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第48期中間株主通信
平成23年4月1日から平成23年9月30日まで
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４期ぶりの営業増益に
　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、東日本大震災により被災された皆様に対し、心よりお見舞
い申し上げるとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
　当中間期の青山商事グループの業績につきましては、売上高は若
干の減収となりましたが、営業利益は４期ぶりの増益となりました。
　今後も厳しい消費環境は続くと思われますが、当社グループは、
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

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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積極的な販促施策の実施

「洋服の青山」大井町東口店

　下期も引き続き一都三県を中心
とした出店、移転を行う中、この
上期より実施している量販店内へ
の出店を強化していきます。また、
就活生やフレッシャーズをターゲット
にした「洋服の青山」の新しいイ
メージキャラクターに、女優の「武
井 咲（たけい えみ）」さんを起用

するなど積極的な販促施策を展開していきます。

クールビズ商品が好調に推移
　当社グループの業績は、売上
高が前年同期比98.9%の838
億75百万円、営業利益は前年
同期比123.8%の30億95百万
円と4期ぶりの営業増益となりま
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

するなどマーケットシェア拡大を図るとともに、全国的なクールビ
ズ商品需要の高まりから、クールビズ商品の品揃えを強化した
結果、シャツやスラックスなどは好調に推移しました。一方、主
力であるスーツの売上が、低調に推移したことなどから当第2四
半期まで（4月～9月）のスーツ事業の既存店売上は前年同期
比97.5％となりました。
　なお、4月から9月までの6ヶ月間のメンズスーツの販売着数は
前年同期比90.2%の920千着となり、スーツの平均販売単価

は前年同期比100.8%の23,938円となりました。
　店舗につきましては、当第2四半期まで（4月～9
月）に「洋服の青山」において5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」は、1店舗を出店し
ました。

当上期の業績は
どうでしたか？

今期は
どのようなことに
取り組みますか？

「TSC」あべのキューズモール店
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当社の業態とポジション

［前年同期比6店舗増］

［前年同期比増減なし］

［前年同期比2店舗増］

［前年同期比1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

38店舗
20代～30代

3店舗
30代～40代

スーツ販売着数世界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

747店舗
全年齢

（TSCアウトレット上野店含む）
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千葉センターと連携、倉庫なしでの店舗運営を可能に

一都三県を中心とした
量販店内への出店強化

「洋服の青山」イトーヨーカドー
亀有駅前店をオープン

　当社は今年5月、「洋服の青山」イトーヨーカドー亀有駅前店を、東
京都葛飾区のイトーヨーカドー亀有駅前店内に出店しました。
　「洋服の青山」は従来、郊外型の独立型店舗が主体でしたが、今
回新たな客層の取込みを図るため、量販店内への出店を開始しました。
今回出店した「洋服の青山」イトーヨーカドー亀有駅前店では、千葉
センターを活用し、毎日の商品補充を行うことで店内倉庫スペースを削
減、さらに商品をスーツやネクタイなどのビジネスアイテムに特化すること
で、従来店舗と同程度の品揃えを実現しました。

　従来にない倉庫なし店舗を実現できたのは、最先端の物流拠点・
千葉センター（千葉市美浜区）を活用することにより、毎日の商品配
送が可能となったためです。
　無線ICタグを使った商品管理システムが特長の千葉センターでは、
24時間体制で無人・高速の商品ピッキングや出荷が可能。また、各
店舗での売上情報をPOSシステムを通じてリアルタイムで把握しており、
店舗で商品が売れると翌朝に商品が補充がされるよう自動的に出荷を行
うなど、きめ細かな物流対応を実現しています。
　当社は、今後も千葉センターの強みを活かして「洋服の青山」イトー
ヨーカドー亀有駅前店の運営効率化を進める一方で、売上動向を見つ
つ、量販店内への、さらなる出店を図っていきます。

千葉センター

・無線 ICタグ活用の商品管理システム
・無人・高速の商品ピッキング

営業店

・POSシステムによりリアルタイム売上情報

売上情報 毎日配送

当社の戦略
経営戦略

「洋服の青山」
イトーヨーカドー
亀有駅前店

千葉センター
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店舗余剰地活用のため、飲食業を展開

「焼肉きんぐ」福井大和田店「焼肉きんぐ」店内 「焼肉きんぐ」店内

　これまで当社は、「洋服の青山」の出店戦略の一
環として、店舗余剰地を有効活用するため、飲食店
やコンビニエンスストアなどを誘致し店舗の複合化を
進めております。
　今後さらに複合化のスピードを上げるために、当社
100%出資の連結子会社として㈱glob（グローブ）
を平成23年7月に設立し、「焼肉きんぐ」や「丸源ラー
メン」などを展開する㈱物語コーポレーション（東証
一部上場）とFC契約を締結し、新たに飲食業を展
開することとしました。
　㈱物語コーポレーションは、郊外を中心に「焼肉
きんぐ」や「丸源ラーメン」などを展開し、順調に業
績をのばしており、特に「業態開発力」「メニュー開
発力」「人材育成力」に長けています。
　また、同業態は成長著しく、市場規模の大きさから
も出店余地が十分にあることと、「洋服の青山」と

同様に郊外型店舗を中心とする形態であることから、
店舗開発や立地戦略のノウハウに共通性があり、ま
た、来店客のピーク時間帯が「洋服の青山」と異な
っていることから、今後大型敷地内において複合出
店する場合に駐車場の稼動効率が非常に良い業態
であると考えています。
　なお、店舗につきましては、平成23年8月の「焼
肉きんぐ」福岡千早店を皮切りに、上期に合計4店
舗を出店しました。
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清涼スーツから関連洋品まで、
幅広いクールビズアイテムを展開

　東日本大震災に端を発する電力不足が社会問題となった今夏、当社は
「『洋服の青山』クールビズ・コレクション」として、全国の「洋服の青山」
で様々なクールビズ商品を展開。清涼スーツから関連洋品までトータルで充
実したクールビズ関連アイテムを提案しました。
　中でもヒット商品となったのが、抜群の通気量やノーアイロン機能を備え
た清涼仕様のシャツ「MEGACOOL（メガクール）」。最新の吸汗速乾機
能をもった再生ポリエステル素材「クールマックス　エコメイド」を用いて、
当社従来品の5倍超にあたる120cc以上の通気量を実現した環境配慮型
クールビズ対応シャツです。エアコンの設定温度を上げざるを得なかったこ
の夏の事情にマッチし、予想以上の反響を頂きました。
　加えて、世界最高レベルの形態安定性能を実現した綿100%のノーアイ
ロンシャツ「NON IRONMAX（ノンアイロンマックス）」も好評を博しました。
日清紡テキスタイル社とのタイアップにより実現したもので、しわになりにく
い特殊生地 ｢アポロコット」を採用。縫製も特殊な専用ラインで行うことで、
本来しわになりやすい綿100%素材ながらも、かつてない形態安定性を実
現したものです。
　一方、夏場の必需品として好評の「清涼スーツ」については、通気性
や遮熱性、除湿など、盛夏を快適に過ごすための様々な工夫を施し、最
先端の機能を備えて展開。汗で汚れたスーツを家庭で洗濯できる「アクア
ウォッシュスーツ」も好評でした。ベルトやシューズなど、クールビズファッシ
ョンをよりスタイリッシュに着こなすためのアイテムも充実させました。

“節電”が社会的なキーワードとなったこの上期、
当社はクールビズ商品の充実を図り、好評を博しました。
また、「ザ・スーツカンパニー（TSC）」でも、新たな試みを始めました。

クールビズ商品で節電に貢献

「アクアウォッシュスーツ」

「MEGACOOL」

「NON IRONMAX」

当社の戦略
商品戦略
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機能性を追求した
サマーフォーマルを展開

シャツブランド「アントニオ・ラヴェルダ」が
トータルブランドに

　また、当社は温度上昇抑制やウォッシャブルなど機能性を追求したサマーフォーマル
の取扱いを開始、メンズ、レディスともに好評を博しました。
　「Pazzo（パッゾ）」ブランドで展開しているメンズフォーマルでは、太陽光による
温度上昇を通常に比べ最大4～6℃抑える表素材に加え、吸収した汗をすばやく蒸散
させて快適な温度を保つ爽快素材「クールマックス」を裏地に使用。また、「Parcolation

（パーコレーション）」ブランドで展開しているレディスフォーマルでは、当社初の「家庭
で洗える」サマーフォーマルの取扱いを開始しました。今後も当社は、顧客満足度向
上を図るため、各アイテムにおいてさらなる機能性の充実を図っていきます。　

　ザ・スーツカンパニーで好評を博しているシャツブランド「アントニ
オ・ラヴェルダ」が、この秋からジャケットやコートなども扱うトータルブ
ランドとして生まれ変わりました。ヤングマインドでありながら社会性や
調和を重視する30代のビジネスマンに向け、ベーシックでリラックス感
のあるイタリアンカジュアルを提案していきます。
　新たに投入するのは、肩パッドや芯地を極力使用せず柔らかさを追
求したジャケット、ローライズとスリムなシルエットをベースにクラシック
スタイルやカーゴなどのデザインを用いたパンツ、プレオーガニックコッ
トン※や蓄熱効果のあるハイテク素材を採用したシャツなど。ラヴェル
ダ氏の持つイタリアの感性とシャツメイキング技術をベースに「アント
ニオ・ラヴェルタ」の世界を表現しました。

※プレオーガニックコットン：無農薬栽培を始めて3年未満の綿のこと。オーガニック
コットンの認定を得るためには、3年以上農薬や化学肥料を使っていない土地での栽
培が必要。それまでの間、無農薬栽培に挑む農家を支えるためにこの分類が作られ
ました。

Profile
「アントニオ・ラヴェルダ」氏
1976年生まれ。父はマシンメイ
ドシャツの最高峰として有名な
ギ・ローバー創業者。ミラノ・
ボッコーネ大学卒業後、家業で
あるシャツ作りに従事し、ギ・
ローバーのクリエイティブディレク
ターとして辣腕をふるう。2010
年からはフリーのシャツモデリスト
として活躍。

「アントニオ・ラヴェルダ」

「Pazzo（パッゾ）」
メンズサマーフォーマル

「Parcolation（パーコレーション）」
レディスサマーフォーマル
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　当社は、11月5日より「洋服の青山」キャンペーンサイトにおいて、新たな客層の取込みを
図るため、ユーザー参加型Webムービー「TAKE BLUE」を公開し、スーツの魅力やスーツへ
のこだわりを伝える内容となっています。　
　Webムービーでは、堤　幸彦監督のスタイリッシュな映像と演出、魅力あふれる俳優陣

（三浦　友和さん、相武　紗季さん、溝端　淳平さん、佐々木　希さんに加え、今回新たにイ
メージキャラクターに加わった武井　咲さん）の演技が光ります。
　また、このキャンペーンでは、Facebookを利用した施策やリアル店舗への誘導を図る企画な
どWebサイト、Facebook、リアル店舗への３つのタッチポイントをあわせて楽しめる内容となって
います。

　当社は、就活生やフレッシャーズをターゲットにした「洋服の青山」の新しいイメージキャラクターとして、
新たにドラマやテレビCM等で活躍中の女優の「武井　咲」さんを起用しました。
　武井さんは、第11回全日本国民的美少女コンテストでモデル部門賞・マルチメディア賞をダブル受賞さ
れ、その後TVドラマへのレギュラー出演、連続ドラマの主演に抜擢。多数のCMに出演されるなど、今最
も注目されている女優です。当社のイメージキャラクターとして、「洋服の青山」Webムービー「TAKE 
BLUE」への出演をはじめ、テレビCMなどを中心にご出演頂いています。

「洋服の青山」の新イメージキャラクターとして
「武

た け い

井　咲
え み

」さんを起用

Webを活用した新販促を展開

http://take-blue.y-aoyama.jp/

「武井　咲」さん

Profile　堤　幸彦監督
「金田一少年の事件簿」、「ケイゾク」、「池袋ウェストゲートパーク」、「TRICK」「SPEC」シリーズ等のヒット作を通し、
“堤色”というべき世界を確立し、幅広い層の支持を得る。
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　当社は、「『ネオ・ウォームビズ』コレクション」と
して保温性に消臭機能などプラスアルファの機能性を
加えた商品を、全国の「洋服の青山」で展開します。
スーツやジャケット、カジュアル、肌着にいたるまでを
トータルでご提供し、今なお続く節電ニーズに対応し
ようというものです。
　7年目を迎えたウォームビズの今年のテーマは、電
力不足への対応。環境省によれば、暖房の設定温度
を下げると冷房の設定温度を上げる以上の節電効果が
得られるといい、この冬にはこれまで以上にウォーム
ビズに取り組む必要性がクローズアップされています。
　こうした社会背景を受けて当社は、快適で暖かく働き
やすいビジネスライフを演出する、優れた保温性と機能
性を兼ね備えた商品を多彩にご用意しました。

　太陽光の可視光線を吸収して熱エネル
ギーに変換する金属酸化物を生地全体に
付着加工。太陽光を浴びると生地自体の
温度が上がり、冬の寒さから体を守りま
す。スーツ内を快適な温度に保つ「調温
機能」や瞬間消臭・抗菌も持たせました。

　綿とテンセルを混紡した吸湿発熱素材
を使用。通気量は5ccで通常のブロードシ
ャツの1/5程度。さらに生地肌面を起毛し
ており、抜群の保温効果を発揮します。

　当社は秋冬物のヤング向けスーツブランドで、高レベルのストレッチ機能を装備した「次世代®ストレッチスー
ツ」を展開します。
　ヤング向けスーツのトレンドスタイルは、細身の短い上着丈と股上が浅めのパンツといったシャープなシルエッ
トが主流です。そのため、細いながらも窮屈さを感じさせない「ストレッチ機能」が大きな役割を果たします。
　そこで当社は独自の基準を設け、表地の伸縮率を最大で、一般的なストレッチスーツの約2倍に当たる10
～15%と規定。見た目が美しく、伸びた後の生地の回復性も高いスーツに仕上げました。その中で、さらに
進化したストレッチスーツである「次世代®アクティブスーツ」は、当社だけの技術によりウール100%で青山
基準の伸縮率を満たしたナチュラルストレッチで、副資材など細部にまで伸縮性にこだわった「次世代®スーツ」
を代表するスーツです。

ヤング向けに「次世代®ストレッチスーツ」を展開

「『ネオ・ウォームビズ』
コレクション」を実施へ

スーツ

「REGAL」スーツ

「MEGAHOT」シャツ

ドレスシャツ

REGAL
蓄熱温感機能などを装備

「MEGAHOT（メガホット）」
シリーズ
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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

紳士服販売事業
当事業は青山商事㈱のスーツ事業、ブルーリバース㈱、㈱エ
ム・ディー・エス、㈱栄商の4社で構成されています。
中核事業でありますスーツ事業につきましては、全国的なクールビ
ズ商品需要の高まりから、クールビズ商品の品揃えを強化しまし
た。その結果、シャツやスラックスなどは好調に推移した一方、
主力であるスーツが低調に推移したことから、既存店売上は前年
同期比97.5%となりました。また、スーツ販売着数は前年同期比
90.2%の920千着、スーツ平均販売単価は前年同期比
100.8%の23,938円となりました。
店舗につきましては、上期中「洋服の青山」においては5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（TSC）」は、1店舗を出店しました。
これらの結果、紳士服販売事業の売上高は前年同期比99.0%の
688億85百万円、前年同期比117.1%のセグメント利益は27億55
百万円となりました。
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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

カード事業

その他

商業印刷事業

雑貨販売事業

「その他」の主な事業であります青山商事㈱のカジュアル・リユース事業の既存売上
高は前年同期比102.9%となりました。
店舗につきましては、平成23年9月末で「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店舗の合計33店舗であります。
また、平成23年7月に「洋服の青山」の店舗敷地内の余剰地を有効活用するため、
新たに当社100%出資の連結子会社として、㈱globを設立し、「焼肉きんぐ」や「丸
源ラーメン」を展開する㈱物語コーポレーションとFC契約を締結しました。なお、店舗
につきましては、　平成23年8月の「焼肉きんぐ」福岡千早店を皮切りに、上期に合計4店舗を出店しました。
これらの結果、「その他」の売上高は前年同期比99.7%の16億27百万円、セグメント損失1億61百万円（前年同期はセグ
メント損失2億34百万円）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。
上期中に2店舗を出店し、非効率な2店舗を閉店した結果、平成23年8月末の店舗数は
129店舗となりました。
他業種を含めた競合他社との熾烈さが増す中、節約志向の高まりなどにより、売上高は
前年同期比101.0%の83億45百万円、セグメント利益は前年同期比152.1%の3億12
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。
既存取引先からの受注増などにより、売上高は前年同期比100.1%の50億52百万
円、セグメント利益は5百万円（前年同期はセグメント損失62百万円）となりました。

平成23年8月末「AOYAMAカード」の有効会員数は367万人、営業貸付金残高 
は379億64百万円となりました。
改正賃金業法などの影響などにより、売上高は前年同期比83.9%の17億38百万円と
なりました。一方で効率的な経費の使用に努めたことなどから、セグメント利益は36百
万円（前年同期はセグメント損失52百万円）となりました。
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連結財務諸表

（注）１.金額は単位未満を切り捨てています。
       ２.表示方法の変更により、第47期（平成23年3月期）については遡及適用後の数値となっております。

〈資産の部〉
流動資産 147,935 173,584
　現金及び預金 32,666 36,505
　受取手形及び売掛金 6,600 11,734
　有価証券 23,184 41,851
　商品及び製品 41,544 37,076
　仕掛品 46 47
　原材料及び貯蔵品 564 497
　営業貸付金 37,964 40,947
　その他 5,696 5,283
　貸倒引当金 △332 △360
固定資産 172,370 162,398
　有形固定資産 90,850 91,332
　　建物及び構築物（純額） 54,430 55,430
　　土地 29,107 28,375
　　その他（純額） 7,312 7,526
　無形固定資産 2,746 2,494
　投資その他の資産 78,773 68,571
　　投資有価証券 25,907 13,983
　　敷金及び保証金 27,598 28,454
　　その他 25,337 26,155
　　貸倒引当金 △68 △21
繰延資産 44 54
資産合計 320,350 336,037

〈負債の部〉
流動負債 51,540 65,911
　支払手形及び買掛金 15,252 16,542
　短期借入金 5,800 7,840
　1年内償還予定の社債 2,000 2,000
　未払法人税等 697 4,397
　賞与引当金 1,111 1,157
　その他 26,678 33,973
固定負債 43,183 43,015
　社債 22,000 22,000
　長期借入金 11,000 11,000
　退職給付引当金 3,552 3,514
　ポイント引当金 2,659 2,708
　その他 3,971 3,792
負債合計 94,723 108,926

〈純資産の部〉
株主資本 241,358 242,312
　資本金 62,504 62,504
　資本剰余金 62,975 62,975
　利益剰余金　 128,127 129,080
　自己株式 △12,249 △12,249
その他の包括利益累計額 △17,881 △17,440
　その他有価証券評価差額金 △534 18
　土地再評価差額金 △17,346 △17,459
新株予約権 407 412
少数株主持分 1,741 1,826
純資産合計 225,626 227,110
負債純資産合計 320,350 336,037

四半期連結貸借対照表（要約）

科 目

（単位：百万円）

　
（平成23年9月第2四半期） 

第 期 第 期　
（平成23年3月期） 流動資産

流動負債

流動資産は1,479億35百万円（前連結
会計年度末比256億48百万円減）となり
ました。
主な要因は、現金及び預金が38億39
百万円、受取手形及び売掛金が51億
34百万円、有価証券が186億67百万
円、営業貸付金が29億82百万円それぞ
れ減少しましたが、商品及び製品が44億
68百万円増加したことによるものです。

流動負債は515億40百万円（前連結
会計年度末比143億70百万円減）とな
りました。
主な要因は、支払手形及び買掛金が
12億円89百万円、短期借入金が20
億40百万円、未払法人税等が37億
円、未払金が55億26百万円それぞれ
減少したことによるものです。
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四半期連結損益計算書（要約） （単位：百万円）

科 目

四半期連結キャッシュ・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。

売上高 83,875 84,850
　売上原価 37,804 38,670
　売上総利益 46,071 46,180
　販売費及び一般管理費 42,976 43,679
営業利益 3,095 2,500
営業外収益 1,146 1,020
　受取利息及び受取配当金 435 337
　不動産賃貸料 505 542
　その他 205 139
営業外費用 2,353 4,228
 　支払利息 93 111
 　不動産賃貸原価 349 385
 　デリバティブ評価損 43 2,435
　 為替差損 1,784 1,288
 　その他 81 6
経常利益又は経常損失（△） 1,888 △707
特別利益 106 385
　固定資産売却益 106 ─
　貸倒引当金戻入額 ─ 385
特別損失 891 1,772
　固定資産除売却損 154 49
　減損損失 468 1,229
　投資有価証券評価損 269 ─
　 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 ─ 493
税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△） 1,103 △2,093

法人税等 569 △443
少数株主損益調整前四半期純利益又は
少数株主損益調整前四半期純損失（△） 534 △1,649
少数株主利益 88 0
四半期純利益又は四半期純損失（△） 445 △1,650

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,486 9,210
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,077 △6,204
　フリー・キャッシュ・フロー △2,564 3,005
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,252 △8,996
現金及び現金同等物に係る換算差額 △118 △1,022
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,934 △7,013
現金及び現金同等物の期首残高 27,327 25,135
現金及び現金同等物の四半期末残高 20,392 18,121

第　期
（平成22年９月第２四半期）

　
（平成23年9月第2四半期） 

第 期

　
（平成23年9月第2四半期） 

第 期 第　期
（平成22年９月第２四半期）

（注）１,金額は単位未満を切り捨てています。
       ２,表示方法の変更により、第47期（平成22年9月第２四半期）については遡及適用後の数値となっております。

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、平成23年9月末の為替
レートが平成23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）」
等に係るデリバティブ評価損43百万円

（前年同期はデリバティブ評価損24億
35百万円）、為替差損17億84百万円

（前年同期は為替差損12億88百万円）
を営業外費用に計上したことなどにより、
18億88百万円（前年同期は経常損失
7億7百万円）となりました。

営業活動におけるキャッシュ・フローは、前
年同四半期連結累計期間と比べ、106億
97百万円減少し、14億86百万円の資金
の支出となりました。
資金減少の主な要因は、法人税の支払額
が23億19百万円、運転資金（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36億16百万円増加
したこと及びデリバティブ評価損が23億92
百万円、営業貸付金の減少額が27億29
百万円減少したことによるものです。
一方、資金増加の主な要因は、税金等調
整前四半期純損益が31億97百万円増加
したことによるものです。

特別損失では、紳士服販売事業等にお
いて、減損損失4億68百万円、投資
有価証券評価損2億69百万円など、合
計8億91百万円を計上しました。
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科 目

四半期損益計算書四半期貸借対照表

科 目

（単位：百万円）（単位：百万円）

個別財務諸表

 〈資産の部〉

流動資産 104,719 129,667

固定資産 172,531 162,608

　有形固定資産 85,744 85,224

　無形固定資産 2,406 2,187

　投資その他の資産 84,380 75,196

資産合計 277,250 292,276

 〈負債の部〉

流動負債 42,815 56,688

固定負債 18,516 18,293

負債合計 61,331 74,982

 〈純資産の部〉

株主資本 233,189 234,132

　資本金 62,504 62,504

　資本剰余金 62,975 62,975

　利益剰余金 119,958 120,900

　自己株式 △12,249 △12,249

評価・換算差額等 △17,677 △17,251

　その他有価証券評価差額金 △535 18

　土地再評価差額金 △17,142 △17,269

新株予約権 407 412

純資産合計 215,919 217,293

負債純資産合計 277,250 292,276

売上高 70,126 69,345

　売上原価 28,857 28,994

　売上総利益 41,269 40,350

     販売費及び一般管理費 38,790 38,060

営業利益 2,478 2,290

　営業外収益 1,464 1,370

　営業外費用 2,294 4,264

経常利益又は経常損失（△） 1,647 △603

　特別利益 106 2

　特別損失 899 1,614

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△） 855 △2,215

　法人税等 399 △727

四半期純利益又は
四半期純損失（△） 456 △1,487

　
（平成23年9月第2四半期） 

第 期 　
（平成23年9月第2四半期） 

第 期第 期 第 期　
（平成23年3月期） 

　
（平成22年9月第2四半期） 

（注）1,金額は単位未満を切り捨てています。
       2,表示方法の変更により、第47期（平成22年9月第2四半期）については遡及適
　　　 用後の数値となっております。

（注）1.金額は単位未満を切り捨てています。       
       2.表示方法の変更により、第47期（平成23年3月期）については遡及適用後の数値と
          なっております。 
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全国の営業店821店舗で
節電対策を実施
　政府はこの夏、東京電力・東北電力管内の企業や家庭を対象に「ピークタイ
ム使用電力の昨年比15%削減」という目標を設定。関西電力などの電力会社
各社も、供給地域の企業、家庭に対して夏期節電要請を行いました。
　こうした要請を踏まえ当社は、47都道府県全てに出店している全国展開企業と
して「節電」を全国的に取り組む問題と捉え、「洋服の青山」ほか全国821店舗
で、店内照明の間引きや冷房の28℃の設定などの節電対策を実施しました。　
　なお、今後とも店内照明の間引きや暖房20℃設定などの節電を全店で実施し
ていきます。

　当社は、環境に配慮した素材や優れた機能を持つ商
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」で展開しています。
　業界にさきがけ開発した環境配慮型商品で、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
広いアイテムに、回収ペット
ボトルなどから作られるリサ
イクルポリエステル繊維を
使用。保温性など新たな付
加価値も持たせました。
　今後も当社は、こうした
環境に配慮した商品の展開
をすすめていきます。

「Eco to eco®」を全国で展開
　当社は、平成22年12月より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）」に協賛、「Balanced ZERO CO２  
WOOL」のブランド商標を付けたスーツを全国の「洋服の青山」で
販売し、3年計画で年間100万着の展開を目指しています。　　
　「ZERO CO２  PROGRAM」とは、スーツを生産する際に発生
するCO２ を、植樹により相殺しようという活動です。植樹活動を
手掛ける指定牧場から原毛を買い付けてスーツ生産に用いること
で、地球温暖化防止に寄与していきます。

店頭節電ポスター

社会・環境活動

「ZERO CO２ PROGRAM」を推進

010_0009801602312.indd   16 2011/11/15   9:53:19



【 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
3,705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
821店

会社データ

会社概要 役員の状況（平成23年9月30日現在） （平成23年10月31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（業務管理部長兼情報セキュリティ担当）

藤井満典（販促部長）

水谷　修（TSC事業本部長兼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9月30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9月30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. 「セカンドストリート」（平成23年9月30日で4店舗（福
島県1店舗・千葉県1店舗・兵庫県1店舗・宮崎県1
店舗））は「カジュアル・リユース事業」に含めています。

４．「ジャンブルストア」（平成23年9月30日で1店舗
   (東京都1店舗））は「カジュアル・リユース事業」に
含めております。

５．「リーバイスストア」（平成23年9月30日で2店
舗（愛知県1店舗・奈良県1店舗））は
　「カジュアル・リユース事業」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

カジュアル・リユース事業洋服の青山

33/1

60/1/1

関東
215/24/2

中部
135/4/6

138/7/17

49/3/4
四国
25/192/1/2
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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 所有株数（千株）議決権比率（％）

（平成23年9月30日現在）

（平成23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>
㈲青山物産
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社<信託口9>
青山 理
MELLON BANK, N.A. AS AGENT FOR ITS CLIENT 
MELLON OMNIBUS US PENSION
THE BANK OF NEW YORK, 
TREATY JASDEC ACCOUNT
青山 澄子
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
星野商事㈲

(注)  １.所有株数は千株未満を切り捨てて表示しています。
　　 2.議決権比率は、当期末日における発行済株式数（自己株式除く）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 
　　　　　 8,709名 
　　 67,394 ,016株 
3 ,813 ,750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

5,637
4,801
3,541
2,300
2,012
1,498

1,292
1,261
1,257
1,001

8.9
7.6
5.6
3.6
3.2 
2.4

2.0 
2.0 
2.0 
1.6
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［証券コード：8219］

第48期中間株主通信
平成23年4月1日から平成23年9月30日まで

フォーマル専門通販サイトをオープン

　当社は、タキシードやモーニングコー
トなどのフォーマルウェアを専門に扱う
ウェブ通販サイト「AOYAMA FORMAL 
COLLECTION」を、当社通販サイト内
に新たに立ち上げました。
　実店舗では取扱いの少ない燕尾服やタ
キシードといったフォーマルウェアを掲載し、
店舗在庫の補完を図るとともに、普段着
慣れない、フォーマルウェアの着こなし方
やコーディネート等のアドバイス等も合わせ
て提案しています。

大判のグラフィックでフォーマルウェアの魅力を紹介。

5種類に大別できる、フォーマルの
種類について紹介。

着こなし方やコーディネート
アイテムもアドバイス。

タキシードのコーナーでは、タキシード
本体からチーフやアクセサリなどの
小物まで、幅広い商品を“陳列”。
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