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第47期中間株主通信
平成22年4月1日から平成22年9月30日まで
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「より良い物をより安く」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。当中間期の当社グ
ループの業績は、紳士服販売事業において、「総力祭」の実施な
どにより、マーケットシェア拡大を図ったものの、当社グループを取り
巻く環境は厳しく、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、基本にたちかえり、当社の経営理念である「より良い物をより
安く」を実践していくことで、さらなるマーケットシェア拡大を図って
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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スーツの販売着数が3期ぶりに増加

都心の旗艦店舗を出店

上期の業績について
お聞かせください。

下期の施策について
お聞かせください。

上期の業績について
お聞かせください。

下期の施策について
お聞かせください。

「洋服の青山」栄本店

　下期も引き続き厳しい消
費環境が続くと予想される
中、「洋服の青山」では銀座、
渋谷といった都心の旗艦店
舗や地方の政令指定都市
へ中核店舗を出店するとと
もに、それに伴う大規模イ

ベントを実施し、さらなるマーケットシェア拡大を図って
いきます。
　また、下期より首都圏を中心に新しいCMやロゴ、キ
ャッチコピーなどを作成するなど新たな施策を実施してい
きます。（⇒詳細は9～10ページ）

　当社グループの業績は、
売上高848億50百万円（前
年同期比99.0％）、営業利
益は24億4百万円（前年同
期比94.3％）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、移転を実施するとともに、地方
の政令指定都市に中核店舗を出店するなどマーケットシ
ェア拡大を図りました。
　また、厳しい消費環境を踏まえ、「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

ど客数増加のための施策を積極的に実施しました。
　その結果、当上期のスーツ事業の既存店売上高は前
年同期比99.7％となり、スーツの販売着数は前年同期
比100.9％の1,020千着と平成19年9月中間期以来、3
期ぶりに上期のスーツ販売着数が増加しました。また、
スーツの平均販売単価は前年同期比95.2％の23,739
円となりました。
　店舗につきましては、「洋服の青山」において9店舗
を出店（内3店舗は移転）し、非効率な1店舗を閉店し
ました。また、「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。

010_0009801602212.indd   2 2010/11/13   11:06:46



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

741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

27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12店舗増］

［前年同期比2店舗減］

［前年同期比5店舗増］

［前年同期比3店舗減］
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　当社は客数増加を図るため「総力祭」など大規模なイベントを実施するととも
に、さらなるシェア拡大を図るため、首都圏の一都三県を中心とした中核店舗
出店を重要戦略として位置付けています。

大規模なイベント実施や大型中核店舗
出店などによるマーケットシェア拡大

営業戦略

価格訴求を中心とした
大規模イベントを実施

　当社は今年4月に、モデルのパンツェッタ・ジローラモさんを起用
し、イタリアンテイスト溢れる高品質・高感度・高機能なスーツをお値
打ち価格で提供するなどテレビCMやチラシ等を活用した販促活動を
展開しました。

イタリアンスーツフェアを実施

　今年5月には、さらなる客数増加を図るため、価
格訴求を中心とした「総力祭」を実施しました。店
内のスーツやジャケット、スラックス、カジュアルな
ど全品半額のお値打ち価格で提供するとともに、
当社イメージキャラクターである三浦友和さん、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人を起用した販促活動をテレビCMな
どを中心に大々的に実施し、好評を博しました。

「総力祭」を実施

イメージキャラクター
パンツェッタ・ジローラモさん
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　当社は今年5月、九州最大の繁華街、福岡市天神地区に大型中核店舗とし
て「洋服の青山　天神総本店」をオープンしました。今後は都心へ回帰しつ
つある消費者の生活スタイルの変化に適応するため首都圏の一都三県や政令
指定都市のショッピング街、地方都市の駅前などへも出店していきます。

　今回オープンした「天神総本店」は、売場面積280坪のゆとりある店内に
スーツ約2,000着をはじめ、ジャケットやスラックス、シャツなどを豊富に取
り揃えています。
　また、11月には3階部分を新たに開店し売場面積400坪超の九州最大級の
売場になりました。
　立地も天神地区のほぼ中心、かつ西鉄福岡（天神）駅より徒歩数分という
好環境。周囲にはオフィスビルも多く、平日には近隣に勤めるビジネスマン、休日には天神に買い物に来た方々にご来店いただいて
います。
　また、開店キャンペーンのキャラクターとして地元から愛され、幅広い年齢層から支持されているタレントの「博多華丸・大吉」さ
んを起用し開店を盛り上げていただきました。

福岡・天神に大型中核店舗
「洋服の青山 天神総本店」をオープン

「洋服の青山」天神総本店

ゆとりある売場でスーツ約2,000着などを販売

　当社は、今年9月に行われた人気のファッションイベント「第11回東京ガールズコレクション 2010A/
W」 に、引き続きパートナーとして参加しました。
　「就活応援宣言！」と銘打ち、独自のメカニズムで正しい姿勢に誘導してくれる最新就活スーツ「美姿
っとスーツ」（⇒詳細は7ページ）のファッションショー
を展開。当社の就活イメージキャラクターを務める溝端
淳平さんをはじめとした7名のモデルが、メンズやレディ
スの「美姿っとスーツ」を着こなしてステージ上を闊歩し、
会場をおおいに盛り上げました。

東京ガールズコレクションに
引き続き参加

「第11回東京ガールズコレクション2010A/W」
会場風景

就活イメージキャラクター　

溝端 淳平さん
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　当社は、品質や機能性、ファッション性やエコといった付加価値が高い新
商品を開発・販売することにより、幅広い客層の取込みを図り、今後の成長
につなげたいと考えています。

品質や機能性、デザインにこだわった
商品をお値打ち価格で提供

商品戦略

　当社は、就職活動に挑む学生向けに着用者を背筋が伸びた
姿勢に誘導するスーツ「美姿っとスーツ」を発売しました。東
レ株式会社の縫製仕様技術を活かした商品で、メンズやレデ
ィスのスーツはもちろん、姿勢よく歩行する動きを補助する「美
姿っとシューズ」や「美姿っとパンプス」も同時に発売しました。
　ジャケットの肩から背中にかけての裏地にストレッチ生地を
配することで、猫背気味の前傾姿勢になると背中をやさしく圧
迫する「ゴーストハンドシステム」が姿勢を保つ秘密です。ま
るで背中を誰かに軽く押されているような感触を与え、着る人
に姿勢が崩れていることを知らせます。この裏地は、左右に
広がった背中の筋肉を背骨方向に押し戻す機能を併せ持って
おり、背筋を伸ばした姿勢を取りやすくもしてくれます。
　雇用情勢が厳しさを増す中、
学生の関心の的となっている
のは、初対面の面接官にいか
に好印象を与えるかであり、「美
姿っとスーツ」は就職活動を
頑張る学生たちを、着こなし
や身だしなみの観点からバッ
クアップします。

ゴーストハンドシステム

正しい姿勢へと誘導する
「美姿っとスーツ」を発売
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　当社は若者向けのツープライススーツストア「ザ・スーツカンパニー」に、紳士フォー
マルの新ブランド「NGACチェルモニア」を投入しました。20代～30代を対象にデザ
インを工夫し、幅広い着こなしができるようにした商品です。
　結婚式などの礼装で、カジュアルさや華やかさを好む消費者が主要なターゲット。
素材の質感などを工夫し、普段の外出にも使えるように仕上げております。また、花
飾り風コサージュなどの小物もふんだんに用意し、婚礼などに必要な衣装やアクセサ
リーをワンストップでお買い上げいただけるよう心掛けました。

ザ・スーツカンパニーに
新フォーマルブランドを追加

環境配慮型ブランド
「Eco to eco®」を立ち上げ

　当社は、環境に配慮した素材や優れた機能性を持つ商品群を開
発、新たなエコ・ブランド「Eco to eco®」として、全国の「洋服の
青山」で発売しました。
　業界にさきがけ開発した環境配慮型製品で、回収ペットボトルな
どから作られたリサイクルポリエステル繊維を用いつつ、保温性な
ど新たな付加価値を持たせました。スーツ、ジャケット、コート、
ドレスシャツ、カジュアルなどの幅広いアイテムで展開していきます。
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都心の旗艦店
「銀座本店」をオープン

　当社は都心の旗艦店として、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10月28日にオープンしました。新スロー
ガン“Take Blue　スーツ、似合いますね。”を掲げ、新しいCMと連
動したロゴやビジュアル等を使用した新たな感性を取り入れた新しい
店舗モデルです。
　地下1階から地上4階までの5フロアで、総売場面積約260坪の店
内にスーツ2,300着をはじめ、ジャケットやスラックス、ビジネス洋品
などを豊富に取り揃え、3階のスーツフロアには既存店にはないパター
ンオーダーの受注コーナーを設けました。また、4階はレディス専門フ
ロアで、都内最大規模の品揃えを実現しています。
　オープン当日には、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。
　このほか当社は、新たに都心の旗艦店として「渋谷駅前総本店」を、
政令指定都市の中核店として「仙台中央通り店」（宮城県）、「栄本店」

（愛知県）をオープンしており、今後もさらなる出店をすすめ、マーケ
ットシェア拡大を図っていきます。

トピックス

「洋服の青山」銀座本店

「洋服の青山」銀座本店
オープニングイベント
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首都圏を中心とした新しいロゴや
キャッチコピー、CMを作成
　当社は、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一般消
費者へ広く認知していただくことを目的に、新たにCMを制作するとともに、新しいロゴや

キャッチコピーなどを作成しました。
　この新しいロゴには“「身だしなみ」の大切さや、最高の品質と最高のおもてなし
をすべての方々にお届けしたい。”“ビジネスシーンでもプライベートでもお客様を輝
かせたい。”“そんな着る喜びを伝える企業でありたい。”という想いがこめられてい
ます。
　また、キャッチコピーである“Take　Blue　スーツ、似合いますね。”のコンセプ
トは、『「未来への可能性を自らの意思でつかみとろう」という輝けるビジネスマン
に前向きな姿勢や行動、生き方を呼びかけるエール』となっています。

新CMイメージ

「洋服の青山」提供のテレビ番組
「男たちのクレド」がスタート

　当社は10月7日より、スーツファッションの魅力や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」の1社提供を開始しました。
　各界で成功を収めている経営者や文化人、スポーツ選手をゲストに招き、仕事に対する姿勢や身だしなみへのこだわりを語っても
らう番組です。トークを通じて身だしなみの大切さやスーツファッションの魅力を視聴者に伝えるほか、ファッションの豆知識や各種
情報なども紹介していきます。
　これまでの放送では、株式会社オールアバウト代表取締役社長兼CEOの江幡哲也さん、ワタミ株式会社代表取締役会長兼CEO
の渡邉美樹さんなどに、当社の高品質イタリアンクラシコスーツ「HILTON・TIME」などを着てご出演いただきました。今後も多彩
なゲストをお招きする予定です。
　また、番組放送開始と同時に、「Take　Blue」サイトを新たに立ち上げ、新しいCMの動
画配信や「男たちのクレド」のバックナンバーを掲載するとともに、出演者の着用したスーツ
や洋品等を、「洋服の青山公式オンラインストア」を通じて販売しています。（⇒詳細は裏表紙）

クレドとは？
ラテン語で信条、志（こころざし）、
約束を意味する言葉です。

「男たちのクレド」ロゴ

「洋服の青山」新ロゴ

○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
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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」
幕張店

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社であります。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696億15百万円、営業利益は23億52百万円とな
りました。

既存店売上高は前年同期比99.7％となりました。
スーツの販売着数は1,020千着（前年同期比100.9％）、平均販売単価は23,739円（前年同期比95.2％）となりました。
店舗につきましては、「洋服の青山」6店舗を出店し、3店舗を移転しました。また、非効率な1店舗を閉店しました。

「ザ・スーツカンパニーズ　ウィークエンド」は1店舗閉店し業態を解消しました。平成22年9月末の店舗数は780店舗と
なりました。
これらの結果、売上高は693億45百万円（前年同期比100.9％）、営業利益は21億37百万円（前年同期比123.6％）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

「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8月末の「ＡＯＹＡＭＡカード」有効会員数は、371万人（前
年同期比5万人増）となりました。
売上高は20億72百万円、営業損失は52百万円となりました。

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、「その他」のセグメントに含めております。
カジュアルランドあおやま（株）の既存店売上高は前年同期比91.7％となりました。
店舗につきましては、「リーバイスストア」、「セカンドストリート」、「ジャンブルストア」
をそれぞれ1店舗ずつ出店し、「キャラジャ」を3店舗閉店しましたので平成22年9
月末の店舗数は32店舗（キャラジャ27店舗、リーバイスストア2店舗、セカンド
ストリート2店舗、ジャンブルストア1店舗）となりました。
これらの結果、「その他」（カジュアルランドあおやま（株））の売上高は16億32百万円、営業損失は2億34百万円となりました。

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
り組みました。
既存取引先におけるチラシ等の受注高の増加などにより、売上高は50億45百
万円となりましたが、新規事業への先行投資等による経費増などにより営業損
失は62百万円となりました。

「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。
3店舗を出店し、非効率な2店舗を閉店した結果、平成22年8月末の店舗数は
129店舗（前年同期末134店舗）となりました。
他業態からの参入など業界の競争激化等により、売上高は82億59百万円、営業利益は2億5百万円となりました。
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連結財務諸表

流動資産

　流動資産は1,511億55百万円（前期
末比213億36百万円減）となりまし
た。これは主として、現金及び預金が
10億53百万円、受取手形及び売掛金
が50億13百万円、有価証券が101億
94百万円、営業貸付金が57億12百
万円それぞれ減少したことによるもの
であります。

（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 151,155 172,492
　現金及び預金 30,293 31,347
　受取手形及び売掛金 6,972 11,986
　有価証券 24,273 34,468
　商品及び製品 39,116 39,518
　仕掛品 56 37
　原材料及び貯蔵品 525 603
　営業貸付金 43,613 49,326
　その他 6,749 6,047
　貸倒引当金 △446 △841
固定資産 165,276 161,217
　有形固定資産 101,097 102,978
　　建物及び構築物 59,308 60,662
　　土地 33,241 33,109
　　その他 8,547 9,207
　無形固定資産 2,562 2,171
　投資その他の資産 61,616 56,067
　　敷金及び保証金 28,805 28,146
　　その他 32,833 27,947
　　貸倒引当金 △22 △26
資産合計 316,431 333,709

〈負債の部〉
流動負債 60,003 68,251
　支払手形及び買掛金 13,537 15,488
　短期借入金 9,100 10,325
　1年内償還予定の社債 10,000 10,000
　未払法人税等 578 2,063
　賞与引当金 1,201 1,221
　その他 25,586 29,152
固定負債 32,930 38,652
　社債 19,000 19,000
　長期借入金 4,000 10,440
　退職給付引当金 3,463 3,395
　ポイント引当金 2,682 2,767
　その他 3,785 3,049
負債合計 92,934 106,904

〈純資産の部〉
株主資本 239,279 242,201
　資本金 62,504 62,504
　資本剰余金 62,975 62,975
　利益剰余金 126,046 128,968
　自己株式 △12,247 △12,247
評価・換算差額等 △17,858 △17,437
　その他有価証券評価差額金 △248 170
　土地再評価差額金 △17,609 △17,607
新株予約権 327 246
少数株主持分 1,748 1,794
純資産合計 223,497 226,805
負債純資産合計 316,431 333,709

中間連結貸借対照表（要約）

科　目

（単位：百万円）

第46期
（平成22年3月通期）  

第47期
（平成22年9月中間期）

純資産

　純資産については2,234億97百万
円となり、前期末と比べ、33億７百万
円の減少となりました。
　これは主として、利益剰余金が29
億22百万円減少したことによるもので
あります。

流動負債

　流動負債は600億３百万円（前期末
比82億47百万円減）となりました。
これは主として、支払手形及び買掛金
が19億51百万円、未払金が52億57
百万円、短期借入金が12億25百万円
それぞれ減少したことによるものであ
ります。
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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 9,210 △182
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,204 △14,145
　フリー・キャッシュ・フロー 3,005 △14,327
財務活動によるキャッシュ・フロー △8,996 △2,058
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,022 △752
現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △7,013 △17,138
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中間期末残高 18,121 21,171

第47期
（平成22年9月中間期）

第46期
（平成21年9月中間期）

営業利益

（注）金額は単位未満を切り捨てています。

　紳士服販売事業を除くその他の事業
全体において、売上高が減少したこと
などにより営業利益は24億4百万円（前
年同期比94.3％）となりました。

経常損失

　営業外費用において、平成22年9月
末の為替レートが平成22年3月末に比
べ大幅な円高となったことなどにより「包
括的長期為替予約契約（クーポンスワッ
プ契約）」等にかかるデリバティブ評価
損24億35百万円（前年同期はデリバテ
ィブ評価損35億99百万円）を計上した
ことなどから、経常損失は7億7百万円

（前年同期は経常損失11億92百万円）
となりました。

売上高 84,850  85,680  
売上原価 38,670  38,997  
売上総利益 46,180  46,683  
販売費及び一般管理費 43,775  44,134  
営業利益 2,404  2,548  
営業外収益 730  839  
　受取利息・配当金 337 380
　不動産賃貸料 252  174  
　その他 139  284  
営業外費用 3,842  4,581  
　支払利息 111  165  
　為替差損 1,288 ─
　デリバティブ評価損 2,435  3,599  
　その他 6  815  
経常損失（△） △707  △1,192  
特別利益 385  93  
　固定資産売却益  ─  25  
　貸倒引当金戻入額 385  68  
特別損失 1,772  1,496  
　減損損失 1,229  1,267  
　固定資産除売却損 49  228  
　資産除去債務会計基準の適用に
　伴う影響額 493  ─ 

税金等調整前中間純損失（△） △2,093  △2,595  
法人税等 △443 △670
少数株主利益 0 66
中間純損失（△） △1,650 △1,991

第47期
（平成22年9月中間期）

第46期
（平成21年9月中間期）

特別損失

　紳士服販売事業等において、減損
損失12億29百万円、資産除去債務会
計基準の適用に伴う影響額4億93百
万円などを計上したため、特別損失は
17億72百万円となりました。
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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 107,309 128,372

固定資産 165,926 161,889

　有形固定資産 96,983 98,866

　無形固定資産 2,229 1,887

　投資その他の資産 66,713 61,134

資産合計 273,235 290,261

〈負債の部〉

流動負債 36,062 44,570

固定負債 23,191 28,613

負債合計 59,253 73,183

〈純資産の部〉

株主資本 231,322 234,082

　資本金 62,504 62,504

　資本剰余金 62,975 62,975

　利益剰余金 118,090 120,849

　自己株式 △12,247 △12,247

評価・換算差額等 △17,668 △17,250

　その他有価証券評価差額金 △248 170

　土地再評価差額金 △17,420 △17,420

新株予約権 327 246

純資産合計 213,981 217,078

負債純資産合計 273,235 290,261

売上高 69,345 68,727

売上原価 28,994 28,871

　売上総利益 40,350 39,855

販売費及び一般管理費 38,213 38,125

　営業利益 2,137 1,730

営業外収益 1,080 1,207

営業外費用 3,822 4,536

　経常損失（△） △603 △1,599

特別利益 2 25

特別損失 1,614 1,235

税金等調整前中間純損失（△） △2,215 △2,809

法人税等 △727 △963

中間純損失（△） △1,487 △1,846

第47期
（平成22年9月中間期）

第46期
（平成22年3月通期）  

第47期
（平成22年9月中間期）  

第46期
（平成21年9月中間期）  
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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
作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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青山商事株式会社
昭和39年5月6日
625億471万円
3,927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
780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22年9月30日現在） （平成22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. 「ユニバーサル ランゲージ」（平成22年9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. 「TSC SPA OUTLET」（平成22年9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。

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

59/1

関東
213/24

中部
135/4

136/5

48/3
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22年9月30日現在）

（平成22年9月30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㈱＜信託口＞
日本マスタートラスト信託銀行㈱＜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㈱＜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㈱＜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、当中間期末日における発行済株式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
9,364名

67,394,016株
3,812 ,783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

5,999
3,644
3,541
2,484
2,123
1,533

1,441
1,261
1,133
1,001

8.90
5.41
5.25
3.69
3.15
2.28

2.14
1.87
1.68
1.49
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［証券コード：8219］

第47期中間株主通信
平成22年4月1日から平成22年9月30日まで

新たに 「Take Blue」サイトを立ち上げ

　当社は、「洋服の青山」ホームページ内に新たに「Take Blue」サイトを立ち上げました。サイト内では、新たに制作
したテレビCMや、「洋服の青山」が提供している情報番組「男たちのクレド」（テレビ東京にて毎週木曜日午後10時
54分から、BSジャパンにて毎週金曜日午後8時55分から）の番組本編やメイキングムービーなどもご覧いただけます。
　また、ゲストが着用したスーツや洋品等を、「洋服の青山公式オンラインストア」を通じて販売しています。

放送中のCMのほか、Webサイト限定公開の
ロングバージョンCMもご覧いただけます。

番組の過去放送分やメイキングムービー、
今後の予告編などが掲載されています。

新たに立ち上げた「Take Blue」のWebサイト。
当社からのメッセージもぜひお読みください。

トップページ

CMギャラリー

「男たちのクレド」サイト

番組に登場したスーツやアイテムをご紹介。
掲載商品を、オンラインショップ経由でお買い上げいただくことも可能です。

アイテムピックアップ
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