Ｆ＆Ａアクアホールディングスグループの一員とな
りました。この経営統合により（株）三鈴の可能性はさらに大きく広が
ると期待しています。グループ各社とのコラボレーションに積極的に
取り組むことで、新たなビジネスチャンスも生まれます。当社の強み
である、アパレルにおけるＳＰＡ型のビジネスモデルの一層の強化と
新規ビジネスの創出で、グループの事業規模拡大に貢献します。

成長の次の柱となるアパレルＳＰＡ型リテール事業を担う

（株）三鈴
代表取締役社長

石角　毅

（エルディープライム）

いつでも自分らしさを
見せたい女性に…
オンもオフも上手に自分を表現で
きるオトナの女性がターゲット。流
行をはずさない、いつでも手に入
れられるデザイン＆プライスは、
毎日のオシャレをより楽しくします。

（ピンカール）

『オトナ可愛い』を演出する
最強ブランド
トレンドを取り入れつつ、シーンに
合わせた『オトナ可愛い』演出を
忘れない女性のための最強ブラ
ンド。いつもキラキラ輝いていた
いお洒落な女性たちの心を刺激
するスタイルを提案します。

（ルゥデルゥ）

“洗練された
カジュアルStyle”を提案
セクシーとカジュアルの2方向
（＝Double）を融合させて創り
上げる女性の美しさ（＝dazzle）
をテーマに誕生したブランド。大
人の女性にぴったりな“洗練され
たカジュアルStyle”を提案。

（ダブルダージル）
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株式会社アージュ

お客様にお楽しみいただけるＰＢ商品を開発するほ
か、店舗スタッフのスキルを高め、店舗運営の高度
化・効率化を目指します。これにより事業規模を拡大
し、ナショナルカンパニーとしての存在感を高めます。

●2009年2月期で終了した第一次中期経営計画においてＰＢ比率
の向上、在庫コントロール機能の強化を重要課題として、利益率の向
上を図ってきましたが、新たに展開した店舗の運営に課題を残す結
果となっています。第二次中期経営計画では、デイリーファッション事
業の体質強化に注力し、店舗運営力、販売力の向上を目指します。

　（株）アージュは、中国・四国を中心に地域のお客様から愛され続ける企業
を目指し、「４℃」ジュエリーの販売や、デイリーファッションアイテムの販売
を行っています。現在、全国マーケットを視野に入れた拡大を目指して事業
を展開しています。
　その一方で、PB商品に力を入れ、収益性を高める商品開発を進め、販売
力を高めるための接客・売り場提案力の向上に注力してきました。多様な事
業の展開を通じて、さまざまなライフスタイルや生活シーンにおいて、地域
のより多くのお客様に、「より良い商品」と「より良いサービス」を提供し、
お客様の暮らしに貢献したいと考えています。
　2009年2月期は、アスティグループからの事業移管により増収効果が
あったものの、景気後退の影響により主力のデイリーファッション事業で新
規にオープンした店舗の苦戦が続き、減益を余儀なくされました。2009年
2月期は売上高79億円、経常利益3,000万円となりました。
　第二次中期経営計画では、引き続き計画的な出店と既存店の活性化によ
り収益の拡大を図っていきます。
　そのために、以下の点に注力し、一層の体質強化を行います。

１．マーケットの開拓・拡大
２．利益体質の強化
　2010年2月期は、売上高84億円、経常利益9,600万円を見込んでい
ます。

デイリーファッション事業の体質強化に注力

（株）アージュ
代表取締役社長

安達 正昭
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　（株）エフ・ディ・シィ・プロダクツが展開するジュエリーでは、「４℃」
ブランドは、定番在庫の拡充とブライダルゾーンの拡大によって売
上高は前期に比べ増加しました。「RUGIADA」（ルジアダ）ブランド
は、上半期好調に推移したものの、下半期の高額商品の苦戦により、
売上高は前期に比べ減少しました。「CELINE」（セリーヌ）ブランド
は、当期新たに３店舗の出店を行った効果もあり、売上高は前期に比
べ増加しました。
　バッグでは、高額の皮革バッグの苦戦が主因となり、売上高は前期

に比べ減少しました。ウエアの撤退や、ホアキン・ベラオ・ジャパンの
不採算店舗の閉鎖があり、売上高は減少しましたが、利益面は前期
に比べ大幅に改善しました。

　（株）アスティのOEM部門では、バッグOEMで荒利益率の確保
を最優先とした運営を徹底し、大幅な利益改善となりました。ハイ
フォン工場で高付加価値商品の生産が安定的に行えるようにな
り、それが主力得意先との取り組み強化や、新規得意先の獲得に
繋がり、荒利益高が改善しました。メンズOEMも品質が向上し、主
力得意先の売上高を伸ばしました。しかし、アパレル卸の婦人部門
では、関東マーケット主力チェーンの政策・業態変更に伴い売上
高、荒利益高ともに前期に比べ減少しました。
　子会社グループでは、婦人カット＆ソー製造卸の（株）吉武はOEM
事業が好調に推移し、また、量販マーケットからの撤退を決定したこ
とで利益改善が図れました。靴下製造卸の（株）上田靴下は在庫処
分の増大により不振となりました。物流業務受託の（株）アロックス
は経費圧縮により利益確保ができました。

■営業収益は51,557百万円(前期比1.1%増)、営業利益は2,294百
万円（前期比12.9％増）、当期純利益は707百万円（前期比
165.5％増）と構造改革が奏功し、利益が大幅に増加。

■（株）エフ・ディ・シィ・プロダクツは、「4℃」ジュエリーの定番商品の
拡充とブライダルの健闘で過去最高益を達成。

■新規連結子会社（株）三鈴も6ヵ月分の数値が収益に寄与。次期は
グループシナジーもあり、一層の貢献を見込む。

■2010年2月期からの第二次中期経営計画のもと、事業の「選択と
集中」を加速。

ブランド事業

アパレルメーカー事業

（単位：百万円）

営業収益

売上高

売上総利益

総利益率2

販売費及び一般管理費

販管費比率2

営業利益

営業利益率2

経常利益

経常利益率2

当期純利益

当期純利益率2

2009年2月期

51,557

49,694

24,250

47.0%

23,818

46.2%

2,294

4.4%

2,341

4.5%

707

1.4%

● 主要財務指標の推移（連結）

注1：記載金額は単位未満を切り捨てて表示しています。
注2：分母はすべて営業収益です。

43,810

41,702

15,951

36.4%

15,153

34.6%

2,906

6.6%

3,306

7.5%

1,577

3.6%

44,475

42,390

16,295

36.6%

15,222

34.2%

3,158

7.1%

3,493

7.9%

1,447

3.3%

47,390

45,424

17,142

36.2%

16,035

33.8%

3,072

6.5%

3,495

7.4%

22

0.05%

54,137

52,216

22,828

42.2%

22,478

41.5%

2,271

4.2%

2,858

5.3%

394

0.7%

2008年2月期

50,991

49,080

22,675

44.5%

22,553

44.2%

2,031

4.0%

2,536

5.0%

266

0.5%

2007年2月期2006年2月期2005年2月期2004年2月期
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　（株）アージュは、経営資源をコア事業であるデイリーファッション
事業に集約し、マーケットの開拓、拡大を目指し、企業体質の強化に
取り組んできました。「４℃」（販売代行部門）は、ブライダルの好調に
より売上高は前期に比べ増加しました。「LOU」（ルウ）（婦人服・服飾
雑貨の専門店チェーン展開）は、新店の苦戦と下半期以降の消費の
低迷により、売上高は前期に比べ減少しました。また「パレット」（総合
衣料品店のチェーン展開）は、新規出店とＦＣ店舗の拡大で売上高は
前期に比べて増加しました。
　フラッグス（株）（飲食の専門店チェーン展開）は、既存店は客数の
減少により不振であったものの、カフェや「BakeDonut」（ベイク
ドーナツ）の出店で売上高は前期に比べ増加しました。
　（株）三鈴は、個人消費の減少や天候不順などの影響がありました
が、新規連結した半年分の売上高と利益を計上しました。

　（株）アスティの子供服部門では、スクール商品は主力得意先との
取り組みが進んだことから売上高、荒利益高ともに計画を上回りま
した。子供トップス商品はＭＤスケジュールの遵守と生産背景の確
立、提案力の強化により、荒利益率が改善しました。服飾部門とナイ
トウェア部門は、売上高は減少したものの、荒利益率の向上と経費削
減により利益面では改善しました。地域卸部門では、量販店のポジ
ショニング確保と異業種への新規開拓が進みました。しかし、主力得
意先である一般小売店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しました。

　ディベロッパー事業は、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きましたが、不動産賃貸物件の老朽化や近隣
の大型商業施設の誕生等によりテナント確保が厳しい状況となりま
した。一部賃料の改定等もあり、当期の不動産賃貸収入は前期を下
回りました。

　今後も消費者マインドの冷え込みは一段と強まり、厳しい経営環
境が続くものと予測していますが、2010年度からスタートする、第
二次中期経営計画で掲げる①事業ポートフォリオの確立、②新たな
マーケット、ビジネスへの挑戦、③信頼性の高い企業グループの構築
の達成を目指してまいります。
　エフ・ディ・シィ・プロダクツグループでは、「既存ブランドの強化」
と「子会社の損益改善」を進め一層の利益向上を図ります。アスティ
グループは、引き続き利益確保に取り組み、子会社の経営改革を進
め、利益の拡大を目指します。三鈴グループは、アパレルＳＰＡ型リ
テールの確立によって、ジュエリー事業に続く第2の収益事業として
業績の拡大を目指します。（株）アージュは、「マーケットの開拓・拡大」
と「利益体質の強化」を図ります。
　次期の連結業績見通しは、営業収益520億円、経常利益25億
5,000万円、当期純利益8億5,000万円を見込んでいます。

リテール事業

ホールセール事業

ディベロッパー事業

● 事業区分別業績

ブランド事業

アパレルメーカー事業

リテール事業

ホールセール事業

ディベロッパー事業

売上高 営業利益（単位：百万円）

2008年2月期

21,662

12,360

10,968

4,093

1,906

△0.5％

△19.7％

＋34.2％

△12.7％

△6.2％

2009年2月期

21,556

9,924

14,715

3,571

1,788

前期比

ブランド事業

アパレルメーカー事業

リテール事業

ホールセール事業

ディベロッパー事業

（単位：百万円）

2008年2月期

1,990

△331

△18

△17

777

＋10.4％

─

─

─

△23.7％

2009年2月期

2,198

△276

151

△19

592

前期比

2010年2月期の見通し

注：記載金額は単位未満を切り捨てて表示しています。 注：記載金額は単位未満を切り捨てて表示しています。
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営業活動によるキャッシュ・フロー
当期における営業活動の結果、資金の増加は10億33百万円（前期比14億22百万円減）とな
りました。これは主に、税金等調整前当期純利益が15億49百万円、売上債権の減少額が８億
34百万円となったものの、仕入債務の減少額14億５百万円等により相殺されたためです。

投資活動によるキャッシュ・フロー
当期における投資活動の結果、資金の減少は１億５百万円（前期比８億69百万円増）と
なりました。これは主に、その他投資の回収による収入が４億19百万円となったものの、
有形固定資産の取得による支出３億９百万円及び新規連結子会社の取得による支出２億
16百万円等により相殺されたためです。

財務活動によるキャッシュ・フロー
当期における財務活動の結果、資金の減少は４億９百万円（前期比11億３百万円増）と
なりました。これは主に、配当金の支払額６億２百万円及び自己株式の取得による支出５
億44百万円等によるものです。

営業収益
「４℃」を核としたジュエリーポートフォリオの構築、2008年10月の（株）三鈴の新規連
結子会社化などによるリテール事業の増収等の要因により、連結営業収益は515億57
百万円（前期比1.1％増）となりました。

経常利益
営業利益は、（株）エフ・ディ・シィ・プロダクツの過去最高益達成、（株）アスティの利益改善、
（株）三鈴の新規連結子会社化により増益となりましたが、持分法適用会社の不振により、
連結経常利益は23億41百万円（前期比7.7％減）と前期に比べ減少しました。

当期純利益
企業再編による税金費用の減少等により、連結当期純利益は7億7百万円（前期比
165.5％）と前期に比べ大幅に増加しました。

科　目
2009年2月期（第59期）
（2008年3月1日から
     2009年2月28日まで）

2008年2月期（第58期）
（2007年3月1日から
     2008年2月29日まで）

（単位：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に係る換算差額

現金及び現金同等物の減少額

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の期末残高

1,033

△105

△409

△7

510

649

1,159

2,455

△974

△1,513

△1

△33

682

649
注：記載金額は単位未満を切り捨てて表示しています。

注：記載金額は単位未満を切り捨てて表示しています。

（単位：百万円）

2009年2月期（第59期）
（2008年3月1日から2009年2月28日まで）

2008年2月期（第58期）
（2007年3月1日から2008年2月29日まで）

営業収益
売上高  
売上原価  

 売上総利益 
その他営業収入  

 営業総利益 
販売費及び一般管理費  

 営業利益 
営業外収益  
営業外費用  

 経常利益 
特別利益  
特別損失  

 税金等調整前当期純利益
 法人税、住民税及び事業税

 法人税等調整額 

 少数株主利益 

  当期純利益

51,557

49,694

25,444

24,250

1,862

26,113

23,818

2,294

275

228

2,341

124

916

1,549

949

△106

△0

707

50,991

49,080

26,405

22,675

1,910

24,585

22,553

2,031

648

143

2,536

160

1,084

1,612

1,244

99

1

266

● 連結損益計算書

● 連結キャッシュ・フロー計算書要旨

2009年2月期（第59期）
（2009年2月28日現在）

2008年2月期（第58期）
（2008年2月29日現在）

（単位：百万円）

注：記載金額は単位未満を切り捨てて表示しています。

（資産の部）  

 流動資産 

 固定資産 

  有形固定資産

  無形固定資産

  投資その他の資産

資産合計  

  

（負債の部）  

 流動負債 

 固定負債 

負債合計  

  

（純資産の部）  

　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

　評価・換算差額等合計

　少数株主持分

純資産合計

負債及び純資産合計

12,968

42,262

12,631

9,463

20,167

55,231

14,229

3,900

18,129

2,486

18,300

18,322

△1,710

37,399

△300

2

37,101

55,231

11,620

42,102

12,317

9,939

19,845

53,722

12,629

3,036

15,666

2,486

18,300

18,517

△1,174

38,130

△76

3

38,056

53,722

● 連結貸借対照表

科　目 科　目
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● 連結損益計算書
株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ

注：記載金額は単位未満を切り捨てて表示しています。

科　目

● 連結貸借対照表 （単位：百万円）

流動資産
固定資産
　資産合計
流動負債
固定負債
　負債合計
　純資産合計
　負債及び純資産合計

6,181
6,808

12,989
4,148

461
4,610
8,379

12,989

7,014
5,925

12,940
3,459

474
3,934
9,006

12,940

2009年2月期（第23期）
（2009年2月28日現在）

2008年2月期（第22期）
（2008年2月29日現在）

注：記載金額は単位未満を切り捨てて表示しています。

科　目

（単位：百万円）

売上高
売上総利益
販管費計
営業利益
経常利益
当期純利益

23,236
15,580
13,692

1,888
2,008

601

23,225
15,541
13,457

2,084
2,172
1,133

2009年2月期（第23期）
（2008年3月1日から2009年2月28日まで）

2008年2月期（第22期）
（2007年3月1日から2008年2月29日まで）

● 損益計算書
株式会社アージュ

注：記載金額は単位未満を切り捨てて表示しています。

※2009年2月期の（株）三鈴の決算は、6ヵ月分の数値です。

科　目

● 貸借対照表 （単位：百万円）

流動資産
固定資産
　資産合計
流動負債
固定負債
　負債合計
　純資産合計
　負債及び純資産合計

885
1,136
2,021
1,562

81
1,643

378
2,021

1,200
1,004
2,204
1,716

88
1,804

400
2,204

注：記載金額は単位未満を切り捨てて表示しています。

科　目

（単位：百万円）

売上高
売上総利益
販管費計
営業利益
経常利益
当期純利益

6,870
2,847
2,779

67
67

△181

7,981
2,782
2,756

25
29
21

● 損益計算書
株式会社アスティ

注：記載金額は単位未満を切り捨てて表示しています。

科　目

● 貸借対照表 （単位：百万円）

流動資産
固定資産
　資産合計
流動負債
固定負債
　負債合計
　純資産合計
　負債及び純資産合計

3,525
16,922
20,448

4,465
1,431
5,896

14,552
20,448

2,317
15,924
18,241

2,880
1,249
4,130

14,111
18,241

注：記載金額は単位未満を切り捨てて表示しています。

科　目

（単位：百万円）

営業収益
売上総利益
販管費計
営業利益
経常利益
当期純利益

18,036
2,728
4,242

633
774

△205

13,804
1,948
3,339

648
886

92

2009年2月期（第3期）
（2009年2月28日現在）

2008年2月期（第2期）
（2008年2月29日現在）

2009年2月期（第3期）
（2008年3月1日から2009年2月28日まで）

2008年2月期（第2期）
（2007年3月1日から2008年2月29日まで）

2009年2月期（第13期）
（2009年2月28日現在）

2008年2月期（第12期）
（2008年2月29日現在）

2009年2月期（第13期）
（2008年3月1日から2009年2月28日まで）

2008年2月期（第12期）
（2007年3月1日から2008年2月29日まで）

● 損益計算書
株式会社三鈴

注：記載金額は単位未満を切り捨てて表示しています。

科　目

● 貸借対照表 （単位：百万円）

流動資産
固定資産
　資産合計
流動負債
固定負債
　負債合計
　純資産合計
　負債及び純資産合計

879
3,062
3,942
1,372

978
2,350
1,591
3,492

注：記載金額は単位未満を切り捨てて表示しています。

科　目

（単位：百万円）

売上高
売上総利益
販管費計
営業利益
経常利益
当期純利益

3,810
2,239
2,064

174
196

66

2009年2月期（第40期）
（2009年2月28日現在）

2009年2月期（第40期）
（2008年9月1日から2009年2月28日まで）



（株）F&Aアクアホールディングスでは、毎年2月末現在の株
主の皆様にご所有株式数に応じて、「4℃」「RUGIADA」
「FLAGS Café」等のグループ各社の店舗でご利用いただけ
る「株主ご優待券」、（株）エフ・ディ・シィ・プロダクツがプロ
デュースする「限定商品（毎年変更の予定）」、「カタロググルメ
ギフト券」の3つのなかからいずれか1つご希望の品を贈呈い
たします。

100株 以上の株主様

3つのなかからお選び
いただけます。

Ａ 1,000円分の株主ご優待券
Ｂ 4℃キーホルダー
　（FDCプロダクツ限定商品）
Ｃ 1,000円分の
カタロググルメギフト券

1,000株 以上の株主様

3つのなかからお選び
いただけます。

G 5,000円分の株主ご優待券
H 4℃ピンクウォーターオパール
　（FDCプロダクツ限定商品）
I  5,000円分の
カタロググルメギフト券

500株 以上の株主様

3つのなかからお選び
いただけます。

D 3,000円分の株主ご優待券
E  4℃メッセージ入ワイングラス
　（FDCプロダクツ限定商品）
F 3,000円分の
カタロググルメギフト券

3,000株 以上の株主様

3つのなかからお選び
いただけます。

2,000株 以上の株主様

3つのなかからお選び
いただけます。

G 5,000円分の株主ご優待券
H 4℃ピンクウォーターオパール
　（FDCプロダクツ限定商品）
I  5,000円分の
カタロググルメギフト券

5,000株 以上の株主様

3つのなかからお選び
いただけます。

M 10,000円分の株主ご優待券
N EAU DOUCE 4℃ホワイトトパーズ
　（FDCプロダクツ限定商品）
O 10,000円分の
カタロググルメギフト券

4,000株 以上の株主様

3つのなかからお選び
いただけます。

J 8,000円分の株主ご優待券
K RUGIADAロゴ入シルバーネックレス
　（FDCプロダクツ限定商品）
L 8,000円分の
カタロググルメギフト券

Ｂ

HE

KH

K N

J 8,000円分の株主ご優待券
K RUGIADAロゴ入シルバーネックレス
　（FDCプロダクツ限定商品）
L 8,000円分の
カタロググルメギフト券

株主様ご優待制度のご紹介

14



今年度よりラポール優待券を廃止させていただきます。また、今年度より株主ご優待券がラポールでも使用が可能となり
ましたので、ぜひご利用ください。

ラポール優待割引券廃止のお知らせ

  4℃・RUGIADA
・仙台フォーラス店
・新宿店
・吉祥寺パルコ店
・グランデュオ立川店
・銀座中央通り店
・銀座晴海通り店
・ヴィーナスフォート店
・ラゾーナ川崎店
・玉川髙島屋SC店
 （RUGIADAのみ）
・町田東急ツインズ店
・元町店
・クィーンズイースト店
・千葉パルコ店
・柏髙島屋SM店
・イクスピアリ店
・大宮ルミネ店
・名古屋パルコ店
・心斎橋大丸店
・神戸BAL店
・大分パルコ店
・松本パルコ店
・広島シャレオ店
・金沢店
・金沢フォーラス店
・佐世保トゥインクル西沢店
・長崎店
・姫路サイカ店
 
  canal4℃
・池袋パルコ店
・グランデュオ蒲田店

  FLAGS Café
・札幌大丸店
・高崎モントレー店
・新宿店
・池袋パルコ店
・有楽町阪急店
・町田東急ツインズ店

・グランデュオ立川店
・グランデュオ蒲田店
・横浜髙島屋店
・上野松坂屋店
・船橋東武店
・水戸エクセル店
・名古屋松坂屋店
・京都大丸店
・JR京都伊勢丹店
・阪急三番街店
・心斎橋大丸店
・京阪モール店
・下関大丸店

  ku:fuku（クーフク）
・エキュート大宮店 

  Milk bar & BakeDonut 
・エキュート大宮店 
・エキュート立川店
・蒲田駅構内店
・ラゾーナ川崎店

  2nd Breeze
・ひたちなか店

  BOUTIQUE MISUZU
・取手店

  Double dazzle
・新宿店
・吉祥寺店

  LD prime
・青森店
・山形店
・仙台店
・福島店
・太田店
・内原店
・池袋店

・新宿店
・ラゾーナ川崎店
・千葉店
・高岡店
・富山店
・金沢店
・静岡店
・浜松店
・小倉店

  Luv Diva
・下田店
・イオン柏店
・高崎店
・成田店
・錦糸町店
・りんくう店
・直方店

  Pin Curl
・盛岡店
・高崎店
・羽生店
・越谷店
・水戸店
・つくばQ't店
・市川店
・千葉ニュータウン店
・小岩店
・ららぽーと豊洲店
・大井町店
・横須賀店
・小田原店
・沼津店
・静岡店
・浜松店
・岡崎店
・東浦店
・草津店
・宮崎店

  Reala
・流山おおたかの森店
・武蔵村山店
・神戸北店

  Reiri dea mignon
・利府店
・熊谷店
・茅ヶ崎店

  Reiri dea
・仙台泉店
・山形店
・郡山店
・川口店
・草加店
・松戸店
・柏店
・成田店
・本八幡店
・茂原店
・八王子店
・新横浜店
・鴨宮店
・長岡店
・浜松店

  Rew de Rew GRACE
・銀座店
・新宿店
・恵比寿店
・名古屋店

  Rew de Rew wash
・熊谷店

  Rew de Rew
・札幌店
・盛岡店
・仙台店
・大宮店

・池袋メトロポリタンプラザ店
・新宿店
・立川店
・甲府店
・豊橋店
・福岡店

  V.O.M
・宇都宮店

  shop DADA
・浦和店
・志木店
・池袋店
・小岩店
・北千住店
・錦糸町店
・渋谷店
・蒲田プラザ店
・吉祥寺店
・国分寺店
・聖蹟桜ヶ丘店
・青葉台店
・港南台店
・三ツ境店
・上大岡店
・たまプラーザ店
・溝の口店
・藤沢店
・平塚店
・小田原店
・津田沼店
・成田店

  Cosmic Ray
・新宿店

  LOU
・二俣川店
・和歌山店
・千里丘店

・武庫之荘店
・FC神戸長田店
・小野王子店
・明石二見店
・水島店
・神辺店
・三原店
・広島店
・高陽店
・楽々園店
・緑井店
・安芸店
・三次店
・岩国店
・重信店
・新居浜店
・松山店
・四万十店
・高知店
・丸亀店
・北島店

  パレット
・氷見店
・堺東店
・千里丘店
・石橋店
・茨木店
・小野王子店
・別所店
・明石二見店
・加古川店
・西宮東店
・網干南店
・養父店
・上郡店
・武庫之荘店
・城北店
・岩端店
・花田店
・土山店

・神戸長田店
・笠岡店
・落合店
・イオンタウン水島店
・御所の浦店
・三成店
・瀬戸田店
・パル店
・神辺店
・大門店
・新涯店
・サファ店
・沼南店
・ハモンズ店
・己斐店
・楽々園店
・野田久長束店
・可部店
・吉田店
・千代田店
・トーエイ店
・世羅店
・塩冶店
・仁多店
・キャスパル松江店
・大田店
・パープルタウン店
・平田店
・周南店
・野市店
・まさや店
・赤池店
・直方店
・鳥栖店
・北茂安店
・福江店
・佐々店
・島原店

  ラポール（広島市）

株主ご優待券のご利用可能店舗（2009年4月末時点）

Shareholder Special Benefit Plan
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● 株式情報 （2009年2月28日現在）

● 株価推移

● 大株主 （2009年2月28日現在）

● 株式分布状況 （2009年2月28日現在）

● IRカレンダー

発行済株式総数 30,631,356株
1単元株式数 100株
株主数 7,761名

決算発表・説明会 毎年4月中旬
定時株主総会 毎年5月下旬
第１四半期決算発表 毎年7月上旬
第2四半期決算発表・説明会 毎年10月中旬
第3四半期決算発表 毎年1月上旬

株　主　名 持株数   持株比率
 （千株）   （％）  
株式会社フジ 5,224   17.05  
株式会社広島銀行 1,492   4.87  
第一生命保険相互会社 1,424   4.65  
F&Aアクア共栄会 1,015   3.31  
株式会社三井住友銀行 781   2.54  
東京海上日動火災保険株式会社 758   2.47  
株式会社伊予銀行 739   2.41  
日本トラスティサービス信託銀行株式会社（信託口4G） 659   2.15  
F&Aアクアホールディングス従業員持株会 528   1.72  
株式会社りそな銀行 485   1.58  

● 所有者別株式分布

金融機関
9,269千株

その他国内法人
9,486千株

個人その他
10,440千株

自己株式
1,144千株

外国法人等
122千株

金融商品取引業者
168千株

30.26％

0.55％30.97％

0.40％

34.08％

3.74％

（注）当社は自己株式1,144,414株を保有しておりますが、大株主からは除外しております。
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● 会社概要 （2009年2月28日現在）

● 事業会社の概要

● 役 員 （2009年5月21日現在）

社　　　名  株式会社F&Aアクアホールディングス
  （英文）F&A AQUA HOLDINGS,INC.
 （略称）F&AアクアHD 
所　在　地 〒141-0021
 東京都品川区上大崎二丁目19-10
設立年月日 1950年5月18日
 （2006年9月1日株式会社アスティから社名変更）
資　本　金 24億8,652万円
事 業 内 容  ジュエリーを中心とするブランド事業、
  アパレル・バッグを中心とした企画・製造・卸売事業、
 小売事業
関 係 会 社 16社

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ
代　表　者 代表取締役社長  田村　英樹
本社所在地 〒141-8544 東京都品川区上大崎二丁目19-10
事 業 内 容 ジュエリー、バッグ等の企画・製造・販売
創　　　業 1972年4月
設　　　立 1986年4月
資　本　金 4億円
URL http://www.fdcp.co.jp/

代　表　者 代表取締役社長  木村　祭氏
本社所在地 〒733-8641 広島市西区商工センター二丁目15 -1
事 業 内 容 アパレル及びバッグメーカー、アパレル卸
設　　　立 2006年9月
資　本　金 4億円
URL http://www.asty.co.jp/

株式会社アスティ

代表取締役会長 細田　信行
代表取締役社長 木村　祭氏
代表取締役専務 田村　英樹
常 務 取 締 役 杉岡龍太郎
常 務 取 締 役 石角　　毅
取 　 締 　 役 大木　茂生
取 　 締 　 役 西村　政彦
取 　 締 　 役 鈴木　秀典
取 　 締 　 役 宮本　　聡
取 　 締 　 役 岩森　真彦
常 勤 監 査 役 丸岡　昭夫
監　　査　　役 山岡　義憲
監　　査　　役 山内喜久夫

代　表　者 代表取締役社長  安達　正昭
本社所在地 〒733-0833 広島市西区商工センター二丁目15 -1
事 業 内 容 中四国を中心に、「4℃」のFC・販売代行、
 レディースカジュアルショップ「LOU」及び
 デイリーファッションショップ「パレット」の運営
設　　　立 1996年3月
資　本　金 3億1,200万円
URL http://www.agegroup.jp/

株式会社アージュ
代　表　者 代表取締役社長  石角　毅
本社所在地 〒151-0053 東京都渋谷区代々木一丁目11-2
 代々木コミュニティービル2Ｆ
事 業 内 容 婦人服・雑貨の企画・製造・販売
設　　　立 1970年3月
資　本　金 ２億9,750万円
URL https://www.misuzugp.co.jp/

株式会社三鈴



株式会社F&Aアクアホールディングス
〒141- 0021　東京都品川区上大崎二丁目19-10
http://www.fa-aqua.co.jp/

このパンフレットは「FSC認証紙」と、揮発性有機溶剤を含まない
「VOCゼロ型インキ」を使用しています。

決算期日
定時株主総会
配当金支払株主確定日
株主名簿管理人

同事務取扱場所

同連絡先

毎年2月末
毎年5月
毎年2月末、毎年8月末（中間配当）
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
東京都江東区東砂7-10-11
（お問い合わせ先）
電話 （0120）232-711 （通話無料）
（各種手続き用紙のご請求）
電話 （0120）244-479 （通話無料）

公告

上場証券取引所
証券コード

（公告方法）
当会社の公告方法は電子公告としておりま
す。但し、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることができない
場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
（公告を掲載するホームページアドレス）
http://www.fa-aqua.co.jp/ir/koukoku.html/
東京証券取引所市場第一部
8008

株主メモ

（ご注意）
1.株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開
設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることになっております。口座を開設されている証券会
社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご
注意ください。

2.特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関と
なっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合わせください。
なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取り次ぎいたします。

3.未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

（株）F&AアクアホールディングスのIRページでは企業
活動全般にわたる最新の情報をご提供しております。
特に株主・投資家の皆様向けの情報として個人投資家
向けのイベント情報を掲載するほか、ディスクロー
ジャー資料等を掲載しております。
また、メールアドレスをご登録いただいた方に随時情報
配信を行っております。是非ご覧ください。
（http://www.fa-aqua.co.jp/）

IRお問い合わせ先　
業務部 総務課
TEL：03-5719-3429　FAX：03-5719-4462
E-mail：ir@fa-aqua.co.jp

「2009インターネットIR優秀企業」
（大和IR発表）に選ばれました。
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