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第46期中間株主通信
平成21年4月1日から平成21年9月30日まで
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市場のニーズに対応した諸施策を実践
　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。当上半期の
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減収減益となりました。
　このような厳しい経営環境下ではありますが、多様化するお
客様のニーズにいち早く対応し、商品やサービスの向上に努め
るとともに、少子高齢化などにより縮小が予想されるマーケットに
おいてさらなるシェア拡大を図るため、新たな成長軌道を創造
し、実践していくことで、株主様をはじめとするすべてのステー
クホルダー及び社会全体に貢献していきたいと考えております。
　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

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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スーツの客数増加策を推進

逆境下でのチャレンジ
　当社を取り巻く経営環
境は、急速な企業業績の
悪化や個人消費の低迷な
ど依然として厳しい状況が
予想されます。そうした中、
当社においてはますます多
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
要な要素となっており、その対応力によって企業業績の格
差は鮮明になっていくものと考えています。

　当社グループの業績は、
売上高は856億80百万円

（前年同期比93.4％）、営
業利益は25億48百万円（前
年同期比49.2％）となりま
した。主力のスーツ事業に
つきましては、前期に引き

続き一都三県を中心とした積極的な出店を実施するなどマー
ケットシェア拡大を図るとともに、現状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
のための施策を積極的に実施いたしました。　
　また、レディスにつきましては売れ筋商品の在庫拡充やレ
ディススーツの認知度向上等に努めた結果、前期に引き続

　マーケットの成熟化と競争激化という厳しい環境下
ではありますが、お客様のニーズの変化に適切かつ速
やかに対応できる組織力の強化と人材の育成を図ると
ともに、「洋服の青山」をはじめ、各業態において積極
的に出店を行い、マーケットシェアの拡大を図ってい
きます。
　当社は、過去の経験にとらわれず、新たな発想と失
敗を恐れないチャレンジ精神を持ってこの逆境を打破し
ていく所存です。

き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
存店売上高は前年同期比91.1％と大変厳しい結果とな
りました。
　なお、スーツの販売着数は前年同期比94％の1,011
千着、平均販売単価は前年同期比98.3％の24,936
円となりました。
　当下半期には引き続き、一都三県を中心とした出店、
移転・建替を実施しさらなるマーケットシェア拡大を図
るとともに、現在の厳しい消費環境を勘案し、価格訴
求を中心とした「総力祭」の実施や高付加価値商品を
低価格で提供するなど客数増加のための施策を実施し
ていきます。

上半期の業績及び
下半期の施策について
お聞かせください。

今後の課題と
経営方針について
お聞かせください。

上半期の業績及び
下半期の施策について
お聞かせください。

今後の課題と
経営方針について
お聞かせください。
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当社の業態とポジション

［前年同期比27店舗増］キャラジャ
店舗数
ターゲット年齢

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。

12店舗
20代～30代※「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。

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。

729店舗
全年齢

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。

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。

［前年同期比1店舗減］

［前年同期比増減なし］

［前年同期比16店舗減］

［前年同期比1店舗増］

ザ・スーツカンパニー
店舗数
ターゲット年齢

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。

31店舗
20代～30代

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ェ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21
年度中に8店舗を閉店、4店舗をTSCへ業態変更し、業態を解消する予定です。
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業態別概況

二極化戦略
の推進
二極化戦略
の推進
［洋服の青山］

千葉センター

福山本店
カンサイスーツコーナー

　主力業態の「洋服の青山」では、当上半期、一都三県(東京都、
神奈川県、埼玉県、千葉県）を中心に計15店舗（うち一都三県11
店舗）を出店、マーケットシェアの拡大を図る一方で、ハイグレー
ドスーツの品揃え強化と高品質なスーツを低価格で提供する施策を
中心とした二極化戦略の推進を図りました。また、非効率な4店舗

（業態解消した「プラスエー・ザ・スーツ・アオヤマ」3店舗を含む）
を閉店した結果、当上半期末の店舗総数は729店舗となりました。

　来春には千葉県の新物流センターが本格稼動する予定です。そ
のことにより、一都三県各店舗への売れ筋商品の配送が即日可
能となり、販売機会ロスの軽減が図れるとともに、各店舗が持つ
倉庫機能を当センターに集約でき、売場面積の拡大を通じ、販売
効率を高めることができます。当社は一都三県を重要戦略地域と
位置づけ、今後も着実な出店や移転・建替を実施し、マーケット
シェアの拡大を図っていきます。

　「洋服の青山」では当上半期、不況による消費者の節約志向の高
まりと「高品質な商品を安く購入したい」というお客様のニーズに対応
するため、4月より高品質・高機能なスーツを低価格で提供する施策を
実施しました。世界的ファッションデザイナー山本寛斎氏をイメージキ
ャラクターに起用し、4月は同氏がプロデュースする高品質な人気ブラ
ンド「シシィ・バイ・カンサイ・ヤマモト」の
スーツを、5月は高機能なツーパンツスーツ
を、6月には盛夏向けの清涼スーツを通常
の半値以下で提供し、好評を博しました。
当下半期においても、現在の消費環境を勘
案し、引き続き実施する予定です。

新物流センター来春本格稼動

高品質・高機能なスーツを低価格で提供

大田大鳥居店
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　当上半期には「洋服の青山」において、ハイテク素材などを活用し
た機能性衣料を相次ぎ投入しました。スーツにおいては、熱遮断効
果、ＵＶケア、抗菌消臭効果を発揮する多機能素材スーツ「マルチ・
クール・ダイヤモンド」やウール100％のウォッシャブルスーツ「アクア
ウォッシュスーツ」を販売し、好評を博しました。また、ワイシャツや
ポロシャツなどにおいても形態安定性のさらなる向上や、匂いなどを
化学的に中和させるデオドラント機能素材を使用するなど新機能商品
の投入により新たな顧客の取込みを図りました。

機能商品を相次ぎ発売

　レディスについては、商品の品揃え強化や売場
の整備、話題性の提供などによる認知度アップ等
により当上半期においても引き続き好調に推移して
います。そして今年9月には、若者に人気のファッ
ションイベント「東京ガールズコレクション」に、
今春に引き続いて出展し、大学生男女向けの就活
スーツのファッションショーを開催しました（詳細は
9ページ）。今後もさらなる売上拡大に向けて諸施
策を実施していきます。

　昨年9月より「洋服の青山」ホームページ内に独自展開中のイ
ンターネット通販サイト「洋服の青山 Premium」（http://www.
y-aoyama.jp/eshop/index.html）において、世界最高の天然繊維

「ビキューナ」を混紡したスーツをヤングからヤングアダルト向け
最高級ブランド「ヒルトン・タイム」にて500着限定で販売しまし
た（詳細は10ページ）。

Web限定高級スーツを発売

「東京ガールズコレクション」に
就活スーツを出展

機 料能 性 衣

マルチ・クール・
ダイヤモンド
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業態別概況

男女それぞれに向けた
新ブランドを投入
男女それぞれに向けた
新ブランドを投入
［ザ・スーツカンパニー］

　「ザ・スーツカンパニー」では、男性向けに流行の細身デザイ
ンを取り入れた新ブランド「ニュージェネレーションズ オールコレク
ト」を、女性向けに新進気鋭のデザイナー坂部三樹郎氏とコラボ
レートした「エアー バイ ミキオ サカベ」をそれぞれ立ち上げまし
た（詳細は10ページ）。また、Webサイトをリニューアルし、トッ
プページを「ユニバーサル ランゲージ」と共用化することにより
相互のインターネット通販における相乗効果を図りました。
　また、非効率な1店舗を閉店した結果、当上半期末の店舗総数
は31店舗となりました。

札幌店

　「ザ・スーツカンパニーズ　ウィークエンド」では、当上半期に
おいてもSC（ショッピングセンター）内でのビジネスモデルの確
立に注力しました。当上半期末の総店舗数は12店舗です。
　なお、当下半期中に8店舗を閉店、4店舗を業態変更し、業態
を解消する予定です。

ビジネスモデルの
確立に注力
ビジネスモデルの
確立に注力
［ザ・スーツカンパニーズ 　ウィークエンド］

ららぽーと柏の葉店
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　「ユニバーサル ランゲージ」では、Webサイトを全面リニュー
アル。商品紹介やオンラインショップのページを前面に出し、イン
ターネット通販の認知度アップを図りました。当上半期末の店舗
総数は5店舗です。

　「キャラジャ」では、Webサイトをよりスタイリッシュなサイト
へリニューアルしました。また、俳優の井上正大さんを新キャラク
ターに起用するなど話題性を提供することにより新たな客層の取
り込みを図りました。
　当上半期末の店舗総数は30店舗です。

インターネット
通販の強化
インターネット
通販の強化
［ユニバーサル ランゲージ］

梅田NU_茶屋町店

http://www.calaja.com/

Webサイトをスタイリッシュ
にリニューアル
Webサイトをスタイリッシュ
にリニューアル
［キャラジャ］

http://www.universal-language.jp/

一宮店
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　当社は9月、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（TGC）」に出
展し、TGCでは初めてとなる“就活生（就職活動中の学生）”向けの就活スーツのファッショ
ンショー「AOYAMA SUIT COLLECTION」を開催しました。
　TGCはファッション感度の高い若年層に圧倒的な支持を得ているファッションイベントで、
当社は今回、TGCに最上級スポンサー“ゴールドパートナー”として協賛し、「洋服の青山」
で展開している就活スーツのファッション性をアピールしました。
　出展したスーツのテーマは、レディスが「エレガンスーツ」、メンズが「ハンサムスーツ」。ス
テージでは、人気タレントの溝端淳平（みぞばた じゅんぺい）さんや人気モデルの梨衣名（リ
イナ）さんら総勢８名の出演者が、当社のスーツをスタイリッシュに着こなし、地味に思われ
がちな“就活スーツ”のイメージを一変させました。

「東京ガールズコレクション」で、
就活スーツのファッションショー

「洋服の青山」とTGCは就職活動に臨むみんなを応援します！

就活イメージキャラクター
溝端 淳平さん　　　　　　梨衣名さん

（C）TOKYO GIRLS COLLECTION 2009 A/W
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　当社は今年9月より当社独自のインターネット通販サイト「洋服の青山Premium」におい
て世界最高の天然繊維「ビキューナ」を混紡したスーツを500着限定で販売しました。「ビキ
ューナ」は「神の繊維」「繊維の宝石」とも言われ、市場にほとんど流通しない極めて稀少
価値の高い世界最高の天然繊維で、「ビキューナ」を既製スーツに採用し製品化するのは日
本で初めてとなります。ブランドはヤングからヤングアダルト向けの最高級ブランド「ヒルトン・
タイム」で展開し、生地は最高級の原料のみを使い、巧みな技術で織り上げられた「ジョン・
キャンベンディッシュ」を使用し、素材には超極細の最高級ウール「SUPER150’S」を
98％用い、「カシミヤ」及び「ビキューナ」をそれぞれ1％ずつ織り込むことで着る人に「神の
繊維」を纏（まと）うという価値と至高の満足感を与える逸品になっています。これにより
当社の高級スーツへの認知度アップや新たな客層の取り込みを図ります。

　当社は、20〜30代向け商品を扱う「ザ・スーツカンパニー（TSC）」に、
男性向けの「ニュージェネレーションズ オールコレクト」と、女性向けの「エアー 
バイ ミキオ サカベ」の2つのブランドを投入しました。
　「ニュージェネレーションズ オールコレクト」は、若者に人気の細身のシル
エットデザイン、光沢のある生地にこだわったブランド。従来の上下セット売
りではなく、ジャケットとパンツの別売りを主軸としました。組み合わせ次第
では、TSCブランドでは2万9,400円のスーツと同等のものが2万円台半ばで
購入できます。
　一方の「エアー バイ ミキオ サカベ」は、新進気鋭のデザイナー・坂部三
樹郎氏を起用し、高いファッション性を実現。ミニスカートやワイドパンツの
組み合わせなど、従来のスーツラインとは一味違った商品を用意しました。
　新ブランドは、店内の専用コーナーで販売し、20代男女のさらなる取り込
みを目指します。

インターネット通販限定で最高級スーツを販売
公式通販サイト「洋服の青山Premium」で500着限定

ザ・スーツカンパニーに新ブランド
「ニュージェネレーションズ オールコレクト」
「エアー バイ ミキオ サカベ」

●ステンレス混ハウンドトゥース
  セットアップ2Bジャケット
  ￥16,800

●SUPER120,Sストライプ
  タキシードカラーダブルブレステッドジャケット
  ￥24,150
●SUPER120,Sストライプ
  タイトスカート
  ￥10,290
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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
松戸常盤平店

紳士服販売事業

スーツ事業

キャラジャ事業

「洋服の青山」15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」6店舗を移転・建替し、非
効率な5店舗（「洋服の青山」1店舗、「プラスエー・ザ・スーツ・アオヤマ」
3店舗、「ザ・スーツカンパニー」1店舗）を閉店しました。なお、この
閉店により、「プラスエー・ザ・スーツ・アオヤマ」は業態を解消しました。
これらの結果、売上高は704億97百万円（前年同期比94.0％）、営業
利益は17億96百万円（前年同期比50.7％）となりました。

雇用環境の悪化などによる消費者心理の冷え込みなど
からスーツ事業の既存店売上高は前年同期比91.1％と
なりました。
スーツの販売着数は1,011千着（前年同期比94.0％）と
なりました。
スーツの平均販売単価は24,936円（前年同期比98.3
％）となりました。
これらの結果、スーツ事業の売上高は687億27百万円

（前年同期比95.0％）、営業利益は17億30百万円（前
年同期比50.1％）となりました。

梅雨明けの遅れなどによる天候不順の影響などにより、
キャラジャ事業の既存店売上高は前年同期比87.7％と
なりました。
これらの結果、キャラジャ事業の売上高は15億65百万
円（前年同期比62.9％）、営業損失は1億86百万円（前
年同期比30百万円の改善）となりました。

平成19年度
9月中間期

平成20年度
9月中間期

平成21年度
9月中間期

中間
売上高

中間
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8月末の「ＡＯＹＡＭＡカード」有効会員数は、366万人（前年同
期比13万人増）となりました。
売上高は30億75百万円（前年同期
比77.7％）、営業利益は3億50百
万円（前年同期比30.9％）となり
ました。

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
注高の減少や受注競争の激化に伴う受注単価
の下落などにより商業印刷事業の売上高は45
億61百万円（前年同期比92.7％）、営業損失1
億4百万円（前年同期比67百万円の悪化）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100
ＹＥＮ　ＰＬＡＺＡ」を展開しています。
2店舗を新規出店、非効率な4店舗を閉店した結果、平成21年8月末の店
舗数は134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89億95百万円（前年同期
比96.2％）、営業利益3億6百万円（前年同期比
109.2％）となりました。

平成19年度
8月中間期

平成20年度
8月中間期

平成21年度
8月中間期

中間
売上高

中間
営業利益

単位：百万円
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連結財務諸表

流動資産

　現金及び預金が61億18百万円、受
取手形及び売掛金が50億53百万円、
有価証券が29億32百万円、営業貸
付金が64億56百万円減少したことな
どから流動資産は1,655億55百万円

（前期末比195億50百万円減）となり
ました。

（注）金額は単位未満を切り捨てています。

流動負債

　支払手形及び買掛金が60億98百万
円、未払金が85億75百万円、1年内
償還予定の社債が100億円減少したこ
となどから流動負債は544億3百万円

（前期末比251億65百万円減）となり
ました。

〈資産の部〉
流動資産 165,555 185,105
　現金及び預金 28,670 34,788
　受取手形及び売掛金 6,204 11,257
　有価証券 23,823 26,756
　商品及び製品 43,430 43,447
　仕掛品 70 55
　原材料及び貯蔵品 462 462
　営業貸付金 53,583 60,039
　その他 10,088 9,226
　貸倒引当金 △778 △929
固定資産 160,736 160,941
　有形固定資産 102,054 100,872
　　建物及び構築物 62,079 58,446
　　その他 39,974 42,425
　無形固定資産 2,011 1,867
　投資その他の資産 56,669 58,202
　　敷金及び保証金 30,055 31,172
　　その他 26,671 27,085
　　貸倒引当金 △56 △56
資産合計 326,291 346,047

〈負債の部〉
流動負債 54,403 79,569
　支払手形及び買掛金 12,878 18,977
　短期借入金 15,195 14,310
　1年内償還予定の社債 ─ 10,000
　未払法人税等 746 4,904
　賞与引当金 1,352 1,292
　その他 24,230 30,084
固定負債 51,730 43,295
　社債 29,000 20,000
　長期借入金 13,500 13,665
　退職給付引当金 3,329 3,241
　ポイント引当金 2,802 2,981
　その他 3,099 3,407
負債合計 106,134 122,864

〈純資産の部〉
株主資本 236,001 239,600
　資本金 62,504 62,504
　資本剰余金 62,975 62,975
　利益剰余金 122,767 126,365
　自己株式 △12,247 △12,245
評価・換算差額等 △17,674 △18,203
　その他有価証券評価差額金 52 △398
　繰延ヘッジ損益 ─ △64
　土地再評価差額金 △17,726 △17,739
新株予約権 159 123
少数株主持分 1,670 1,662
純資産合計 220,156 223,183
負債純資産合計 326,291 346,047

中間連結貸借対照表（要約）

科　目

（単位：百万円）

第45期
（平成21年3月通期）  

第46期
（平成21年9月中間期）

純資産

　デリバティブ評価損35億99百万円
の計上などにより利益剰余金が35億
97百万円減少したことなどから純資産
は2,201億56百万円（前期末比30億
26百万円減）となりました。
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中間連結損益計算書（要約）
（単位：百万円）

科　目

（注）金額は単位未満を切り捨てています。

中間連結キャッシュ・フロー計算書（要約）

科　目

（単位：百万円）

 営業活動によるキャッシュ・フロー △182 1,927
 投資活動によるキャッシュ・フロー △14,145 △12,426
　 フリー・キャッシュ・フロー △14,327 △10,498
 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,058 △2,401
 現金及び現金同等物に係る換算差額 △752 10
 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △17,138 △12,889
 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中間期末残高 21,171 13,153

第46期
（平成21年9月中間期）

第45期
（平成20年9月中間期）  

営業利益

経常損失

（注）金額は単位未満を切り捨てています。

　紳士服販売事業において、チラシ経
費を効率的に使用するなど、経費削減
に努めましたが、消費環境の悪化など
による売上高の減少などにより25億
48百万円（前年同期比49.2％）とな
りました。

　営業外費用として「包括的長期為替
予約契約（クーポンスワップ契約）」等
に係るデリバティブ評価損35億99百万
円を計上したため、経常損失は11億92
百万円（前年同期は経常利益76億32百
万円）となりました。なお、本「包括的
長期為替予約契約（クーポンスワップ契
約）」に係る「デリバティブ評価損益」
につきましては、皆様に十分なご理解を
頂きたく、15ページの財務トピックスに
補足説明させていただいております。

 売上高  85,680   91,707  
 売上原価  38,997   40,719  
 売上総利益  46,683   50,988  
 販売費及び一般管理費  44,134   45,807  
 営業利益  2,548   5,181  
 営業外収益  839   2,538  
 　受取利息・配当金 380 317
 　不動産賃貸料  174   ─ 
 　デリバティブ評価益  ─  1,672  
 　その他  284   548  
 営業外費用  4,581   86  
 　支払利息  165   61  
 　デリバティブ評価損  3,599  ─
 　その他  815   25  
 経常利益又は経常損失（△）  △1,192   7,632  
 特別利益  93   5  
　 固定資産売却益  25   5  
　 貸倒引当金戻入額  68   ─ 
 特別損失  1,496   2,357  
 　減損損失  1,267   1,734  
 　固定資産除売却損  228   618  
 　投資有価証券評価損  ─  5  
　  税金等調整前中間純利益又は
　  税金等調整前中間純損失（△）  △2,595   5,280  

　 法人税等 △670 2,465
　 少数株主利益 66 61
　 中間純利益又は中間純損失（△） △1,991  2,752  

第46期
（平成21年9月中間期）

第45期
（平成20年9月中間期）  

特別損失

　紳士服販売事業などにおいて減損
損失12億67百万円、店舗の閉店、移
転等に伴う固定資産除売却損2億28
百万円を計上したため、特別損失は14
億96百万円（前年同期比63.5％）と
なりました。
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財務トピックス

当社が締結している「包括的長期為替予約契約（クーポンスワップ契約）」
に係る「デリバティブ評価損益」について

　 はじめに
　　 　平成21年9月中間期におきましてデリバティブ評価損により、経常損失を計上しておりますが、当社といたしましてはこの評価

損は実態収益に影響が無いものと判断しております。以下、「包括的長期為替予約契約（クーポンスワップ契約）」に係る「デリ
バティブ評価損益」について、補足説明をさせていただくにあたり、連結のデリバティブ評価損35億99百万円には、一部、関
連子会社における包括的長期為替予約契約（クーポンスワップ契約）に係るデリバティブ評価損を含んでおりますが、大部分が
当社個別の包括的長期為替予約契約（クーポンスワップ契約）に係るデリバティブ評価損であることから、個別の本契約に係る

「デリバティブ評価損益」についてご説明させていただきます。

　 契約の目的並びに内容
　　 　当社の仕入については、その大半が海外からの仕入れとなっているため、常に為替変動リスクに晒されており、そのリスクをヘ

ッジする目的で平成14年及び平成19年に６つの金融機関との間で、期間10年から12年の包括的長期為替予約契約（クーポン
スワップ契約）を締結し、現在実行中であります。なお、平成21年9月末時点において、残りの契約期間は、長いもので8年6
ヶ月、短いもので2年6ヶ月となっております。

　　 また、平均契約為替レートは102円程度であり、予約金額は、年間平均約1億ドルと、当社の海外からの年間仕入総額の2割
程度であります。

　 包括的長期為替予約契約に係る会計処理
　　 　会計処理につきましては、平成14年の契約当初は「ヘッジ会計」を適用し、「デリバティブ評価損益」を損益計算書に計上し

ておりませんでしたが、包括的長期為替予約契約（クーポンスワップ契約）に関する会計基準の明確化に対応し、平成17年3月
期より「時価会計」を適用し、「デリバティブ評価損益」を損益計算書に計上することになりました。

　　 　「時価会計」では、本契約の時価を貸借対照表の資産または負債に「為替予約」として計上し、当期末と前期末の本契約の
時価の差額を「デリバティブ評価損益」として損益計算書に計上することになります。

　　 　本契約の時価とは、包括的長期為替予約契約を各期末のドル円為替相場と日米金利差で評価したもので、いわば評価時点
で契約を解約した場合の手仕舞いコストであります。

　 現状の時価及び評価損
　　 　本契約の平成21年3月末の時価はマイナス51億57百万円でしたが、為替相場が円高に振れたことが主要因で平成21年9月

末の時価はマイナス87億57百万円となり、そのため平成21年9月中間期の本契約に係るデリバティブ評価損を36億円計上いた
しました。なお、個別の営業外費用として計上しているデリバティブ評価損35億86百万円には、本契約に係るデリバティブ評
価損以外に金利スワップ契約に係る評価益が含まれております。

　 終わりに
①当社としては、この包括的長期為替予約契約を期日前に解約することは考えておらず、従いまして本契約に係る時価評価（手

仕舞いコスト）及びその結果計算される「デリバティブ評価損益」は当社の実態損益に影響を与えるものではないと判断して
おります。

②また、当社個別の当期純利益に対する配当性向30％を目処として一部業績連動配当を実施しておりますが、上記の考え方に
基づき、配当金計算の基礎となる利益から「デリバティブ評価損益」を除外しているわけであります。

③なお、上記のように当社の取得するドルのレートは概ね平均102円であるため、期中のドルへの交換分につきましては為替差
損（平成21年9月中間期で約8億円程度）が生じており、これについては、上記評価損益とは別に営業外費用に計上しており
ます。
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科　目

中間損益計算書（要約）中間貸借対照表（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 121,931 140,562

固定資産 161,881 161,884

　有形固定資産 97,875 96,425

　無形固定資産 1,725 1,545

　 投資その他の資産 62,280 63,914

資産合計 283,812 302,447

〈負債の部〉

流動負債 45,732 61,074

固定負債 26,651 27,057

負債合計 72,384 88,131

〈純資産の部〉

株主資本 228,756 232,210

　資本金 62,504 62,504

　資本剰余金 62,975 62,975

　利益剰余金 115,523 118,976

　自己株式 △12,247 △12,245

評価・換算差額等 △17,487 △18,019

　 その他有価証券評価差額金 51 △398

　繰延ヘッジ損益 ─ △64

　 土地再評価差額金 △17,539 △17,556

新株予約権 159 123

純資産合計 211,428 214,315

負債純資産合計 283,812 302,447

売上高 68,727 72,309

売上原価 28,871 29,809

　売上総利益 39,855 42,500

販売費及び一般管理費 38,125 39,050

　営業利益 1,730 3,450

営業外収益 1,207 2,778

営業外費用 4,536 43

　経常利益又は経常損失（△） △1,599 6,184

特別利益 25 9

特別損失 1,235 2,223

税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前中間純損失（△） △2,809 3,970

　法人税等 △963 1,765

中間純利益又は中間純損失（△） △1,846 2,205

第46期
（平成21年9月中間期）  

第45期
（平成21年3月通期）  

第46期
（平成21年9月中間期）  

第45期
（平成20年9月中間期）  
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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
4,005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

777店

会社データ

（キャラジャ（平成21年9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9月30日現在） （平成21年9月30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「プラスエー・ザ・スーツ・アオヤマ」は（平成21年9月末で1店舗 
岡山県1店舗）は「洋服の青山」に含めています。
2「ユニバーサル　ランゲージ」（平成21年9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9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。

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
207/28

中部
134/6

133/6

48/4
四国
25/091/1
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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9月30日現在）

（平成21年9月30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＞

（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＞
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC）
青山 澄子
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＞
星野商事（有）

（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3,812千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
8,007名

67,394,016株
3,812 ,441株（5.66％）

6,101
4,786
3,541
2,484
2,066
1,476
1,261
1,240
1,121
1,001

9.05
7.10
5.25
3.69
3.07
2.19
1.87
1.84
1.66
1.49

事　業　年　度
定 時 株 主 総 会
基　　準　　日

中 間 配 当 金

期 末 配 当 金

株主名簿管理人および 
特別口座の口座管理機関
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46期中間株主通信
平成21年4月1日から平成21年9月30日まで

「TSC」「UL」のサイトエントランスを統合

　当社はこのほど、「ザ・スーツカンパニー」と「ユニバーサル ランゲージ」のWebサイトのエントランスを統合
しました。新サイトの名称は「THE SUIT COMPANY SPA」。シンプルさと使い勝手を重視し、それぞれの
サイトの主要な機能のほとんどへ、ここから直接アクセスできるようにしました。

「ザ・スーツカンパニー」と「ユニバーサル ランゲージ」、
お好きな方のオンラインショップへ直接飛ぶことができます。

最新の商品情報をお届け。
過去記事もご覧いただけます。

おトクなキャンペーン情報を
随時お知らせしています。

オリジナルの広告映像をフラッシュ
ムービーでご覧いただけます。

機能 機能

機能機能
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