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第46期株主通信
平成21年4月1日から平成22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、個人消費の低迷などによる
スーツ需要の減少などから残念ながら2期連続の減収減益
となりました。
　このような厳しい環境下ではありますが、当社グループ
は、引き続き経営資源投入の選択と集中により経営効率を
高め、顧客満足度の向上と収益力の高い経営を目指すとと
もに、グループ全体の利益体質強化を図ってまいります。
　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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価格訴求の施策を実施

客数増加施策を継続
　今期は一部に景気回復の
兆しが見られるものの、個人
消費については、社会保障
に対する将来の先行き不安
などから依然として厳しい状
況が続くと予想されます。こ
うした中、今期も引き続き一

都三県を中心とした着実な出店、移転等を実施しマーケ
ットシェア拡大を図るとともに、現在の個人消費の低迷
などを勘案し、価格訴求を中心とした客数増加のための
施策を実施していきます。

　当 社グループの業 績は、
売上高が前期比 9 4.2％の
1,946億14百万円、営業利
益が同82.7％の147億85
百万円と昨年に続き厳しい
結果となりました。主力の
スーツ事業につきましては、

引き続き一都三県を中心とした着実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、お客様のニー
ズにお応えすべく、商品やサービスの向上などに努め
ました。
　営業面では、前期に引き続き2着目1,000円等の価格
訴求の販促を実施するとともに、さらなる客数増加を図
るため、上期においては機能性スーツなど高付加価値商

品をお値打ち価格で提供する施策を、下期においては
価格訴求を中心とした「総力祭」などを実施しました。
　レディスについては、平成21年9月及び平成22年3
月に国内最大級のファッションイベント「東京ガール
ズコレクション」へ当社のレディススーツを出展するな
ど話題性を提供し認知度向上を図るとともに、キャリ
ア向け商品の拡充など品揃えの強化等に努めた結果、
好調に推移しました。
　しかしながら、個人消費の低迷などによるスーツ需
要の減少などからスーツ事業の既存店売上高は前期
比92.6％となりました。
　なお、主力アイテムでありますスーツの販売着数は
前期比95.7％の2,515千着となり、スーツの平均販
売単価は前期比97.7％の24,518円となりました。

洋服の青山
浦安店

今期は
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？

今期は
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？
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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

都心部を中心に展開するファッシ
ョントレンドを重視したスーツショ
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。

36店舗
20代～30代

736店舗
全年齢

3店舗
30代～40代

キャラジャ
店舗数
ターゲット年齢

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。

ザ・スーツカンパニーズ　
ウィークエンドの業態解消
　平成17年4月より都心の大規模なショッピングセンターを出店立地
とし、スーツをはじめメンズ、レディスのデイリーウエアまで揃うトータ
ルショップとして立ち上げました「ザ・スーツカンパニーズ ウィークエン
ド」は、ＳＣ間での競争激化や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22年4月をもって業態を解消いたしました。

［前期比21店舗増］

［前期比2店舗減］

［前期比4店舗増］

［前期比増減なし］
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　当社は現在、経営効率の向上を通じた体質強化に取り組んでいます。その核と
なるのが、このほど稼働を開始した新物流拠点「青山商事 千葉センター」です。
強化された物流力を活かし、今後、より収益力のある店舗網構築を目指します。

　平成22年2月、当社の新物流拠点「青山商事 千葉センター」が稼動を始めました。ICタ
グを活用した最先端の物流システムが特徴です。これにより、一都三県（東京都、神奈川県、
埼玉県、千葉県）への積極的な出店体制が整いました。
　千葉センターに導入されたのは、24時間ノンストップで高速無人ピッキングができるホイー
ルシステムで、商品のハンガーに取り付けられたICタグ搭載ホイールの情報をもとに、保管、
仕分、出荷を、センター内に張り巡らされた吊り下げ式のレールを伝って全自動で行います。
　このシステムにより、一都三県への少量多頻度配送が実現。最小限のスタッフで、売れ
筋商品をタイムリーに店舗に供給できるようになりました。

　千葉センターの最大の利点は、一都三県各店舗のバックヤード機能を千葉センターに集約すること
により、これまで25坪程度必要とされていた店舗のバックヤードを最小限にすることが可能となり、
その分売場を広くすることができる点です。また、これにより一都三県のようなバックヤードを含めた
賃借スペースが従来より狭い場合でも売場を狭くすることなく出店することが可能となった点です。

　前日に売れた商品を一都三県各店舗に開店前に納品することにより売れ筋商品が翌朝にはすべて売場補充され、翌日の販売機会
ロスを軽減することができます。

　これまで広島県や岡山県の各商品センターから配送されていた一都三県を含む東日本地区各店舗の商品は、今後千葉センターか
ら配送することにより配送コストを低減することができます。

新物流拠点を活用し、
一都三県戦略を加速

新物流拠点
「千葉センター」が稼働

千葉センター外観

千葉センター内部

経営戦略
当社の戦略

最小限のバックヤードで出店が可能に

売れ筋在庫の翌朝補充が可能に

商品の配送コスト低減が可能に
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　当社の子会社でカジュアルショップ「キャラジャ」を運営するカ
ジュアルランドあおやま株式会社はこのほど「キャラジャ」に次ぐ
収益の柱を確立するため、リサイクルショップ「セカンドストリー
ト」と、ジーンズショップ「リーバイスストア」の運営に乗り出し
ました。
　リユース業界大手の株式会社セカンドストリート、ジーンズ
大手のリーバイ・ストラウス ジャパン株式会社と、それぞれFC
契約を締結し、平成22年3月に、「セカンドストリート都城店

（宮崎県）」「リーバイスストア名古屋パルコ店（愛知県）」をそ
れぞれ出店しました。今後は当社グループの持つ店舗開発力と
多店舗展開のノウハウを活かし、収益力のある店舗網を構築し
ていきます。

「ザ・スーツカンパニー」の
アウトレット店を開店

子会社で「セカンドストリート」と
「リーバイスストア」を展開

「TSC SPA OUTLET」
上野店 「TSC SPA OUTLET」

上野店店内

リーバイスストア 
名古屋パルコ店

セカンドストリート
都城店

　当社は東京上野の「ザ・スーツカンパニー（TSC）」上野店を「TSC SPA 
OUTLET」上野店としてアウトレットショップに業態変更しました。店舗面積
約1,500平方メートルの大型店舗で、都心部にあるアウトレット店としては最

大級です。
　この店では、「ザ・スーツ
カンパニー」と「ユニバーサ
ル ランゲージ」の商品を通
常価格の90%〜30%OFF
にて取り揃え、価 格 帯は
スーツが3,000〜27,000
円、 シ ャツ が 9 5 0 円 〜
4,000円となっております。
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イタリアンスーツフェア
イメージキャラクター
パンツェッタ・ジローラモさん

　当社は、ファッション性などの付加価値が高く値ごろ感のある商品を提供する
ことで、より幅広い層に働きかけ、今後の成長につなげたいと考えています。近年
取り組んでいるレディスや若者向け商品の充実も、その一環です。

高付加価値商品を
お値打ち価格で提供

モデルのジローラモさんを起用し、
イタリアンスーツフェアを開催

　当社は、客数増加を図るため、
平成21年10月より価格訴求を中
心とした「総力祭」を実施、また
11月よりモデルのジローラモさん
をイメージキャラクターに起用し、
高付加価値商品をお値打ち価格
で提供するなどＴＶＣＭやチラシ、
ダイレクトメール等を活用した販
促を大々的に実施し、好評を博し
ました。
　今後も当社は話題性のある商品
をお値打ち価格で提供するなど客
数増加のための施策を積極的に実
施していきます。

商品戦略
当社の戦略
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　当社は、「2010年度フレッシャーズライン」に「“suits me”IMALU」と「PERSON'S SUITS 
STYLE」の2ブランドを新たに立ち上げ、平成22年2月より全国の「洋服の青山」で販売を開始
しました。
　「“suits me”IMALU」は、タレントのIMALUさんをファッションプロデューサーに起用し、「私
は私でいく。IMALU」をテーマにレディススーツやブラウス、バックを展開しています。
　着る人が自由にコーディネイトし、着こなすことができるデザイ
ンで、シンプルな中に個性を引き立てる要素を盛り込んだブラン
ドになっています。
　また、「PERSON'S SUITS STYLE」は、「現代を生きるかっ
こいい女性の為の美人服」をコンセプトに従来のレディス商品と
違いメンズ仕立てのノウハウを活かし、生地に形状記憶機能を付
加したものや袖裏と胴裏の配色を変えるなどのディティールを取
り入れ、フレッシャーズ向けの商品として最適なスーツに仕上がっ
ています。
　「洋服の青山」のレディスにおける年間売上構成比は6.1％に
まで拡大しており、今後は商品のさらなる品揃えの強化や話題性
の提供などによる認知度アップを図り、さらなる売上拡大を図っ
ていきます。

　メンズ分野では、「ザ・スーツカンパニー」から発売した「6WAYSスーツ」と「ニュージェネレー
ションズオールコレクト」がヒット商品となりました。
　「6WAYSスーツ」は、1枚のジャケットに2本の色違いのパンツとリバーシブルのベストを
付けたセット。その名の通り6通りの着こなしを楽しめます。これを、通常商品と同価格の2万
9,400円とし、値ごろ感を出しました。
　一方の「ニュージェネレーションズオールコレクト」は、流行の細身デザインを追求したブラ
ンドラインです。特にジャケットでは、型紙からデザインを見直し、肩、腕、ウエストなどにわ
たって圧倒的に細身に作ることにこだわりました。今後も当社は機能性やスタイルなどお客様
のニーズにいち早く対応し、新たなヒット商品の開発に注力していきます。

新ブランドを立ち上げ
レディスの品揃えを強化

「ザ・スーツカンパニー」で
新商品が相次ぎヒット

●6WAYSスーツ

●黒シャドーヘリンボン
 セットアップスーツ

●フリルブラウス
 （黒リボン付き）
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　いよいよ稼働し始めた「青山商事　千葉センター」。ICタグを活用し、商品の24
時間自動入出庫を実現した最新の物流施設です。柳井は、その立ち上げプロジェク
トの中心メンバーであり、国内初の高機能物流施設を、3年かけて稼働に導きました。

「日本初の物流システム。プレッシャーは常に
ありましたが、やりがいの方が大きかった」
新物流拠点「千葉センター」のシステム構築に尽力
ITシステム部　部長　柳井邦雄

　私が主に携わったのは「ホイールシステム」という、商品の自
動搬送・保管・仕分けシステムです。ICタグ内蔵の「ホイール」
という輪を商品のハンガーに取り付けた上で、センターの天井
に張り巡らせたレールの上に「ホイール」を載せ、商品をレール
に吊り下げた状態のまま、コンピュータ制御で自在に移動させ
るというものです。
　このホイールシステムについては、「24時間稼働の全自動シス
テムを作る」というのが当初からのコンセプトで、国内の業者
にもあたったのですが、完全に無人化できるものが無かった。
あきらめかけた時にたまたまドイツから来た紹介ビデオを見て、

「これだ！」と思いました。
　ただ、日本で使えるようにするのは大変でした。何十年も無
停止で動くものなので、壊れる恐れのある部品は、すぐに部品
調達ができる日本製に置き換える必要があったからです。

青山ピープル

　また、独自の仕様
も追加しました。ド
イツでは商品が移動
中に擦れ合っても気
にしないのですが、
品質にこだわる日本
ではそうはいきませ
ん。独自の部品を作
って対応しました。結局、システム全体が動くまで2年くらい
かかり、期日に間に合うのか、思った通り動かないんじゃな
いか、と最後までヒヤヒヤものでした。テストできちんと動
いてくれた時には、心からホッとしました。
　何しろ日本で初めてというシステムで、なおかつ、これほ
ど大きな仕事を任されているというプレッシャーは常にありま
した。でもやりがいの方が大きかった。これほど大きな仕事
を手掛けることは、もうないかも知れません。
　ただ、千葉センターはあくまで青山商事の物流の一部。
次は千葉センターを使いこなし、効率的な物流網を構築し、

「洋服の青山」「ザ・スーツカンパニー」の各店舗のバックア
ップをしていきたいと思います。本番はこれからです。

千葉センターで稼働中の
「ホイールシステム」
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　当社は、ウールマークコラボラティブ（パートナー）ライセンシーを取得しており、業界
全体でウールマーク製品をさまざまな形でリサイクルし、再び有効に活用するシステムづく
りに取り組んでいます。
　具体的には、下取りにて営業店より回収された中古ウール製品は、リサイクルセンター
を経て主に自動車用内装素材などの産業資材として再生（マテリアルリサイクル）され、
再利用されています。

　当社は、地球温暖化防止の取り組みにどのように参加できるだろうかと考えました。答
えはやはり着心地の良い洋服作りでした。
　当社では炎天下の中や28℃に設定されたオフィス内でも快適に仕事をしていただける
清涼シリーズの商品を開発しました。スーツをはじめ、ワイシャツ、ネクタイ、肌着、靴下
にいたるまで涼しさとファッション性を兼ね備えたクールビズに最適な商品群です。また
ウォームビズには良質なイタリー製素材を使用したベストやカーディガンを提案、また体
内から放出される水蒸気を熱に変える素材を使用したワイシャツや肌着を開発し、どのよ
うな環境下でも、快適に着用していただけるもの作りを続けていくことで、この取り組み
に参加していきたいと考えています。

　企業活動と環境は密接に関連しており、当社では環境に配慮した取り組みを行な
っています。
　たとえば段ボール。段ボールの原料である木材など天然資源の枯渇が問題視され
る中、当社では2005年からハンガー納品という配送方法を取り入れて、可能な限
り環境に与える影響を低減しています。
　この方法は当社商品センターから各店舗への商品送付方法をハンガーにかけたま
まで、専用トラックにて搬送するといった簡単な物流改革です。この取り組みにより
スーツやフォーマル等の配送に使用する段ボールの軽減につながっています。

ウールリサイクルシステム

社会・環境活動

エコ商品の開発

資源保護（梱包資材の削減）

梱包資材の削減につながるハンガー納品

通気性に優れ、
夏でも涼しい

「清涼スーツ」

製品回収
産業用資材

（自動車用内装素材）

リサイクルセンター
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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
秋田広面店

紳士服販売事業

スーツ事業 キャラジャ事業

「洋服の青山」22店舗、「ザ・スーツカンパニー（TSC）」2店舗の合計24
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」9店舗、「TSC」2店舗を移転・
建替しました。

「TSC」上野店を、アウトレットショップ「TSC SPA OUTLET」に業態
変更しました。

「洋服の青山」1店舗、「TSC」2店舗、「ユニバーサル ランゲージ」2店
舗を閉店したほか、「プラスエー・ザ・スーツ・アオヤマ」は3店舗を閉店し、
業態を解消、「ザ・スーツカンパニーズ ウィークエンド」は4店舗をTSCに
業態変更し、7店舗を閉店しました。
これらの結果、売上高は1,652億62百万円（前期比94.7％）、営業利益
は133億32百万円（前期比87.9％）となりました。

個人消費の低迷などからスーツ事業の既存
店売上高は前期比92.6％となりました。
スーツの販売着数は前期比95.7％の2,515
千着となり、スーツの平均販売単価は前期
比97.7％の24,518円となりました。
これらの結果、スーツ事業の売上高は1,613
億23百万円（前期比95.9％）、営業利益は
130億9百万円（前期比86.9％）となりました。

個人消費の低迷などにより、既存店売上高は前期比85.7％となりました。
（株）セカンドストリート、リーバイ・ストラウス ジャパン（株）と
FC契約を締結、「セカンドストリート」、「リーバイスストア」をそれ
ぞれ１店舗ずつ出店しました。
これらの結果、キャラジャ事業の売上高は34億69百万円（前期比
59.3％）、営業損失は2億33百万円（前期は営業損失4億23百万円）
となりました。

200,000

0

30,000

20,000

40,000

平成20年
3月期

平成21年
3月期

平成22年
3月期

売上高 営業利益単位：百万円

0

150,000

100,000

50,000 10,000
13,332

165,262

15,172

174,531

20,404

179,696
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カード事業

商業印刷事業

既存取引先の深耕、新規開拓の強化、新規事
業の展開を重要施策に掲げ、取り組みました。
しかしながら、企業のチラシ経費抑制による受
注高の減少や新規事業への先行投資などによ
り、売上高は101億32百万円（前期比98.8％）、
営業利益は１億71百万円（前期比89.3％）とな
りました。

「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22年2月末の「AOYAMAカード」有効会員数は、370万人（前期
比11万人増）となりました。
しかしながら、改正貸金業法等の影響
などにより、売上高は54億83百万円

（前期比74.4％）、営業利益は３億83
百万円（前期比23.1％）となりました。

平成20年
2月期

平成21年
2月期

平成22年
2月期

売上高 営業利益単位：百万円

0 0

8,000 4,000
6,000 3,000
4,000 2,000
2,000 1,000

10,000 5,000

383

5,483

1,657

7,368

1,945

9,304

6,000 600

12,000 1,200

平成20年
3月期

平成21年
3月期

平成22年
3月期

売上高 営業利益単位：百万円

0 0

8,000 800

4,000 400
2,000 200

10,000 1,000

171192

10,259

368

10,040 10,132

雑貨販売事業

「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100
YEN PLAZA」を展開しています。
2店舗を新規出店、2店舗を移転、非効率な10店舗を閉店した結果、平成
22年2月末の店舗数は128店舗となりました。
他業態からの参入など業界の競争が一層苛烈
さを増す中、さらなるローコストオペレーショ
ンに努めた結果、売上高は172億86百万円（前
期比96.2％）、営業利益は５億11百万円（前
期比131.6％）となりました。

平成20年
2月期

平成21年
2月期

平成22年
2月期

売上高 営業利益単位：百万円

0 0

20,000 800
15,000 600
10,000 400
5,000 200

25,000 1,000
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19,205 17,286

388

17,973

511
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連結財務諸表

流動資産

流動負債

　有価証券が77億12百万円増加した
一方、現金及び預金が34億41百万円、
商品及び製品が39億29百万円、繰延
税金資産が26億31百万円、営業貸付
金が107億13百万円それぞれ減少した
ことなどから、流動資産は1,724億92
百万円（前期比126億13百万円減）と
なりました。

（注）金額は単位未満を切り捨てています。

　支払手形及び買掛金が34億89百
万円、短 期 借入金が3 9 億 8 5 百 万
円、未払金が19億38百万円、未払
法人税等が28億41百万円それぞれ
減少したことなどから、流動負債は
682億51百万円（前期比113億18百
万円減）となりました。

 〈資産の部〉
流動資産 172,492 185,105
　現金及び預金 31,347 34,788
　受取手形及び売掛金 11,986 11,257
　有価証券 34,468 26,756
　商品及び製品 39,518 43,447
　仕掛品 37 55
　原材料及び貯蔵品 603 462
　繰延税金資産 1,693 4,324
　営業貸付金 49,326 60,039
　その他 4,353 4,902
　貸倒引当金 △841 △929
固定資産 161,217 160,941
　有形固定資産 102,978 100,872
　　建物及び構築物 60,662 58,446
　　土地 33,109 31,378
　　その他 9,207 11,047
　無形固定資産 2,171 1,867
　投資その他の資産 56,067 58,202
　　敷金及び保証金 28,146 31,172
　　その他 27,947 27,085
　　貸倒引当金 △26 △56
資産合計 333,709 346,047

〈負債の部〉
流動負債 68,251 79,569
　支払手形及び買掛金 15,488 18,977
　短期借入金 10,325 14,310
　1年内償還予定の社債 10,000 10,000
　未払金 20,168 22,106
　その他 12,270 14,175
固定負債 38,652 43,295
　社債 19,000 20,000
　長期借入金 10,440 13,665
　その他 9,212 9,630
負債合計 106,904 122,864

〈純資産の部〉
株主資本 242,201 239,600
　資本金 62,504 62,504
　資本剰余金 62,975 62,975
　利益剰余金 128,968 126,365
　自己株式 △12,247 △12,245
評価・換算差額等 △17,437 △18,203
　その他有価証券評価差額金 170 △398
　繰延ヘッジ損益 ─  △64
　土地再評価差額金 △17,607 △17,739
新株予約権 246 123
少数株主持分 1,794 1,662
純資産合計 226,805 223,183
負債純資産合計 333,709 346,047

連結貸借対照表（要約）

科　目

（単位：百万円）

第　期
（平成21年3月期）  

第　期
（平成22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

経常利益

（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。

　紳士服販売事業及びカード事業に
おいて、売上高の減少に伴い、営業
利益が減少したことにより営業利益
は147億85百万円（前期比82.7％）
となりました。

　長期借入金及び社債発行による108
億60百万円などの資金増加があった
一方で、社債の償還及び短期借入金
の返済による188億50百万円、配当
金の支払額28億61百万円などの資金
減少が発生した結果、使用した資金は
112億68百万円（前期は142億99百
万円の獲得）となりました。

　前期にはデリバティブ評価益を10
億56百万円計上しましたが、当期はデ
リバティブ評価損を10億65百万円、
為替差損を14億55百万円計上したこ
となどにより経常利益は134億37百
万円（前期比68.4％）となりました。

売上高 194,614 206,594
売上原価 87,488 92,116
売上総利益 107,125 114,477
販売費及び一般管理費 92,340 96,593
営業利益 14,785 17,884
営業外収益 1,656 2,264
　受取利息及び受取配当金 686 591
　デリバティブ評価益 ─ 1,056
　その他 969 616
営業外費用 3,004 497
　支払利息 304 121
　デリバティブ評価損 1,065 ─
　為替差損 1,455 ─
　その他 178 375
経常利益 13,437 19,650
特別利益 30 11
特別損失 3,024 6,529
　固定資産除売却損 780 1,387
　減損損失 2,235 2,534
　その他 9 2,607
税金等調整前当期純利益 10,443 13,133
法人税、住民税及び事業税 2,456 5,962
法人税等調整額 2,196 △1
少数株主利益 190 100
当期純利益 5,599 7,071

営業活動によるキャッシュ・フロー 27,967 22,139
投資活動によるキャッシュ・フロー △29,720 △24,091
　フリー・キャッシュ・フロー △1,753 △1,952
財務活動によるキャッシュ・フロー △11,268 14,299
現金及び現金同等物に係る換算差額 △152 △80
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,174 12,266
現金及び現金同等物の期首残高 38,309 26,042
現金及び現金同等物の期末残高 25,135 38,309

第　期
（平成21年3月期）  

第　期
（平成21年3月期）  

第　期
（平成22年3月期） 

第　期
（平成22年3月期） 

010_0009801302206.indd   14 2010/06/14   13:56:01



連結財務諸表

連結株主資本等変動計算書　当期（自　平成21年4月1日　至　平成22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。

20円の期末配当を実施

　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計算した当社単
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させていただきます。
　この配当方針に従い、第46回定時株主総会にてご承認いただきました当期の期末配当につきましては、
普通配当として1株につき20円とさせていただきたいと存じます。なお、中間配当として1株につき20円お支
払いしておりますので、年間配当は、1株につき40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

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △2,861 △2,861 △2,861

　当期純利益 5,599 5,599 5,599

　土地再評価差額金の取崩 △135 △135 △135

　自己株式の取得 △1 △1 △1
　 株主資本以外の項目の連結
　 会計年度中の変動額（純額） 569 64 132 765 122 132 1,021

連結会計年度中の変動額合計 ─ ─ 2,602 △1 2,601 569 64 132 765 122 132 3,622

平成22年3月31日残高 62,504 62,975 128,968 △12,247 242,201 170 ─ △17,607 △17,437 246 1,794 226,805
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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 128,372 140,562

固定資産 161,889 161,884

　有形固定資産 98,866 96,425

　無形固定資産 1,887 1,545

　投資その他の資産 61,134 63,914

資産合計 290,261 302,447

 〈負債の部〉

流動負債 44,570 61,074

固定負債 28,613 27,057

負債合計 73,183 88,131

 〈純資産の部〉

株主資本 234,082 232,210

　資本金 62,504 62,504

　資本剰余金 62,975 62,975

　利益剰余金 120,849 118,976

　自己株式 △12,247 △12,245

評価・換算差額等 △17,250 △18,019

　  その他有価証券評価差額金 170 △398

　繰延ヘッジ損益 ─ △64

　土地再評価差額金 △17,420 △17,556

新株予約権 246 123

純資産合計 217,078 214,315

負債純資産合計 290,261 302,447

売上高 161,323 168,237

売上原価 67,495 70,084

　売上総利益 93,828 98,153

販売費及び一般管理費 80,818 83,176

　営業利益 13,009 14,976

営業外収益 2,188 2,758

営業外費用 2,934 446

　経常利益 12,263 17,288

特別利益 38 11

特別損失 3,388 6,266

税引前当期純利益 8,914 11,033

法人税、住民税及び事業税 1,959 4,726

法人税等調整額 2,084 61

当期純利益 4,870 6,245

第　期
（平成21年3月期）  

第　期
（平成21年3月期）  

第　期
（平成22年3月期） 

第　期
（平成22年3月期） 
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青山商事株式会社
昭和39年5月6日
625億471万円
3,872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：
東京都港区北青山二丁目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
千葉センター：
千葉県千葉市美浜区新港32番地22号
776店

会社データ

（キャラジャ、セカンドストリート及びリーバイスストアは含めておりません。）

会社概要 役員の状況（平成22年3月31日現在） （平成22年3月31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（九州地区統括兼熊本ブロック長）

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

：
：
：
：
：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

（注）
1. 「ユニバーサル ランゲージ」（平成22年３月末で３店舗（東京
　 都２店舗・神奈川県１店舗））は、「ザ・スーツカンパニー」に
　 含めております。

2. 「ザ・スーツカンパニーズ ウィークエンド」（平成22年３
　 月末で１店舗（愛知県１店舗））は、「ザ・スーツカン 
　 パニー」に含めております。

3. 当期中に「ザ・スーツカンパニー」より業態変更した
　 「TSC SPA OUTLET」（平成22年3月末で1店
　 舗（東京都1店舗））は「ザ・スーツカンパニー」に
　 含めております。

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

33/1

59/1

関東
210/24

中部
135/5

135/5

48/3
四国
25/091/1
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6,370
3,749
3,541
2,484
2,108
1,420

1,261
1,228
1,001
1,000

10.02
5.90
5.57
3.91
3.32
2.23

1.98
1.93
1.57
1.57

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22年3月31日現在）

（平成22年3月31日現在）

発行可能株式総数
株主総数
発行済株式数
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＞

（有）青山物産
青山 理
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）＜信託口９＞
メロン バンク、エヌ.エー.エーエス エージェント フォー
イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンジョン
青山 澄子
資産管理サービス信託銀行（株）＜証券投資信託口＞
星野商事（有）

（株）三井住友銀行
（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.持株比率は、当事業年度の末日における発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する割合であります。　　
 　  3.当社自己株式3,812千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
8,275名

67,394,016株
3,812 ,701株（5.66％）

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 及 び 
特別口座の口座管理機関
株 主名 簿 管 理 人
事 務 取 扱 場 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」「ザ・スーツカンパニー（TSC SPA OUTLET上野店は除く）」
「ユニバーサル ランゲージ」「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かった
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46期株主通信
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

青山商事のインターネット通販

洋服の青山 Premium THE SUIT COMPANY ONLINE SHOP

　当社は「洋服の青山」「ザ・スーツカンパニー」などの各業態ごとに、オンラインショップを展開しています。
オンライン限定商品なども取り扱っておりますので、ぜひ一度ご覧下さい。

お勧めの一品

20代のためのタイトライン洋服の青山史上最高品質

お勧めの一品
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