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第47期株主通信
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
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多様化するお客様のニーズに対応
　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。
　また、本年3月に発生いたしました東日本大震災により、被災され
た地域の皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復
興を心よりお祈りするとともに、被災地域の復旧に全力で努めてまい
ります。
　当期の当社グループの業績は、東日本大震災による被災地域の
売上高減少などから残念ながら3期連続の減収営業減益となりまし
た。
　このような厳しい環境下ではありますが、当社グループは多様化
する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の
強化と人材の育成を図り、さらなるマーケットシェアの拡大を図ってま
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

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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クールビズ商品等の品揃え強化

「洋服の青山」銀座本店

　当社を取り巻く環境は、個人消
費の低迷や競争激化など依然厳
しい状況が続くと予想されます。
　さらに平成23年3月に発生いた
しました東日本大震災は、日本経
済の先行き不透明感を高めること
となりました。
　こうした中、中核事業でありま

すスーツ事業につきましては、一日も早い被災地域の復旧に努め
るとともに、節電需要に対応したクールビズ商品の品揃え強化な
ど多様化するお客様のニーズに迅速かつ的確に対応してまいりた
いと考えております。

客数減少に歯止め
　当社グループの業績は、売上
高が前期比99.3%の1,932億
4 6 百 万 円、 営 業 利 益 は 同
90.4%の133億59百万円と厳し
い結果となりました。主力のスー
ツ事業では、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、

平成22年5月には「洋服の青山」全店において価格訴求を中
心とした「総力祭」を実施するなど、客数増加を図るための施
策を実施しました。
　また、平成22年10月に都心の旗艦店として「銀座本店」、
11月に「渋谷駅前総本店」を出店し、同時に「開店協賛セー
ル」を全店で実施しました。

　レディスにつきましては、家庭で洗濯ができる「ア
クアウォッシュスーツ」など機能商品の品揃え強化
を図るとともに、平成23年2月よりレディスのイメー
ジキャラクターとして、女優の佐々木希さんを新たに
起用するなど、新たな顧客の取込みを図った結果、
好調に推移しました。こうしたことから既存店客数は
前期比102.7%と増加しました。
　また、主力アイテムでありますスーツの販売着数
は前期比100.3%の2,522千着となり、3期ぶりに
着数の減少に歯止めがかかりました。しかしながら、
スーツの平均販売単価は前期比96.2%の23,578
円と依然として下落が続いております。

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？
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ポジションデータ未

当社の業態とポジション

［前期比10店舗増］

［前期比増減なし］

［前期比1店舗増］

［前期比4店舗減］

その他の業態
セカンドストリート店舗数
ジャンブルストア店舗数
リーバイスストア店舗数

　　4店舗
　　1店舗
　　2店舗

リユース事業として「セカンドストリート」「ジャ
ンブルストア」を、カジュアル事業として「リー
バイスストア」をそれぞれFC展開しています。

キャラジャ
店舗数
ターゲット年齢

26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。

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。

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。

ザ・スーツカンパニー
店舗数
ターゲット年齢

37店舗
20代～30代

3店舗
30代～40代

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。

洋服の青山
店舗数
ターゲット年齢

746店舗
全年齢

010_0009801302306.indd   3 2011/06/14   1:40:42



ポジションデータ未

当社の業態とポジション

［前期比10店舗増］

［前期比増減なし］

［前期比1店舗増］

［前期比4店舗減］

その他の業態
セカンドストリート店舗数
ジャンブルストア店舗数
リーバイスストア店舗数

　　4店舗
　　1店舗
　　2店舗

リユース事業として「セカンドストリート」「ジャ
ンブルストア」を、カジュアル事業として「リー
バイスストア」をそれぞれFC展開しています。

キャラジャ
店舗数
ターゲット年齢

26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。

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。

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。

ザ・スーツカンパニー
店舗数
ターゲット年齢

37店舗
20代～30代

3店舗
30代～40代

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。

洋服の青山
店舗数
ターゲット年齢

746店舗
全年齢

010_0009801302306.indd   4 2011/06/14   1:40:42



　新たな顧客の取込みと、さらなるマーケットシェア拡大を図るため、従
来の郊外店舗とは違った店舗作りや品揃えに注力した都心の旗艦店舗
を出店しました。

一都三県への旗艦店舗出店

都心の旗艦店舗として
「銀座本店」と「渋谷駅前総本店」を出店

　当社は、都心の旗艦店舗として平成22年10月に日本一のステータスを誇る東
京・銀座に「洋服の青山　銀座本店」を、11月にはヤングの街、ファッション
情報の発信基地である渋谷のセンター街に「渋谷駅前総本店」を相次ぎ出店し
ました。この2店舗は新しい洋服の青山のロゴやテレビCMと連動したビジュアル
を使用するなど従来の郊外店舗とは違った店舗作りを実施するとともに、レディス
商品や高付加価値スーツ、ヤング向けのトレンドスーツを増やすなど品揃えにも注
力した店舗となっています。また、昨年完成した当社の新物流センター「千葉セ
ンター」を活用し、従来であれば25坪程度必要だったバックヤードを最小限に減
らし最大限の売場面積を確保しました。
　「銀座本店」のオープニング当日には、当社イメージキャラクターの三浦友和
さん、相武紗季さん、パンツェッタ・ジローラモさん、溝端淳平さんの4人も来店
しオープニングイベントを盛り上げていただきました。また、「渋谷駅前総本店」
のオープニングセレモニーのテープカットには、レディスの新しいイメージキャラク
ターである女優の佐々木希さんにもご出席いただき当社の若い女性向けの人気ブ
ランドスーツを着用してお客様のお出迎えをしていただきました。
　当期にはこの2店舗以外に
も、政令指定都市の中核店舗
として「天神総本店」（福岡県）、
「仙台中央通り店」（宮城県）、
「栄本店」（愛知県）を出店す
るなど、さらなるマーケットシェ
ア拡大を図りました。

「洋服の青山」
渋谷駅前総本店

千葉センター

【出店戦略】

当社の戦略

「洋服の青山」天神総本店
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　新たな客層の取込みを図るため、首都圏を中心とした「Take Blue」
キャンペーンの実施や新たなイメージキャラクターとして佐々木希さんを起
用するなど、従来の「洋服の青山」とは違った販促戦略を開始しました。

新たな販促戦略の展開

【営業戦略】

当社の戦略

佐々木さんを起用した店頭ポスター

　当社は、平成23年2月よりレディスのイメージキャラクターとして女優の佐々木希さんを新たに起
用しました。
　ファッションアイコンとして20代の若者に絶大な支持を得ている佐々木さんはCMやバラエティな
どタレントとして幅広く活躍される一方、人気イベント「東京ガールズコレクション」にもモデルとし
て出演するなど、当社が目指すレディス・ヤングカテゴリーの強化にふさわしいことが、今回の起
用につながりました。
　佐々木さんを起用したテレビCMは女性を中心とした幅広いお客様の反響を呼び、レディスは好
調に推移しました。

佐々木希さんを
イメージキャラクターに起用

「男たちのクレド」ロゴ

○テレビ東京にて 毎週木曜日
　午後10時54分から11時00分

○BSジャパンにて 毎週金曜日
　午後8時55分から9時00分

首都圏を中心とした
「Take Blue」キャンペーンを実施

　当社は、平成22年10月よりビジネスマン
の多い首都圏においてスーツのデザイン性や
品質の高さを消費者へ広く認知していただくこ
とを目的に、「洋服の青山」の新しいロゴや

“Take Blue～スーツ、似合いますね。”のキ
ャッチコピーを作成するとともに、新たなテレビ
ＣＭや、スーツファッションの魅力と身だしな
みの重要性を発信するテレビ番組「男たちの
クレド」を放送するなど旗艦店舗出店に合わ
せた新たな販促戦略を開始しました。

新CMイメージ
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【商品戦略】

当社の戦略

活動的なビジネスマンに強い味方、自転車通勤
にも最適 「アクティブモデル」 スーツ登場

　当社は、自転車に乗っていても動きやすいように伸縮性を徹底的に追求した「アクティ
ブモデル」スーツを発売しました。
　表地と裏地にストレッチ素材を使うほか、上着の背裏と袖裏の上腕部に伸縮機能裏地
の「パワーネット」を採用し、一般的なスーツよりも格段に腕の稼動範囲を広げました。さ
らに、パンツの膝裏部分にメッシュ生地の膝当てを用いて膝を上げやすくするなど、様々
な箇所に伸縮性を持たせる工夫を施しております。
　近年、環境意識、省エネ志向、健康志向の高まりから、自転車通勤が注目を集めて
います。それに伴い、動きやすいスーツへの要望が高まってきており、「アクティブモデル」
スーツはそんなお客様の声に応えるための商品です。

「アクティブモデル」スーツ

家庭で洗濯できる
「アクアウォッシュスーツ」の拡充

　当社は、品質や機能性、ファッション性やエコなどの面で高い付加価
値を持つ商品の品揃え強化を図りました。

機能性商品の充実

　近年、消費者の節約志向の高まりから家庭で洗濯できるウォッシャ
ブルスーツが注目されています。
　当社においても「アクアウォッシュスーツ」の名前で展開しており、
家庭洗濯はもちろん、シャワーなどで、簡単に洗うことができ、さらに
ウールを中心とした素材に防しわストレッチ加工をプラスするなど機能
性もアップさせています。
　今後はさらなるアクアウォッシュスーツの拡充を図るとともに、平成23年2月よりレディスの
ウォッシャブルスーツの取扱いを開始するなど、ウォッシャブルスーツの売上拡大を図ります。
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アメリカンイーグル
アウトフィッターズをFC展開
　当社はアメリカンイーグルアウトフィッターズのFCとしてカジュア
ル事業拡大を図るため、住金物産株式会社との合弁により、

（株）イーグルリテイリングを設立しました。
　同社は世界のアパレル専門店大手であるアメリカンイーグルア
ウトフィッターズ社より「アメリカンイーグルアウトフィッターズ」及
び「エアリー」の2ブランドにおける日本国内でのFC展開の権利
を獲得し、平成24年春、単独店として日本初上陸となるアメリ
カンイーグルアウ
トフィッターズを
東京都渋谷区
の表参道に出
店する予 定で
す。

カジュアルランドあおやま（株）を吸収合併
　当社は、グループ全体の経営効率を図るため、100%出資の連結子会社であるカジュアルランドあおやま（株）を、平成23
年4月1日をもって吸収合併いたしました。

「アメリカンイーグルアウトフィッターズ」
の在米店舗

トピックス
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　当社は、被災地の皆様に対する支援として、日本赤十字社を通じて3億円を寄贈させて
いただきました。
　また、宮城県、岩手県、福島県の災害対策本部と協議の上、男性肌着4万枚、男性
下着12万枚、防寒衣料1万枚、機能ソックス1万足、マスク100万枚の物資の支援を実
施いたしました。

東日本大震災

目録を進呈する当社社長・青山（右）

震災の影響による休業店舗（洋服の青山）

　本年3月に発生いたしました東日本大震災により、お亡くなりに
なられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災者とそのご家族
並びに関係者の皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。
　今回の震災では、当社グループにおいて幸いにも従業員の人
的被害はございませんでしたが、東北地方及び関東地方の一部
店舗において商品の汚損や建物の一部損壊などの被害を受け

「洋服の青山」では43店舗の休業を余儀なくされるなど大きな影
響を受けました。（平成23年5月31日現在で「洋服の青山」多
賀城店（宮城県）、福島原町店（福島県）の2店舗を除く、全
ての店舗で営業を再開しています。）
　また、今回の被害額については平成23年3月期に特別損失と
して災害損失213百万円を計上しております。

山形県
1店舗

青森県
5店舗

岩手県
8店舗

宮城県
13店舗

秋田県
5店舗

福島県
5店舗

茨城県
4店舗

千葉県
1店舗

神奈川県
1店舗

震災による被害状況

被災地支援活動 
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　当社は企業の社会的責任を鑑み、環境活動の一環として、AWI（オーストラリアン・ウール・イ
ノベーション：本社 シドニー）が提唱する「ZERO CO2 PROGRAM」<ゼロ・シーオーツー・プ
ログラム>（※注）に協賛し、業界で初めてカーボンオフセット付スーツを発売しました。

　地球温暖化防止に関する社会的意識が高まる中、温室効果ガスに対する具体的な対処が望まれ、世界の国々が温暖化防止
対策に取り組んでいます。
　そこで当社では、販売着数世界一の「スーツ」という商品において、CO2を削減することに貢献できないかという考えのもと、スー
ツの原料であるウールによるカーボンオフセットに着目いたしました。
　具体的には、スーツ生産時に発生するCO2のカーボンオフセットのために必要かつ適切な量の植樹などの活動を行なっている羊
牧場で採取される原毛を、「ザ・メリノ・カンパニー社」（本社 メルボルン）から購入して当社で販売するスーツに使用することで、
間接的にウール製品の製造過程で発生するCO2の排出量を相殺し、地球温暖化防止に寄与いたします。
　平成22年12月から「Balanced ZERO CO2 WOOL」（バランストゼロCO2ウール）のブランド商標を目印として付けたスーツ
を全国の「洋服の青山」に
おいて順次展開しています。

社会・環境活動

（※注）「ZERO CO2 PROGRAM」<ゼロ・シーオーツー・プログラム＞とはスーツ1着を生産する際に発生するCO2を相殺するために必要
　　　な植樹活動を、指定牧場から原毛を買い付けることで支援するプログラムです。

ザ・メリノ・カンパニー社との調印式。
右が当社社長・青山

～地球温暖化防止に貢献～
業界初、カーボンオフセット付スーツを発売
「洋服の青山」のスーツを着てECOにひと役

バランストゼロCO2ウールの商標
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（注）各セグメント別の売上高構成比率は、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」
新福岡大橋店

紳士服販売事業

青山商事（株）

当事業は青山商事（株）、ブルーリバース（株）、（株）エム・
ディー・エス、（株）栄商の4社で構成されています。なお、こ
れまで紳士服販売事業に含めておりましたカジュアルランドあお
やま（株）は、当期から新会計基準の適用により、当事業から
除き、「その他」に含めております。
売上高は1,628億82百万円（前期比100.7％）、営業利益は
128億91百万円（前期比95.0％）となりました。

既存店売上高は前期比99.3%となりました。また、スーツの販売着数は前期比100.3%の2,522千着となり、3期ぶりに着数
減少に歯止めがかかりましたが、スーツの平均販売単価は前期比96.2%の23,578円と依然として下落が続いております。
店舗につきましては、当期中に「洋服の青山」17店舗を出店（内６店舗は移転）し、非効率な１店舗を閉店しました。「ザ・
スーツカンパニー（TSC）」では当期中に１店舗を出店し、「ザ・スーツカンパニーズ ウィークエンド」は１店舗を閉店し業態を
解消しました。
これらの結果、売上高は1,623億円（前期比100.6％）、営業利益は124億19百万円（前期比95.5％）となりました。
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カード事業

その他

商業印刷事業

雑貨販売事業

平成23年2月末の「AOYAMAカード」の有効会員数は370万人（前期並み）、営
業貸付金残高は409億47百万円となりました。
売上高は改正貸金業法の影響などにより40億55百万円（前期比74.0％）、営業利
益は31百万円（前期比8.3％）となりました。

新会計基準の適用により、「紳士服販売事業」から除き「その他」に含めております
カジュアルランドあおやま（株）については、個人消費の低迷などにより、既存店売
上高は前期比92.5％となりました。
店舗につきましては、「セカンドストリート」３店舗、「ジャンブルストア」１店舗、「リー
バイスストア」１店舗を出店し、「キャラジャ」を４店舗閉店した結果、平成23年３月末
の店舗数は「キャラジャ」26店舗、「セカンドストリート」４店舗、「ジャンブルストア」
１店舗、「リーバイスストア」２店舗となりました。
また、平成22年12月に米国アメリカンイーグルアウトフィッターズのFCとしてカジュアル事業の拡大を図るため、青山商事（株）
と住金物産（株）との合併により（株）イーグルリテイリングを新たに設立し、平成24年春、単独店舗としては日本初上陸と
なる「アメリカンイーグルアウトフィッターズ」を表参道（東京都渋谷区）に開店予定です。
これらの結果、「その他」の売上高は35億２百万円（前期比100.9%）、営業損失は2億92百万円となりました。

重点施策として、既存取引先への深耕、新規開拓の強化、新規事業の展開に取り
組みました。
東日本大震災の影響や新規事業への先行投資などにより、売上高は106億31百万円

（前期比104.9％）、営業利益は９百万円（前期比5.6％）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。
当期中に６店舗を出店し、非効率な５店舗を閉店した結果、平成23年２月末の店舗
数は129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が増したことなどにより、売上高は163億
99百万円（前期比94.9％）、営業利益は３億85百万円（前期比75.3％）となりました。
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連結財務諸表

（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 173,584 172,492
　現金及び預金 36,505 31,347
　受取手形及び売掛金 11,734 11,986
　有価証券 41,851 34,468
　商品及び製品 37,076 39,518
　仕掛品 47 37
　原材料及び貯蔵品 497 603
　繰延税金資産 1,576 1,693
　営業貸付金 40,947 49,326
　その他 3,707 4,353
　貸倒引当金 △360 △841
固定資産 162,398 161,217
　有形固定資産 97,897 102,978
　　建物及び構築物 57,155 60,662
　　土地 33,213 33,109
　　その他 7,529 9,207
　無形固定資産 2,494 2,171
　投資その他の資産 62,006 56,067
　　敷金及び保証金 28,454 28,146
　　その他 33,573 27,947
　　貸倒引当金 △21 △26
繰延資産 54 ─
資産合計 336,037 333,709

〈負債の部〉
流動負債 65,911 68,251
　支払手形及び買掛金 16,542 15,488
　短期借入金 7,840 10,325
　1年内償還予定の社債 2,000 10,000
　未払金 22,188 20,168
　その他 17,341 12,270
固定負債 43,015 38,652
　社債 22,000 19,000
　長期借入金 11,000 10,440
　その他 10,015 9,212
負債合計 108,926 106,904

〈純資産の部〉
株主資本 242,312 242,201
　資本金 62,504 62,504
　資本剰余金 62,975 62,975
　利益剰余金 129,080 128,968
　自己株式 △12,249 △12,247
その他の包括利益累計額 △17,440 △17,437
　その他有価証券評価差額金 18 170
　土地再評価差額金 △17,459 △17,607
新株予約権 412 246
少数株主持分 1,826 1,794
純資産合計 227,110 226,805
負債純資産合計 336,037 333,709

連結貸借対照表（要約）

科 目

（単位：百万円）

第　期
（平成22年3月期）  

第　期
（平成23年3月期） 流動資産

固定負債

　流動資産は1,735億84百万円（前
期末比10億92百万円増）となりまし
た。主な要因は、営業貸付金が83億
79百万円、商品及び製品が24億41
百万円それぞれ減少しましたが、現金
及び貯金が51億58百万円、有価証
券が73億83百万円それぞれ増加した
ことによるものです。

　固定負債は430億15百万円（前
期末比43億62百万円増）となりまし
た。主な要因は社債が30億円、長期
借入金が５億60百万円、資産除去債
務が７億76百万円増加したことによる
ものです。
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連結損益計算書（要約） （単位：百万円）

科 目

連結キャッシュ・フロー計算書（要約）

科 目

（単位：百万円）

（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 193,246 194,614
　売上原価 86,838 87,488
　売上総利益 106,407 107,125
　販売費及び一般管理費 93,047 92,340
営業利益 13,359 14,785
営業外収益 1,603 1,656
　受取利息及び受取配当金 691 686
　不動産賃貸料 492 398
　その他 419 571
営業外費用 4,448 3,004
　支払利息 210 304
　デリバティブ評価損 1,603 1,065
　為替差損 2,524 1,455
　その他 109 178
経常利益 10,515 13,437
特別利益 370 30
　固定資産売却益 12 30
　貸倒引当金戻入額 358 ─
特別損失 4,343 3,024
　災害による損失 213 ─
　固定資産除売却損 329 780
　減損損失 2,437 2,235
　投資有価証券評価損 869 ─
　 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 493 ─
　その他 ─ 9
税金等調整前当期純利益 6,542 10,443
法人税、住民税及び事業税 4,597 2,456
法人税等調整額 △928 2,196
少数株主損益調整前当期純利益 2,873 ─
少数株主利益 67 190
当期純利益 2,805 5,599

営業活動によるキャッシュ・フロー 34,476 27,967
投資活動によるキャッシュ・フロー △22,927 △29,720
財務活動によるキャッシュ・フロー △8,472 △11,268
現金及び現金同等物に係る換算差額 △884 △152
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,191 △13,174
現金及び現金同等物の期首残高 25,135 38,309
現金及び現金同等物の期末残高 27,327 25,135

第　期
（平成22年3月期）  

第　期
（平成22年3月期）  

第　期
（平成23年3月期） 

第　期
（平成23年3月期） 

経常利益

営業活動によるキャッシュ・フロー

特別損失

　経常利益は「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16億３百万円、
為替差損25億24百万円を営業外費
用に計上したことなどにより105億15
百万円（前期比78.3％）となりました。

　営業活動の結果、獲得した資金は、
344億76百万円（前期は279億67百
万円の獲得）となりました。税金等調整
前当期純利益65億42百万円、減価償
却費85億36百万円、減損損失24億37
百万円、デリバティブ評価損16億３百万
円、営業貸付金の減少額83億79百万
円等、及び運転資本（売上債権、たな
卸資産、仕入債務及び未払金）の増減
による資金の支出が46億41百万円減少
したことによる資金の増加の結果です。

　特別損失として、東日本大震災によ
る災害損失２億13百万円、減損損失
24億37百万円など、合計43億43百
万円を計上しました。
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連結財務諸表

連結株主資本等変動計算書　第47期（自 平成22年4月1日　至 平成23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。

株主資本 その他の包括利益累計額
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

土地再評価
差額金

その他の
包括利益

累計額合計

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △2,543 △2,543 △2,543

当期純利益 2,805 2,805 2,805

土地再評価差額金の取崩 △150 △150 △150

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） △151 148 △3 166 31 194

連結会計年度中の変動額合計 ─ ─ 111 △1 110 △151 148 △3 166 31 305

平成23年３月31日残高 62,504 62,975 129,080 △12,249 242,312 18 △17,459 △17,440 412 1,826 227,110

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を重要な経営課題と捉え、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。
　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
純利益に対するもので、具体的には、1株につき普通配当40円（中間配当20円、期末配当20円）を安定的
に配当し、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47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ました。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円となります。
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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 129,667 128,372

固定資産 162,608 161,889

　有形固定資産 93,854 98,866

　無形固定資産 2,187 1,887

　投資その他の資産 66,566 61,134

資産合計 292,276 290,261

〈負債の部〉

流動負債 56,688 44,570

固定負債 18,293 28,613

負債合計 74,982 73,183

〈純資産の部〉

株主資本 234,132 234,082

　資本金 62,504 62,504

　資本剰余金 62,975 62,975

　利益剰余金 120,900 120,849

　自己株式 △12,249 △12,247

評価・換算差額等 △17,251 △17,250

　その他有価証券評価差額金 18 170

　土地再評価差額金 △17,269 △17,420

新株予約権 412 246

純資産合計 217,293 217,078

負債純資産合計 292,276 290,261

売上高 162,300 161,323

売上原価 67,247 67,495

　売上総利益 95,053 93,828

販売費及び一般管理費 82,633 80,818

営業利益 12,419 13,009

　営業外収益 2,071 2,188

　営業外費用 4,314 2,934

経常利益 10,176 12,263

　特別利益 12 38

　特別損失 4,380 3,388

税引前当期純利益 5,807 8,914

法人税、住民税及び事業税 4,144 1,959

法人税等調整額 △1,082 2,084

当期純利益 2,745 4,870

第　期
（平成22年3月期）  

第　期
（平成22年3月期）  

第　期
（平成23年3月期） 

第　期
（平成23年3月期） 
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【 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

青山商事株式会社
昭和39年5月6日
625億471万円
3,780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：
東京都渋谷区宇田川町21番8号
渋谷平和ビル 6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
786店

会社データ

（キャラジャ、セカンドストリート、ジャンブルストア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23年3月31日現在） （平成23年6月29日現在）

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

営 業 店 鋪 数

【 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

宮前省三

宮前洋昭

青山　理

宮武真人（企画管理本部長兼カジュアル・リユース事業本部長）

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）

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）

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23年3月31日で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. 「TSC SPA OUTLET」（平成23年3月31日で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。

3. 「ザ・スーツカンパニーズ ウィークエンド」は、当期
　 中に1店舗を閉店し、業態を解消いたしました。

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

60/1

関東
214/24

中部
136/4

137/6

49/3
四国
25/092/1
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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23年3月31日現在）

（平成23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＞
MELLON BANK,N.A.AS AGENT FOR ITS
CLIENT MELLON OMNIBUS US PENSION
資産管理サービス信託銀行（株）＜証券投資信託口＞
青山 澄子
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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.持株比率は、当期末日における発行済株式数（自己株式を除く）の総数に対する割合であります。
　　 3.当社は、自己株式3,813千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
8,764名

67,394,016株
3,813,645株（5.7％）

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、株券電子化のお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（特別口座の口座管理機関）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お手続きが必要となります。
　詳しいお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

特別口座に関するお手続きについて

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。
　＜http://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

5,508
3,708
3,541
2,484
2,245
1,486

1,465
1,261
1,191
1,001

8.6
5.8
5.5
3.9
3.5
2.3

2.3
1.9
1.8
1.5
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［証券コード：8219］

第47期株主通信
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

公式オンラインストアで、クールビズ特集を開催

　当社が運営する「洋服の青山　公式オンラインス
トア」では、クールビズ特集「2011 COOLBIZ 
COLLECTION」を開催中です。タイドアップでもノー
タイでも使えるスーツから、麻ジャケットや機能シャツ
までを幅広く取り揃えています。

汚れ、ニオイ、シミなどが水洗いで簡
単、効果的に落とせます。しわになりに
くい素材を使用、型崩れ・縮みにも強
い、夏のビジネスマン応援スーツです。

吸汗速乾機能ポリエステル「クール
マックス」をミックス、ライト＆ドライな
素材感に仕上げた、シャツ感覚で羽
織るエアリージャケットです。

お勧めの一品

素 材：ポリエステル51％、ウール49％
サイズ：A体・AB体
機 能：ウォッシャブル

GEAR

アクアウォッシュ
 2つボタンスーツ

素 材：綿72％、ポリエステル23％、麻5％
サイズ：A体・AB体・BE体
機 能：吸汗速乾

水洗いOKの
アクアウォッシュスーツ

YUKI TORII HOMME

2つボタンミニブロック
ソフトジャケット

夏素材の代表格、
「麻」を楽しむジャケット

商品の詳細ページでご希望のサイズの
在庫を確認して、商品をショッピングカー
トに入れてください。

ショッピングカートより、「試着予約する」
ボタンをクリックし、ご予約手続きを行っ
てください。

ご予約いただいた商品がお近くの「洋服の
青山」店舗に届いています。袖を通して
お確かめください。

購入前にご試着いただけます

試着する商品を選ぶ 試着予約手続きをする 店舗で試着する
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