
［証券コード：8219］

第45期株主通信
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
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連結財務ハイライト （注）金額は単位未満を切り捨てています。
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マーケットシェア拡大を目指して
　株主の皆様におかれましては、日頃より青山商事グループ
に対し格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。当期の
当社グループの業績は、企業業績の急激な悪化や個人消費
の低迷などから残念ながら8期ぶりの減収減益となりました。
　このような厳しい環境下ではありますが、今後ますます多
様化するお客様のニーズにいかに迅速かつ的確に対応でき
るかが競争を勝ち抜く重要な要素と考えており、お客様の
ニーズに対応すべく、さらなる商品やサービスの向上に努め
る一方、スーツ事業におきましては、前期に引き続き一都三
県を中心とした積極的な出店などによりマーケットシェア拡大を
図ってまいりたいと存じます。
　株主の皆様におかれましては、一層のご理解を賜りますよ
うお願い申し上げます。

　代表取締役社長兼執行役員社長 青山 理
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新たな客層の取り込みに注力

逆風の時こそチャンス
　来期は当期以上に厳しい
経済環 境が予想され、個
人消費については、雇用の
悪化、賞与をはじめとする
所得の減少見込などから消
費者の購買態度は一層慎
重になることが予想されま

す。こうした中、来期も引き続きマーケットシェア拡大を
図るため、一都三県を中心とした積極的な出店、移転な
どを実施するとともに、現在の厳しい消費環境を踏まえ、
高付加価値商品を低価格で提供するなど客数増加のた

　当 社グループの業 績は、
売上高が前期比3.7％減の
2,065億94百万円、営業利
益が同24.7％減の178億84
百万円と大変厳しい結果と
なりました。主力のスーツ事
業につきましては、一都三県

を中心とした積極的な出店を実施するなどマーケットシェ
ア拡大を図るとともに、インターネット通販を開始するな
ど新たな客層の取り込みに努めました。
　スーツの平均販売単価は前期比0.5％増の25,100円と

めの施策を積極的に実施し、顧客の獲得に努め、将
来の成長への足固めを図っていきます。

なりましたが、販売着数は同4.4％減の2,629千着とな
りました。
　厳しい経済環境を背景に低価格志向が強まる一方、

「サビルロウ」や「ヒルトン・タイム」といった高価 格
帯の商品が堅調に推移し、二極化が顕著になってお
ります。
　レディスにつきましては、レディスフォーマルの品揃え
の強化やレディススーツの認知度向上に努めた結果、
好調に推移しました。
　しかしながら、消費環境の悪化などから、スーツ事業
の既存店売上高は前期比5.1％減となりました。

洋服の青山
宇部北琴芝店

当期の業績は
どうでしたか？

来期以降には
どのようなことに
取り組みますか？

当期の業績は
どうでしたか？

来期以降には
どのようなことに
取り組みますか？
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※「プラスエー・ザ・スーツ・アオヤマ」（岡山県岡山市）1店舗は
「洋服の青山」に含めています。

当社の業態とポジション
ザ・スーツカンパニー
店舗数
ターゲット年齢

［前期比13店舗増］

20代～30代をターゲットに、ファッショントレ
ンドを重視したスーツショップです。

ザ・スーツカンパニーズ ウィークエンド
店舗数
ターゲット年齢

都心の大規模なショッピングセンターを出店
立地とし、スーツはもちろんメンズ、レディスの
デイリーウェアまで揃うトータルショップです。

洋服の青山
店舗数
ターゲット年齢

スーツ販売着数No.1。紳士服販売を中心
に全国展開し、幅広い世代からご支持いた
だいている青山商事の中核を担う業態です。

ユニバーサル ランゲージ
店舗数
ターゲット年齢

「世界中をあなたのクローゼットに」というメ
ッセージをこめた、都会の大人達のためのセ
レクトショップです。

キャラジャ
店舗数
ターゲット年齢

32店舗
20代～30代

12店舗
20代～30代

715店舗
全年齢

5店舗
30代～40代

30店舗
20代～40代

性別を問わず、より良いものをより安く、トレ
ンドからベーシックまで取り揃えたカジュア
ルショップです。

［前期比1店舗減］

［前期比2店舗増］

［前期比21店舗減］

［前期比1店舗増］

ポジションデータ未

プラスエー・ザ・スーツ・アオヤマ
店舗数
ターゲット年齢

平成19年4月よりスタートした新業態。地方
の郊外のショッピングセンターを出店立地
とし、メンズとレディスのビジネスウェアに特
化した業態です。

3店舗
20代～50代

［前期比増減なし］

「プラスエー・ザ・スーツ・
アオヤマの業態解消」

　平成19年4月より地方の郊外のショッピングセンター（SC）
を出店立地とし、メンズとレディスのスーツを中心にビジネスウ
ェアに特化した業態として立ち上げました「プラスエー・ザ・ス
ーツ・アオヤマ」は、SC間の競争激化やSC内でのビジネスモデ
ルの確立が困難であると判断し、平成21年度上期中に3店舗
を閉店し業態を解消します。
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業態別概況

一都三県
戦略の推進
一都三県
戦略の推進
［洋服の青山］

横浜西口店

「ヒルトン・タイム」コーナー

　主力業態であります「洋服の青山」では、一都三県を中心とした
積極的な出店を実施しシェア拡大を図りました。また、映画「ハンサ
ム★スーツ」とのタイアップキャンペーンをテレビCM中心に展開する
とともに、CMキャラクターとして女優「相武紗季」さんを新たに起
用（詳細は9ページ参照）し、若年層の取り込みを図り、効果を上げ
ることができました。また、非効率な3店舗を閉店した結果、当期末
の店舗総数は715店舗となりました。

　「洋服の青山」では、一都三県10店舗を含む16店舗を出店し、
25店舗の移転、建替を実施いたしました。今後の出店戦略において
は、ビジネス需要の拡大が見込め、またさらなるシェア拡大が可能
な地域として一都三県（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）に重
点的に出店することにより、さらなるマーケットシェア拡大を図ってい
きます。

　スーツ購買価格の二極化が顕著になる中、当社はアダルト向けハ
イグレードスーツブランド「サビルロウ」や昨年2月より取り扱いを開
始した団塊ジュニア向けハイグレードスーツブランド「ヒルトン・タイ
ム」の品揃えを強化するとともに、品質の良さをお客様へ提案してき
ました。その結果、これらハイグレードスーツの販売着数は堅調に
推移し、スーツ全体の平均販売単価は前期比0.5％増の25,100円と
なりました。また今年4月より、さらなるビジネス層の取り込みを図る
ため、高品質なスーツを低価格で提供する施策を実施していきます。

（詳細は10ページ参照）

一都三県への出店を加速

二極化戦略の推進
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　前期に引き続き、当期においてもレディスは好調に推移しており、
特に当社で取り扱うレディスブランド「Miss JUNKO」は、スタイリ
ッシュなデザイン性に加え、リクルートスーツをはじめ、コートやフ
ォーマル、ブラウス、パンプスなど関連アイテムをトータルでコーディ
ネイトできる点がヤングのレディスのお客様から高い評価をいただい
ています。また今年3月に開催された第8回東京ガールズコレクショ
ンに同ブランド商品を出展する（詳細は9ページ参照）など話題性を
提供することにより認知度向上を図りました。

　昨年9月より「洋服の青山」ホームページ内に独自のインターネッ
ト通販サイト「洋服の青山　Premium」（http://www.y-aoyama.jp/
eshop）を立ち上げ、また昨年10月より楽天市場などインターネット
ショッピングモールへ「洋服の青山PLUS」を出店し、本格的にイン
ターネット通販を開始することにより新たな顧客の取り込みを図りま
した。

インターネット通販の展開

レディスの売上拡大

レディスコーナー

新規顧客の
取り込み
新規顧客の
取り込み
［洋服の青山］

洋服の青山 Premium

 http://www.y-aoyama.jp/eshop  ・ Yahoo！
   ショッピングストア　　http://store.shopping.yahoo.co.jp/y-aoyama/index.html

  ・楽天市場　                http://www.rakuten.co.jp/y-aoyama
 ・ポケットビッダーズ      （ドコモ、ソフトバンク、au）

  洋服の青山PLUS
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　高品質なブランドイメージの確立と品質への安心や信頼の構築な
どを図るため、各新聞・雑誌やウェブ媒体及び店頭にて「ウールマー
クキャンペーン」を展開しました。

業態別概況

高品質なブランド
イメージ確立を図る
高品質なブランド
イメージ確立を図る
［ザ・スーツカンパニー］

キッドモヘアトロピカルチョー
クストライプクラシック2Bスー
ツ（ミッドサマーコンフォート
仕様）：29,400円

　「ザ・スーツカンパニー」では、今後の売上拡大に向けて今年2月
にインターネット通販（e-SHOP）のサイトリニューアル（裏表紙参照）
を実施しました。また、既存店の活性化と魅力ある店作りのため、「広
島店」（広島県）の大規模リニューアルを実施するとともに、「札幌店」

（北海道）、「千葉店」（千葉県）の2店舗を出店し、当期末の店舗総
数は32店舗となりました。

ウールマーク
キャンペーンを展開

　「ザ・スーツカンパニーズ　ウィークエンド」では、日本最大級の
ショッピングセンター「イオンレイクタウン」内に「イオンレイクタウ
ン店」（埼玉県）を出店し、当期末の店舗総数は12店舗となりました。

日本最大級の
SCへ出店
日本最大級の
SCへ出店
［ザ・スーツカンパニーズ 　ウィークエンド］

千葉店

イオンレイクタウン店
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http://www.universal-language.jp/

　「ユニバーサル　ランゲージ」では、ホームページを全面リニュー
アルするとともに、今年2月より、インターネット通販を開始し、更な
る売上拡大と新規顧客の取り込みを図りました。また、1店舗を「洋
服の青山」へ業態転換した結果、当期末の店舗総数は5店舗となり
ました。

　「キャラジャ」では、既存店の活性化を図るため、22店舗のリニュー
アルを実施しました。また、ターゲットごとの売場の見直しや商品内
容の充実などに努めるとともに、携帯電話を利用したメール会員サー
ビス「メルカジクラブ」の会員獲得を強化し、顧客の囲い込みを図り
ました。
　非効率な21店舗を閉店した結果、当期末の店舗総数は30店舗と
なりました。

［ユニバーサル ランゲージ］

インターネット
通販の開始
インターネット
通販の開始

札幌ステラプレイス店

一宮店

［キャラジャ］

リニューアルによる
既存店活性化
リニューアルによる
既存店活性化
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　今年2月より新社会人や就職活動を行なう学生などの若年層の取り込みを図るため、
女優「相武紗季」さんを新たにCMキャラクターに起用しました。
　相武さんは、2003年のデビュー以来、NHK大河ドラマ「天地人」をはじめとした数々
のドラマに出演し、CM女王ランキングにも名を連ねる人気女優。10～20代の男性を中
心に人気を集めており、その笑顔を絶やさないハツラツとしたキャラクターが当社の目指
すイメージ形成に最適と判断しました。
　現在テレビCMをはじめ、店舗演出物やダイレクトメール、チラシなどにご出演いただ
いており、今後もターゲットに応じたキャラクター起用を行なうことにより新たな顧客の
開拓を図っていきます。

　今年3月、東京・代々木で開催された第8回東京ガールズコレクション
に、「洋服の青山」で取り扱っているファッションデザイナーJUNKO　KOSHINO
氏プロデュースのブランド「Miss JUNKO」と「Mr.JUNKOⅡ世」が出演
しました。
　スペシャルステージとして、スタイリッシュなスーツに身を包んだパフォー
マー達が、アクロバティックなパフォーマンスを繰り広げ、会場のお客様を
圧倒する強烈なインパクトで魅せるステージングを展開。
　「Miss JUNKO」「Mr.JUNKOⅡ世」のブランドが持つ世界観を印象的
に表現して、会場に詰めかけたファッション感度の高い女性客と男性客に
対し強力にアピールしました。

「洋服の青山」の
新CMキャラクターに
相武紗季さんを起用

第8回東京ガールズコレクションに出展

【プロフィール】
相武 紗季（あいぶ・さき）

1985年6月20日 兵庫県生まれ、O型

　2003年デビュー以来、好感の高いイメージと高い演技力で数々のTVドラ
マで活躍中。 
　その笑顔を絶やさない明るいキャラクターは老若男女問わず幅広い層から
支持を受けており、CM女王ランキングにも名を連ねている。
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　当社は、今年4月より日本のビジネスマンへの応援企画として、「洋服の青山」全店で世界的なフ
ァッションデザイナー「山本寛斎」氏がプロデュースするブランド「SISSY　BY　KANSAI　YAMAMOTO」

（シシィ・バイ・カンサイ・ヤマモト）のスーツを通常価格の半額以下
の18,900円（税込み）という元気価格で提供しました。この企画は
世界的な大不況の中、奮闘する日本のビジネスマンをバックアップす
るため、「日本を元気にする」という熱い想いで「日本元気プロジェ
クト」を手掛ける寛斎氏との提携により実現しました。今後も当社は

「より良いものをより安く」の経営理念のもと、更なる高付加価値商
品をお値打ち価格で提供し、お客様にご満足していただけるよう、
努めていきます。

　今年5月よりヤングの男性客や最近来店数が増加している若い主婦層を中心とした女性客
など幅広い客層の取り込みを図るため、俳優「井上正大」さんを新たにキャラクターに起用
しました。
　井上さんは、テレビ朝日系「仮面ライダーディケイド」に主演しており、若い主婦層を中
心としたヤング女性や同世代のヤング男性からも高い支持を得ています。
　現在「キャラジャ」のチラシをはじめホームページや店舗演出物などに出演いただいており、
今後「キャラジャ」の新キャラクターとして大々的に登場します。

山本寛斎氏と提携し、
ブランドスーツを「元気価格」で販売

「キャラジャ」の新キャラクターに
井上正大さんを起用

【プロフィール】
井上 正大（いのうえ・まさひろ）
1989年3月20日生まれ、B型

　ミュージカル「テニスの王子様」で2008年にデビュー。2009年から
はテレビ朝日系「仮面ライダーディケイド」で主役を務める。身長182セ
ンチの長身で、特技は野球、テニス、水泳。
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（注）各セグメント別の売上高比率は、グループ間
取引を相殺消去後のセグメント別売上高に
て算出しております。

セグメント別
売上高構成比率

セグメント概況

洋服の青山
神戸玉津店

紳士服販売事業

スーツ事業

キャラジャ事業

「洋服の青山」16店舗、「ザ・スーツカンパニー」2店舗、「ザ・スーツカ
ンパニーズ　ウィークエンド」1店舗の合計19店舗を新規出店しました。
市場の変化に対応するため、「洋服の青山」25店舗を移転・建替し、
非効率な4店舗（「洋服の青山」3店舗、「ユニバーサル　ランゲージ」1
店舗）を閉店しました。

「キャラジャ」につきましては、非効率な21店舗を閉店しました。
これらの結果、売上高は1,745億31百万円（前期比2.9％減）、営業利
益は151億72百万円（前期比25.6％減）となりました。

消費環境の急激な悪化などによりスーツ事業の既存店
売上高は前期比5.1％減となりました。
スーツの販売着数は2,629千着（前期比4.4％減）とな
りました。
スーツの平均販売単価は25,100円（前期比0.5％増）
となりました。
これらの結果、スーツ事業の売上高は1,682億37百万
円（前期比2.8％減）、営業利益は149億76百万円（前
期比26.3％減）となりました。

下期以降の急激な景気後退による消費者心理の冷え込み
などにより、キャラジャ事業の既存店売上高は前期比
6.6％減となりました。
これらの結果、キャラジャ事業の売上高は58億45百万
円（前期比6.5％減）、営業損失4億23百万円（前期比1
億77百万円の悪化）となりました。
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20,000

40,000

平成19年
3月期

平成20年
3月期

平成21年
3月期

売上高 営業利益単位：百万円
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カード事業

商業印刷事業

雑貨販売事業

「AOYAMAカード」会員の募集に注力するとともに、コンプライアンス
の徹底と内部管理体制の強化に努めました。
平成21年2月末の「AOYAMAカード」有効会員数は、359万人（前期
比9万人増）となりました。
これらの結果、カード事業の売上高は
73億68百万円（前期比20.8％減）、
営業利益は16億57百万円（前期比
14.8％減）となりました。

既存取引先の深耕、新規開拓の強化、採算性
重視の受注を重要施策に掲げ、取り組みました。
しかしながら、印刷用紙の値上がりや新規事業
への先行投資などにより、商業印刷事業の売上
高は、102億59百万円（前期比2.2％増）、営
業利益は1億92百万円（前期比48.0％減）とな
りました。

「洋服の青山」「キャラジャ」の閉鎖店舗利用やシナジー効果を狙った「洋
服の青山」との併設などにより、100円ショップ「ダイソー＆アオヤマ
100YEN　PLAZA」を展開しています。
非効率な10店舗を閉店した結果、平成21年2月末の店舗数は136店舗とな
りました。
ローコストオペレーションに努めましたが、他
社との競争激化などがあり、雑貨販売事業の
売上高は179億73百万円（前期比6.4％減）、
営業利益は3億88百万円（前期比10.4％減）
となりました。
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連結財務諸表

流動資産

流動負債

　現金及び 預金が91億8 8百万円、
有価証券が47億63百万円、たな卸
資産が39億５百万円増加したことな
どから、流動資産は1,851億５百万円

（前期比150億76百万円増）となり
ました。

（注）金額は単位未満を切り捨てています。

　長期借入金から短期借入金への振
替により100億円増加したことに加
え、社債（固定負債）から1年内償還
予定の社債（流動負債）への振替に
より100億円増加したことなどから、
流動負債は795億69百万円（前期比
188億96百万円増）となりました。

 〈資産の部〉
流動資産 185,105 170,029  
　現金及び預金 34,788  25,600  
　受取手形及び売掛金 11,257  11,012  
　有価証券 26,756  21,993  
　たな卸資産 43,965 40,060  
　営業貸付金 60,039  62,419  
　その他 9,226 9,817  
　貸倒引当金 △929  △875  
固定資産 160,941  155,440  
　有形固定資産 100,872  92,476  
　　建物及び構築物 58,446  56,953  
　　土地 31,378 29,092
　　その他 11,047  6,430  
　無形固定資産 1,867  1,551  
　投資その他の資産 58,202  61,413  
　　敷金及び保証金 31,172  32,552  
　　その他 27,085  28,969 
　　貸倒引当金 △56  △107  
資産合計 346,047  325,469  
 〈負債の部〉
流動負債 79,569 60,673  
　支払手形及び買掛金 18,977  19,453  
　短期借入金 14,310  4,260   
　1年内償還予定の社債 10,000 ─
　未払金 22,106 20,234
　その他 14,175  16,724  
固定負債 43,295  45,141  
　社債 20,000  20,000  
　長期借入金 13,665  16,025  
　その他 9,630 9,116  
負債合計 122,864  105,814  
 〈純資産の部〉
株主資本 239,600  235,914  
　資本金 62,504  62,504  
　資本剰余金 62,975  62,974  
　利益剰余金 126,365  122,685  
　自己株式 △12,245  △12,250  
評価・換算差額等 △18,203  △17,974  
　その他有価証券評価差額金 △398  △24  
　繰延ヘッジ損益 △64  　　　　─  
　土地再評価差額金 △17,739  △17,950  
新株予約権 123  82  
少数株主持分 1,662  1,632  
純資産合計 223,183  219,654  
負債純資産合計 346,047  325,469 

連結貸借対照表（要約）

科　目

（単位：百万円）

第　期
（平成20年3月期）  

第　期
（平成21年3月期） 
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連結損益計算書（要約）

連結キャッシュ・フロー計算書（要約）

科　目

（単位：百万円）

（単位：百万円）

科　目

営業利益

財務活動によるキャッシュ・フロー

特別損失

（注）金額は単位未満を切り捨てています。

（注）金額は単位未満を切り捨てています。

　売上高減少や売上総利益率悪化に
より売上総利益が前期比68億32百
万円減少したことなどから営業利益は
前期比58億77百万円減少し、178
億84百万円（前期比24.7％減）とな
りました。

　長期 借入金 及び 社 債 発行による
178億49百万円の資金増加、配当金
の支払額31億79百万円の資金減少
などから、財務活動によるキャッシ
ュ・フローは142億99百万円の獲得

（前期は101億85百万円の使用）と
なりました。

　紳士服販売事業などにおいて減損
損失25億34百万円、店舗の閉店・
移転等に伴う固定資産除売却損13億
87百万円を計上したほか、投資有価
証券評 価損 20 億87百万円を計上。
このため、特別損失は65億29百万円

（前期比19.3%増）となりました。

 売上高 206,594 214,556
売上原価 92,116 93,245
　売上総利益 114,477 121,310
販売費及び一般管理費 96,593 97,548
　営業利益 17,884 23,762
営業外収益 2,264 1,606
　受取利息及び受取配当金 591 682
　デリバティブ評価益 1,056 ─
　その他 616 923
営業外費用 497 4,748
　支払利息 121 142
　デリバティブ評価損 ─ 4,488
　その他 375 117
　経常利益 19,650 20,620
特別利益 11 6
特別損失 6,529 5,472
　固定資産除売却損 1,387 1,671
　減損損失 2,534 2,137
　その他 2,607 1,663
　税金等調整前当期純利益 13,133 15,154
　法人税、住民税及び事業税 5,962 9,543
　法人税等調整額 △1 △2,389
　少数株主利益 100 186
　当期純利益 7,071 7,813

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,139 18,079
投資活動によるキャッシュ・フロー △24,091 △25,001
　フリー・キャッシュ・フロー △ 1,952 △6,922
財務活動によるキャッシュ・フロー 14,299 △10,185
現金及び現金同等物に係る換算差額 △80 21
現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 12,266 △17,086
現金及び現金同等物の期首残高 26,042 43,129
現金及び現金同等物の期末残高 38,309 26,042

第　期
（平成20年3月期）  

第　期
（平成20年3月期）  

第　期
（平成21年3月期） 

第　期
（平成21年3月期） 
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連結財務諸表

連結株主資本等変動計算書　当期（自　平成20年4月1日　至　平成21年3月31日） （単位：百万円）

（注）金額は単位未満を切り捨てています。

財務トピックス

創立45周年記念配当を実施

　当社は、株主の皆様に対する利益還元は重要な経営課題であると認識しており、一層の利益還元を図るべ
く、配当性向30％を目処とした一部業績連動の配当を実施しております。
　なお、この配当性向はデリバティブ評価損益など特殊・特別な損益を損益計算から除外した当社単独の当
期純利益に対する配当性向としております。
　具体的には、安定的な配当として、1株につき普通配当40円（中間配当20円、期末配当20円）とし、配
当性向30％を目処に計算した配当が40円を上回る場合は、その差を業績連動配当として期末に特別配当と
させていただくこととしております。
　この配当方針に従い、第45回定時株主総会にてご承認いただきました当期の配当につきましては、普通
配当として1株につき20円、及び当社が平成21年5月に創立45周年を迎えることができましたことを記念し、
株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意を表するため、創立45周年記念配当として1株につき5円、合計1株
につき25円となり、中間配当（普通配当20円）と合わせた年間配当は1株につき45円となりました。

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 少数株主

持分 純資産合計
資本金 資本

剰余金
利益

剰余金 自己株式 株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成20年3月31日残高 62,504 62,974 122,685 △12,250 235,914 △24 ─ △17,950 △17,974 82 1,632 219,654

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △3,179 △3,179 △3,179

　当期純利益 7,071 7,071 7,071

　土地再評価差額金の取崩 △212 △212 △212

　自己株式の取得 △3 △3 △3

　自己株式の処分 1 8 9 9

　 株主資本以外の項目の
　 連結会計年度中の変動額（純額） △374 △64 210 △228 41 29 △157

連結会計年度中の変動額合計 ─ 1 3,679 5 3，686 △374 △64 210 △228 41 29 3,528

平成21年3月31日残高 62,504 62,975 126,365 △12,245 239,600 △398 △64 △17,739 △18,203 123 1,662 223,183
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科　目

損益計算書（要約）貸借対照表（要約）

科　目

（単位：百万円）（単位：百万円）

個別財務諸表

（注）金額は単位未満を切り捨てています。

（注）金額は単位未満を切り捨てています。

 〈資産の部〉

流動資産 140,562 126,077

固定資産 161,884 156,262

　有形固定資産 96,425 87,986

　無形固定資産 1,545 1,246

　投資その他の資産 63,914 67,028

資産合計 302,447 282,339

 〈負債の部〉

流動負債 61,074 51,987

固定負債 27,057 18,712

負債合計 88,131 70,699

 〈純資産の部〉

株主資本 232,210 229,350

　資本金 62,504 62,504

　資本剰余金 62,975 62,974

　利益剰余金 118,976 116,122

　自己株式 △12,245 △12,250

評価・換算差額等 △18,019 △17,792

　  その他有価証券評価差額金 △398 △24

　繰延ヘッジ損益 △64 ─

　土地再評価差額金 △17,556 △17,768

新株予約権 123 82

純資産合計 214,315 211,640

負債純資産合計 302,447 282,339

売上高 168,237 173,059

売上原価 70,084 70,793

　売上総利益 98,153 102,266

販売費及び一般管理費 83,176 81,950

　営業利益 14,976 20,315

営業外収益 2,758 2,170

営業外費用 446 4,695

　経常利益 17,288 17,789

特別利益 11 1

特別損失 6,266 6,067

　 税引前当期純利益 11,033 11,723

　  法人税、住民税及び事業税 4,726 7,986

    法人税等調整額 61 △2,114

　当期純利益 6,245 5,851

第　期
（平成20年3月期）  

第　期
（平成20年3月期）  

第　期
（平成21年3月期） 

第　期
（平成21年3月期） 
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九州

中国

近畿

東北

北海道ザ・スーツカンパニー洋服の青山

33/2

58/1

関東
198/29

中部
132/6

133/6

48/4
四国
25/091/1

（注）
1「プラスエー・ザ・スーツ・アオヤマ」は「洋服の青山」に含めていま
す。なお平成21年度上期中に3店舗を閉店し、業態を解消す
る予定です。
2「ユニバーサル　ランゲージ」（平成21年3月末で5店舗
北海道1店舗、東京都2店舗、神奈川県1店舗、大阪
府1店舗）は「ザ・スーツカンパニー」に含めています。

3「ザ・スーツカンパニーズ　ウィークエンド」(平成
21年3月末で12店舗　茨城県2店舗、群馬
県1店舗、埼玉県3店舗、千葉県2店舗、
神奈川県1店舗、岐阜県1店舗、愛知県
1店舗、三重県1店舗）は「ザ・スーツカ
ンパニー」に含めています。

青山商事株式会社
昭和39年5月6日
625億471万円
3,788名
本　　社：
広島県福山市王子町一丁目3番5号

東京本部：
東京都台東区上野四丁目5番10号
TSC TOWER 7階

TSC営業部：
東京都港区北青山2丁目12番16号
北青山吉川ビル4階

神辺商品センター：
広島県福山市神辺町大字西中条字深水
1727番地の1

井原商品センター：
岡山県井原市大江町1345番地の2

田川商品センター：
福岡県田川市大字伊田2423番地の4

767店

会社データ

（キャラジャ（平成21年3月末で30店舗）は含めておりません。）

会社概要 役員の状況（平成21年3月31日現在） （平成21年6月26日現在）

社 　 　 　 名
設 　 　 　 立
資 　 本 　 金
従 業 員 数
事 　 業 　 所

営 業 店 鋪 数

【 取 締 役 】

代 表 取 締 役 会 長

代表取締役副会長

取締役兼執行役員

取締役兼執行役員

【 監 査 役 】

常任監査役（常勤）

監 査 役

監 査 役

監 査 役

【 執 行 役 員 】

専 務 執 行 役 員

常 務 執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

宮前省三

宮前洋昭

青山　理

宮武真人（企画管理本部長）

松川修之（営業本部長）

岡野真二（商品本部長）

宮川道信（開発本部長）

金生嘉夫（東京本部長兼広報室長）

多川幸雄（経理部長）

長谷川清秀（IT・システム部長）

平川省三（総務部長）

藤井康博（営業部長）

谷川栄治（販促部長兼情報セキュリティ担当）

畑山房則（関東地区統括兼埼玉ブロック長）

藤井満典（TSC営業部長）

水谷　修（TSC商品部長）

前川義之（第一商品部長）

遠藤幸辰

内林誠之※

大木　洋※

竹川　清※

（注）※は社外監査役であります。

代表取締役社長兼
執 行 役 員 社 長
専 務 取 締 役 兼
専 務 執 行 役 員
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株式情報

株式の状況 株主優待割引券のご案内

大株主

株主メモ

株主名 持株数（千株）持株比率（％）

（平成21年3月31日現在）

（平成21年3月31日現在）

発行可能株式総数
株主総数
発行済み株式数
自己株式数

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）＜信託口＞
日本マスタートラスト信託銀行（株）＜信託口＞
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）＜信託口4G＞

（有）青山物産
青山 理
資産管理サービス信託銀行（株）＜証券投資信託口＞
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）＜信託口4＞
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパ二ー
青山 澄子
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパ二ー505019

（注）1.持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。 
        2.当社自己株式3,811千株を保有しておりますが、当該株式には議決権がないため上記の大株主から除外しております。

174,641,100株
8,227名

67,394,016株
3,811,467株（5.66％）

6,767
4,669
4,236
3,541
2,484
1,815
1,671
1,410
1,261
1,101

10.04
6.93
6.29
5.25
3.69
2.69
2.48
2.09
1.87
1.63

事　業　年　度
定 時 株 主 総 会
基　　準　　日

中 間 配 当 金

期 末 配 当 金

株主名簿管理人

同 事 務 取 扱 所

電 話 照 会 先

郵便物送付先

：
：
：

：

：

：

：

：

：
：

毎年9月30日及び3月31日現在の当社の株主の皆様に「株主優待割引
券（15％割引券）」をご送付申し上げております。

毎年9月30日及び3月31日現在の株主名簿に
記録された株主各位に対し、そのご所有株式
数に応じ、次のとおり株主優待割引券を発行
いたします。

毎年4月1日から翌年3月31日まで
毎年6月開催
事業年度末現在の株主名簿によりその事業年度に関
する定時株主総会において権利を行使すべき株主と
いたします。その他必要がある時は、その都度公告
いたします。

中間配当を実施する時は9月30日現在の株主名簿に
よりお支払いいたします。
事業年度末現在の株主名簿によりお支払いいたしま
す。
大阪市中央区北浜四丁目5番33号
住友信託銀行株式会社
大阪市中央区北浜四丁目5番33号
住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒183-8701　東京都府中市日鋼町1番10
住友信託銀行株式会社　証券代行部
     0120-176-417
http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html

「洋服の青山」「プラスエー・ザ・スーツ・アオヤマ」「ザ・スーツカンパニー」
「ユニバーサル ランゲージ」「ザ・スーツカンパニーズ  ウィークエンド」
「キャラジャ」にてご利用いただけます。

　平成21年1月5日より、当社をはじめすべての上場会社の株券は、一
斉に電子化されております。これに伴い、従来の株券は無効となり、
株主様の権利は電子的に証券会社を通じて証券保管振替機構（「ほふ
り」）で管理されております。まだ、株券電子化の手続きがお済みでな
い株主様の権利は現在、住友信託銀行（特別口座管理機関）の特別口
座にて管理されており、お手元の株式を売却するには、証券会社に口
座を開設し、特別口座から株式を振り替える手続きが必要となります。
　詳しい手続きに関しましては、左記の電話照会先にお願いいたします。

　証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及
びご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口
座を開設されていない株主様は、左記の電話照会先にご連絡ください。

9月末日現在の株主
3月末日現在の株主

同年12月上旬
同年  7月上旬

翌年12月末日
翌年  6月末日

対象株主の確定日 郵送時期 有効期限

100株以上1,000株未満　 3枚
1,000株以上3,000株未満 4枚
3,000株以上 　　　　　　　　5枚

株主優待割引券の発行基準

所有株式数

特別口座に関する手続きについて

株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について

有効期限

取扱い店舗

： 電子公告により行う。
　ただし、電子公告によることができない場合は、
　日本経済新聞に掲載する。
　＜ht tp://www.aoyama-syouj i .co . jp＞
： 株式会社東京証券取引所（市場第一部）
　株式会社大阪証券取引所（市場第一部）

公 告 の方 法

上場証券取引所インターネットホームページURL
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［証券コード：8219］

第45期株主通信
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

「TSC e-shop」がリニューアルオープン

　当社はこのほど、「ザ・スーツカンパニー」ブランドのEコマースサイト「THE SUIT COMPANY e-shop」
のリニューアルを実施しました。フラッシュ技術を取り入れ、先行リニューアルしたザ・スーツカンパニーのホーム
ページとデザインテイストや操作感を統一。
シンプルな美しさとインタラクティブ性を両立しています。

これまでの購入履歴の確認や、
気になる商品のお気に入り登録などができます。

ページトップでは、自動切換えのフラッシュ
画像などを使って話題の商品を紹介しています。

会員限定のお得な
プライスダウンページです。

新入荷の商品を、メンズドレス、メンズカジュアル、ウィメンズの別に、
写真と説明文付きで掲載。ワンクリックで購入ページに飛べます。
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