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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年8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2四半期 21,747 △5.8 845 19.5 1,066 60.3 165 29.6
22年2月期第2四半期 23,082 ― 708 ― 665 ― 128 ―

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2四半期 5.93 ―
22年2月期第2四半期 4.56 ―

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2四半期 51,729 37,184 71.9 1,328.22
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2四半期  37,181百万円 22年2月期  37,336百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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 ― 10.00
23年2月期 

（予想）
― 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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 46,500 △4.0 2,550 5.7 2,900 10.9 1,050 7.4 37.54

Kozuka.Yasufumi
アクアCI



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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480,900株を含めて記載しております。 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
結果となる可能性があります。業績予想の前提となる条件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、四半期決算短信（添付資料）P.３
「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

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2Q  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2Q  2,337,874株 22年2月期  2,670,450株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q  27,970,457株 22年2月期2Q  28,084,314株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の回復や各種の経済対策効果を背景に

企業業績は改善しており、景気持ち直しの傾向がみられたものの、円高の進行や失業率の高止まりが

続き、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

流通業界におきましては、百貨店及び量販店業界の売上高減少率が縮小傾向にあることなど復調の

兆しはみられるものの、雇用情勢の停滞や所得環境に対する不安から、個人消費は本格的な回復に至

らず、厳しい状況で推移いたしました。 

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、第２四半期連結累計期間の連結業績は、営業収益は217億47百万円（前年同期比5.8％

減）、営業利益は８億45百万円（前年同期比19.5％増）、経常利益は10億66百万円（前年同期比

60.3％増）、四半期純利益は１億65百万円（前年同期比29.6％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、ブライ

ダルショップ等の出店とファッションジュエリーが好調に推移したことにより、「４℃」（ヨンドシ

ィ）の売上高は前年同期に比べ増加いたしました。「EAUDOUCE４℃」（オデュースヨンドシィ）、

「canal４℃」（カナルヨンドシィ）の売上高も計画及び前年同期を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87億76百万円（前年同期比1.3％増）、営業利益は10億30百万円（前年同期比

41.7％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事業の拡大と小商圏フォーマットの得意先に向けた企画提案

力を強化してまいりました。しかしながら、㈱上田靴下の解散を決定したこと等により、売上高は前

年同期を下回りました。 

その結果、売上高は29億42百万円（前年同期比17.2％減）、営業利益は５百万円（前年同期比69.1

％減）となりました。 

 

（リテール事業） 

㈱三鈴におきましては、商品企画と販売促進の強化による売上拡大と損益改善を推し進めてまいり

ました。 

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

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79億26百万円（前年同期比5.0％減）、営業損失は１億39百万円（前年同期は営

業損失１億53百万円）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、組織を再編して効率化を図ると

同時に、主力得意先に向けた新規商品提案と売場ディスプレイ及び催事の強化による売上高の確保を

目指しました。 

その結果、売上高は14億71百万円（前年同期比10.7％減）、営業損失は28百万円（前年同期は営業

損失41百万円）となりました。 
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（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が、一部賃貸物件の取り壊しもあり、売上高は前年同

期を下回りました。 

その結果、売上高は６億31百万円（前年同期比27.9％減）、営業利益は１億25百万円（前年同期比

62.7％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。 
 

 

(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２四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、投資有価証券が

２億82百万円減少したこと及びのれんが２億66百万円減少したことにより、前連結会計年度末と

比較して４億77百万円減少し、517億29百万円となりました。負債は主に、未払法人税等が６億34

百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比較して３億23百万円減少し、145億44百万円

となりました。純資産は前連結会計年度末と比較して１億54百万円減少し371億84百万円となりま

した。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四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２

億２百万円増加し、７億20百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、５億94百万円の収入（前年同期比１億７百万円の減

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４億90百万円増加

したものの、たな卸資産が５億４百万円減少したこと及び税金等調整前四半期純利益が２億１百

万円減少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、５億42百万円の支出（前年同期比３億71百万円の減

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１億16百万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、１億51百万円の収入（前年同期比11億41百万円の増

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３億88百万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 

業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、平成22年４月12日公表の平成23年２月期の

業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成22年10月４日公表の「平成23年２月期業

績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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２四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特有の会計処理 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

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21,235千円、経常利益は21,264千円、税金等調整前四半期純利益は、

512,234千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

709,832千円であります。 

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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３. 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２四半期連結会計期間末
(平成22年８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 720,898 518,261

受取手形及び売掛金 3,593,231 3,318,504

商品及び製品 5,131,426 5,098,352

仕掛品 196,194 342,731

原材料及び貯蔵品 323,791 330,687

その他 1,039,024 1,664,599

貸倒引当金 △8,495 △9,213

流動資産合計 10,996,070 11,263,924

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,731,837 5,417,218

土地 5,994,953 5,994,953

その他（純額） 456,138 375,833

有形固定資産合計 12,182,928 11,788,005

無形固定資産   

のれん 8,061,683 8,327,875

その他 331,079 412,605

無形固定資産合計 8,392,762 8,740,480

投資その他の資産   

投資有価証券 13,076,913 13,359,089

前払年金費用 1,994,364 1,997,008

その他 5,721,911 5,737,621

貸倒引当金 △635,427 △679,060

投資その他の資産合計 20,157,761 20,414,659

固定資産合計 40,733,452 40,943,144

資産合計 51,729,523 52,207,068
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８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 3,716,059 3,915,845

短期借入金 3,155,888 3,034,404

1年内償還予定の社債 2,500 10,000

未払法人税等 462,992 1,097,582

賞与引当金 303,785 407,668

役員賞与引当金 27,606 42,650

資産除去債務 4,252 －

その他 2,949,409 3,104,856

流動負債合計 10,622,494 11,613,006

固定負債   

長期借入金 842,481 453,754

退職給付引当金 523,149 512,957

役員退職慰労引当金 336,693 332,414

資産除去債務 761,517 －

その他 1,458,285 1,955,970

固定負債合計 3,922,127 3,255,097

負債合計 14,544,621 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 18,596,707 18,871,004

自己株式 △1,877,465 △2,099,478

株主資本合計 37,506,066 37,558,372

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,720 72,924

繰延ヘッジ損益 △8,106 △2,223

土地再評価差額金 △264,512 △264,512

為替換算調整勘定 △33,354 △28,008

評価・換算差額等合計 △324,693 △221,820

新株予約権 1,130 －

少数株主持分 2,398 2,412

純資産合計 37,184,901 37,338,965

負債純資産合計 51,729,523 52,207,068

㈱Ｆ＆Ａアクアホールディングス(8008)　平成23年２月期第２四半期決算短信

- 6 -



(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 22,197,026 21,107,940

売上原価 10,774,356 9,977,056

売上総利益 11,422,670 11,130,884

その他の営業収入 885,912 639,190

営業総利益 12,308,582 11,770,074

販売費及び一般管理費 11,600,440 10,924,088

営業利益 708,141 845,986

営業外収益   

受取利息 1,981 1,692

受取配当金 28,542 33,716

持分法による投資利益 － 55,432

投資不動産賃貸料 54,150 53,350

為替差益 4,145 8,034

投資有価証券割当益 － 32,236

助成金収入 － 34,698

その他 25,267 37,224

営業外収益合計 114,087 256,386

営業外費用   

支払利息 46,240 23,324

持分法による投資損失 97,350 －

その他 13,407 12,569

営業外費用合計 156,999 35,893

経常利益 665,230 1,066,479

特別利益   

固定資産売却益 327 －

投資有価証券売却益 － 11,726

貸倒引当金戻入額 3,923 4,790

権利金収入 880,000 －

その他 1,780 －

特別利益合計 886,031 16,516

特別損失   

固定資産売却損 1,232 －

固定資産除却損 100,793 67,848

投資有価証券売却損 － 2,171

投資有価証券評価損 158,485 146,943

減損損失 37,983 143,142

店舗閉鎖損失 13,566 4,766

事務所閉鎖損失 － 37,700

固定資産臨時償却費 459,986 －

建物解体費用 380,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 490,969

その他 8,419 －

特別損失合計 1,160,467 893,541

税金等調整前四半期純利益 390,795 189,454
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

法人税、住民税及び事業税 544,717 447,635

法人税等調整額 △282,231 △424,135

法人税等合計 262,486 23,499

少数株主利益又は少数株主損失（△） 288 △13

四半期純利益 128,020 165,967
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８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 390,795 189,454

減損損失 37,983 143,142

固定資産臨時償却費 459,986 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 490,969

貸倒引当金の増減額（△は減少） △54,771 △44,351

賞与引当金の増減額（△は減少） △74,158 △103,883

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,238 13,327

その他の引当金の増減額（△は減少） 30,164 △10,765

受取利息及び受取配当金 △30,524 △35,409

支払利息 46,240 23,324

持分法による投資損益（△は益） 97,350 △55,432

為替差損益（△は益） 13,844 △13,950

権利金収入 △880,000 －

建物解体費用 380,000 －

投資有価証券評価損益（△は益） 158,485 146,943

投資有価証券売却損益（△は益） － △9,554

固定資産除却損 100,793 67,848

固定資産売却損益（△は益） 904 －

売上債権の増減額（△は増加） △32,708 △274,502

たな卸資産の増減額（△は増加） 624,085 119,880

仕入債務の増減額（△は減少） △422,048 △199,654

その他流動資産の増減額（△は増加） － 646,259

その他 445,806 476,493

小計 1,329,469 1,570,139

利息及び配当金の受取額 84,908 89,792

利息の支払額 △43,208 △22,375

法人税等の支払額 △669,102 △1,043,014

営業活動によるキャッシュ・フロー 702,068 594,540
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

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 △235,668 △352,106

固定資産の売却による収入 5,096 －

投資有価証券の取得による支出 △9,255 △13,965

投資有価証券の売却による収入 － 9,627

その他 69,458 △185,702

投資活動によるキャッシュ・フロー △170,369 △542,147

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） － 150,000

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 △122,267 △126,787

社債の償還による支出 △122,500 △7,500

自己株式の取得による支出 △388,748 △193

配当金の支払額 △294,869 △290,801

その他 △62,548 △60,681

財務活動によるキャッシュ・フロー △990,934 151,035

現金及び現金同等物に係る換算差額 352 △791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △458,882 202,637

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 700,270 720,898
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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２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

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 
計 

消去又は 

全社 
連結 

 

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

売上高     

(1)外部顧客に対する 

売上高 
8,666,504 3,552,253 8,341,404 1,647,109 875,667 23,082,939 － 23,082,939

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
27,189 594,972 67,868 317,800 80,254 1,088,084 （1,088,084） －

計 8,693,693 4,147,225 8,409,272 1,964,910 955,922 24,171,024 （1,088,084） 23,082,939

営業利益又は 

営業損失(△) 
727,390 18,824 △153,539 △41,557 335,133 886,252 （178,110） 708,141

（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、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２四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) 

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２四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２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８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 
8,776,337 2,942,243 7,926,122 1,471,028 631,399 21,747,131 － 21,747,131

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
5,253 473,927 63,160 299,621 75,285 917,249 （917,249） －

計 8,781,591 3,416,171 7,989,283 1,770,650 706,685 22,664,380 （917,249） 21,747,131

営業利益又は 

営業損失(△) 
1,030,779 5,815 △139,999 △28,146 125,080 993,528 （147,542） 845,986

（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) 

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２四半期連結累計期間の営業利益はブランド事業6,651千円、アパ

レルメーカー事業1,507千円、リテール事業7,101千円、ホールセール事業398千円、ディベロッパー事業5,576千円それぞ

れ減少しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８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２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８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２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８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２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８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。 
 

(7) 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８月31日現在において従持信託が所有する自己株式数は480,900株、当社が所有す

る自己株式数は737,685株となっております。 
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