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第49期株主通信
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
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2期連続の増収増益を達成
　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。
　当期の青山商事グループの業績は、中核事業であります紳士服
販売事業においてレディスなどが好調に推移したことや粗利率の改
善などから2期連続の増収増益を達成いたしました。
　今後の当社グループを取り巻く環境は、企業の業績改善や株価
上昇など景気回復の兆しがある中、中長期的には少子高齢化など
先行き不透明な状況が続くと予想されます。こうした状況下、紳士
服販売事業を中心にますます多様化するお客様のニーズに迅速か
つ的確に対応し、マーケットシェアの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

（注）平成24年3月期の表示方法の変更に伴い、平成23年3月期の実績は、遡及適用後の実績となっております。

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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レディスなどが好調に推移
　当社グループの業績は、売上
高は前期比106.2％の2,124億
円、営業利益は前期比116.4％
の212億67百万円と2期連続の
増収増益となりました。主力の青
山商事㈱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、クールビズ、ウォームビズ商
品への全国的な需要の高まりに対応して、商品の品揃えを強化しま
した。更に、就活などターゲットに応じた販促をテレビCMを中心に
展開するなど、新たな客層の取り込みに注力しました。レディスにつ
きましては、レディスのイメージキャラクターである女優の佐々木希さ
んプロデュースのコラボレートブランド「n♥line by nozomi」の品
揃えを強化するとともに、ブランド認知度向上を狙ったテレビCMや
雑誌広告を展開した結果、レディス全体が好調に推移しました。
　こうしたことから、当期のスーツ事業の既存店売上高は前期比
102.7％となりました。主力であるメンズスーツの販売着数は前期比
101.1％の2,464千着、メンズスーツの平均販売単価は前期比

102.1％の24,664円となりました。店舗につきまして
は、当期中に「洋服の青山」において10店舗（内
6店舗は移転、建替）を出店し、非効率な7店舗を
閉店いたしました。「ザ・スーツカンパニー（TSC）」
では当期中に4店舗（内1店舗は移転）を出店し、2
店舗を閉店しました。「ユニバーサル　ランゲージ

（UL）」は3店舗（内1店舗は移転）、新業態「ブルー
　エ　グリージオ（BG）」は3店舗出店した結果、スー
ツ事業の期末店舗数は793店舗（「洋服の青山」
746店舗、「TSC」39店舗、「UL」5店舗、「BG」
3店舗）となりました。
　今期の見通しにつきましては、円安、株高を背景
に緩やかな景気回復の兆しが見られるものの、競争
激化など依然として先行き不透明な状況が続いていま
す。こうした中、主力事業であります青山商事㈱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、若年層の取り込み強化や
レディスの売上拡大を図っていきます。

前期の業績と
今期の見通しについて
教えてください。

配当方針の変更と増配
　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、平成18年3月期より
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きました
が、株主の皆様への利益還元を更
に充実させるため、当期より配当性
向35％を目処とした一部業績連動

の配当に変更することにしました。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います。具体的には、
安定配当として、1株につき普通配当50円（中間配当25円、期末
配当25円）とし、配当性向35％を目処に計算した配当が、50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、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30円、特別配当として1
株につき10円、合計1株につき40円とさせていただきま
す。なお、当期末の普通配当につきまして、配当方針
では、期末の普通配当を1株につき25円としております
が、年間の普通配当を1株につき50円とするため、当
期の期末配当に限り、既にお支払いしている中間配
当1株につき20円を差し引き、当期末の普通配当を1
株につき30円とさせていただきます。従いまして、中間
配当と合わせた年間配当は、前期に比べ20円増配の
1株につき60円となります。

配当方針の変更と
増配について
教えてください。
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当社の業態とポジション

［前期比3店舗減］

［前期比2店舗増］

［前期比1店舗増］

［前期比増減なし］

キャラジャ
店舗数
ターゲット年齢

25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。

（TSC SPAアウトレット上野店含む）
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

746店舗
20代～60代

ブルー エ グリージオ バイ ユニバーサル ランゲージ
店舗数
ターゲット年齢

3店舗
30代～40代

ユニバーサル ランゲージのテイ
ストに、リラックス感のあるリッチ
でマチュアーなカジュアルテイス
トをプラスしたマルチチャネル編
集型のセレクトショップです。

ユニバーサル ランゲージ
店舗数
ターゲット年齢

5店舗
30代～40代

「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

39店舗
20代～30代

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。

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

　　3店舗
　　2店舗
　　5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。

［当期3店舗出店］
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「洋服の青山」、「ザ・スーツカンパニー」の
駅前小型店舗を出店

　当社はこの下半期、「洋服の青山」と「ザ・スーツカンパニー
（TSC）」において従来店舗のおよそ1/3の売場面積に小型化した店
舗を一都三県内の駅前に相次ぎ出店しました。今回出店したのは「洋
服の青山」三軒茶屋北口店（東京都世田谷区）、溝の口駅前店（神
奈川県川崎市）、「TSC」ヨドバシAkiba店（東京都千代田区）の
3店舗です。
　若者の“車離れ現象”や住宅の都心回帰が進んだことから消費者
の購買行動は変化しつつあり、買い物にも電車、地下鉄、バスなど
の公共交通機関を利用するケースが増えています。一方で、そういっ
た消費者を集客しやすい都心部の駅前では、「洋服の青山」などの
従来型店舗（売場面積150坪以上）が出店できる大型不動産物件
を探すのは困難であり、当然賃借料などコストも高くなります。こうした
背景から、駅前店舗の小型化をすすめ今回の出店にいたりました。
　売場面積は50～80坪強、当社の大規模物流施設である千葉セン
ターから毎日商品を配送することで倉庫を最小化するとともに、狭い売
場面積ながらメンズスーツ650着以上、ドレスシャツ1,900点、レディ
スアイテム600点以上（三軒茶屋北口店）などターゲットや売れ筋商
品を絞って展開し小型店でも様 な々要望に応えられる品揃えを実現しま
した。今後もこうした新たな立地への出店をすすめ新たな客層の取り
込みを図り、マーケットシェアの拡大を図っていきたいと考えています。

「ザ・スーツカンパニー」ヨドバシAkiba店
（東京都千代田区）

　当社はこの下半期、駅前立地に特化した小型の「洋服の青山」や「ザ・スーツカン
パニー」、百貨店内への「ユニバーサル ランゲージ」など市場の変化に対応した新タイ
プの店舗を相次ぎ出店するとともに、成長するレディスの売場整備等も強化しました。

市場変化に対応し、
新タイプの店舗を相次ぎ出店

「洋服の青山」三軒茶屋北口店
（東京都世田谷区）
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　当社はセレクトショップ業態「ユニバーサル ランゲージ（UL）」を、
初めて百貨店に出店しました。従来の店舗の1/5程度に売場面積
を絞りながらも、効率的な商品構成でドレスクロージングに特化した
店作りを行っています。
　出店したのは、大丸札幌店と大丸心斎橋店。ターゲットを40代の大
人の男性に絞ることで、既存店舗では100～150坪程度だった売場面
積をそれぞれ20坪、33坪に圧縮しました。
　新店舗では、ベーシックかつトラディショナルなジャケット＆スラック
スに旬なアイテムを取り入れ、新鮮なコーディネートを提案。こだわ
り抜いた上質さと妥協のないクオリティを追求しつつも、コストパフ
ォーマンスに優れた商品を提供しています。
　「UL」は2004年10月に1号店を渋谷にオープンして以来、ファ
ッションにこだわりのある顧客に支持されてきましたが、今後は百貨
店を含めた商業施設内やファッションビルなど新たなチャネルへの出
店にチャレンジすることで、新規顧客の取り込みを図っていきます。

「ユニバーサル ランゲージ」大丸札幌店

「洋服の青山」池袋東口総本店　レディスフロア

百貨店内に「ユニバーサル ランゲージ」を出店

「洋服の青山」都心旗艦店のレディス売場を拡大
　当社はこの下半期、「洋服の青山」の都心旗艦店のうち3店舗のレ
ディス売場を拡大、リニューアルしました。ワンフロアをレディス専用フロ
アにすることで商品展開数を増やすとともに、女性客が入店しやすくゆっ
くりお買い物ができる環境になりました。
　リニューアルしたのは「池袋東口総本店」、「新宿東口店」、「銀座
本店」の3店舗で、中でも池袋東口総本店のレディス専用フロアは「洋
服の青山」で最大の約100坪の売場面積となっています。
　当社は2006年から全店でレディス商品の取り扱いを開始して以来、
女性専用フィッティングルームの設置や女性スタッフの増員、女性タレン
トをキャラクターに起用するなど女性客が来店しやすい売場作りをすすめ
てきました。今後も更なる品揃えの強化や売場環境の整備をすすめ、
更なる売上アップを図っていきます。

「ユニバーサル ランゲージ」大丸心斎橋店

010_0009801302506.indd   6 2013/06/11   13:20:01



法人制服需要の取り込みに注力
　当社は昨年10月、法人部を新設し、法人向けの制服・ユニフォーム需要の取り込み
を本格的に開始しました。全国の「洋服の青山」を営業窓口に、オフィス用からレストラン、
病院、工場用までの幅広いワーキングウェアに対応、お客様のニーズに応えていきます。
　現在、制服の国内市場の規模は年間4,700億円程度で、約2,500社の代理店が活
動しているものと推定されます。この市場を当社は、スーツ事業で培った生産・縫製技術
やスケールメリットによるコストダウンなどの強みを活かしつつ、全国の「洋服の青山」に
代理店機能を持たせることで開拓。団塊世代の退職や少子化で市場が縮小傾向にある
スーツ事業を補完していく方針です。
　既に住金物産㈱様との協働により今春から、日本航空㈱様向けに運行・客室乗務員
や地上接客スタッフ用の男性ユニフォームの納入を始めたほか、大手飲食チェーンやホテ
ルからも受注を得ています。5年後の年商50億円を当面の目標とし、将来的には100億
円規模のビジネスに育てていきます。

「n♥line by nozomi」のスーツを着た佐々木希さん

　当社はこの下半期、法人制服需要の取り込みに注力するとともに、
好調のレディス商品の更なる認知度向上、品揃え強化を図りました。

新市場への進出と
成長分野の加速を推進

「n♥line by nozomi」の
新CMが好評

　当社は今春、更なるレディス認知度向上を図るため、好調のレディスブ
ランド「n♥line by nozomi」の魅力をアピールするテレビCMを全国で放
送、好評を博しました。
  「n♥line by nozomi」は、当社レディスのイメージキャラクターで女優の
佐々木希さんがプロデュースするコラボレートブランド。テレビCMでも佐々木
さんに登場いただき、「n♥line by nozomi」のスーツが持つ可愛さとかっこ
よさの双方をアピールしていただきました。

「洋服の青山」ユニフォームカタログ
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　当社は、レディスのイメージキャラクターで女優の佐々木希さんがプロデュースする人気レディスブランド「n♥
line by nozomi」に、華やかで可愛らしい印象の新ライン「CUTEライン」を追加しました。また、かっこいい
印象で人気の「COOLライン」には、ミディアムグレーとライトグレーの2つのカラーバリエーションを加えました。
  「CUTEライン」は、丸みを帯びたラペルが印象的なショートジャケットと、タイトなラインから裾が広がる

「マーメイド」などの可愛らしいデザインのスカートが特長。黒無地のほか、ミディアムグレー、ライトグレー、
ネイビーのストライプ柄も用意しています。
　一方の「COOLライン」は、ロングジャケットにすっきりとしたラインの台形スカートや美脚シルエットの
フレアパンツを組み合わせています。
　このほか、コートやバッグの展開数も昨年の2倍に増量しました。

  「n♥line by nozomi」は、「佐々木希さんのような“ライン”が手に入る
スーツ」をコンセプトとしたフレッシャーズ向けブランド。佐々木さんのセンス
やこだわり、オリジナリティが込められた完成度の高さから人気を呼び、当
社のレディス売上拡大の大きな要因となっています。

「n♥line by nozomi」に新ラインを追加

「ザ・スーツカンパニー」において
「史上最強のリクルートスーツ」を販売

　当社は「ザ・スーツカンパニー（TSC）」において、就職内定者1,000人のリアルな声が詰まった「史
上最強のリクルートスーツ」を開発、昨年10月より販売を開始しました。
　1,000人のアンケート結果に基づき、就活に必要な7つの機能（①ストレッチ機能、②形状記憶機能、
③ウォッシャブル機能、④耐久性、⑤抗菌防臭機能、⑥スペアパンツ、⑦モバイルフォンポケット）を搭載
し、まさに史上最強のリクルートスーツに仕上げました。「TSC」では今後もこうしたお客様の要望を商品作
りに反映させながら、常に新たな需要を創出し、成長していきたいと考えています。

　当社はこの下半期、レディスや就活など
お客様のニーズに応えた新たなスーツなどを投入しました。

レディススーツなどの
品揃えを強化

「史上最強のリクルートスーツ」

「n♥line by nozomi」
COOLラインのスーツを着た
佐々木希さん
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　当社は、今年4月にイトーヨーカドー内へ「洋服の青山」を2店舗出店しました。
2011年5月にイトーヨーカドー亀有駅前店へ初出店して以来、今年4月末で合計6
店舗となりました。これらの出店を可能にしたのは、当社の大規模物流施設である
千葉センターを活用し、店舗への毎日配送を実施。狭い倉庫でも効率的な運営がで
きる売場を実現したことによるものです。
　今後もこうした商業施設内への出店を強化し新たな客層の取り込みを図っていきます。

　当社は、この夏に向けた清涼スーツのおよそ半分に、スイス・Schoeller社が開
発した熱遮蔽機能素材「coldblack®」を採用しました。
　「coldblack®」は、究極の清涼感を求め、最新技術を駆使して開発された素材
です。太陽光の熱線を効果的に跳ね返して素材の発熱を防止することで、スーツの
生地表面温度を通常より5～10度、被服内温度を外気温より5度以上※低く抑えま
す。また、優れたUVカット性能により紫外線の透過防止にも効果を発揮します。
　以前より装備している「吸水速乾」「抗菌防臭」「ウォッシャブル」に「coldblack®」
を加えた清涼スーツで、ビジネスパーソンの夏場をより快適なものとします。全国の
「洋服の青山」と「洋服の青山オンラインストア」で発売中です。

熱遮蔽機能素材「coldblack®」を
使った清涼スーツを発売

イトーヨーカドー内へ2店舗出店

※数値は気象等の諸条件により変動する場合もあります。

「洋服の青山」イトーヨーカドー浦和店

「coldblack®」を使用した「REGAL」ブランドのスーツ

トピックス
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「Team AOYAMA Eco Project」
お客様とともに環境を守る

　大手繊維リサイクル業者・ファイバーシーディーエム㈱と提携、「洋服の青山」などでの下取りセールを通じてお客様からスーツや
ワイシャツ、靴などを回収し、資源の再利用に努めています。
　同社は国内でも最大規模のリサイクル処理システムを保有しており、フェルト生地に加工して自動車の断熱材や荷物の緩衝材とし
て再利用する「リサイクル」、オリジナリティあふれるリメイク古着に加工する「リメイク」、国内外で古着として販売する「リユース」
の3つの方法で、回収した衣類に新たな命を与えています。回収したほとんどを再利用するため、焼却処分する場合と比べCO2の
排出量を大幅に削減できます。

　当社は環境保護活動「Team AOYAMA Eco Project」に全社を挙げて取り組んでいます。産地、
メーカー、スタッフ、店舗がひとつとなって、お客様とともに次のような活動を実施中です。

社会・環境活動

　当社は、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」の下げ札を付けたスーツを全国の「洋服
の青山」で販売しています。
　「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
定牧場から原毛を仕入れ、スーツとして販売する
ことで、地球温暖化防止に貢献します。

カーボンオフセット付きスーツを販売

スーツなどの下取り活動を推進

　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とらえ「洋服の青山」を
はじめとした全業態で空調温度の調整や店内照明の間引きなどの節電活動を前年、前々年に続き、今年も実施します。その
他、各業態の営業店において、照明のLED化や省エネ空調設備の導入も進めており、前期には約100店舗をLED化すると
ともに、約200店舗を省エネ空調設備に変更し消費電力削減と二酸化炭素の排出軽減に貢献しました。

節電に向け、照明のLED化や省エネ空調設備導入を推進
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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

（83.0%）

（4.6%）
（7.6%）

（3.4%）
（1.4%）

2,124

セグメント概況

紳士服販売事業 青山商事㈱スーツ事業、ブルーリバース㈱、㈱エム・ディー・エス、㈱栄商、服良㈱

青山商事㈱のスーツ事業では、引き続き一都三県を中心とした
着実な出店、移転などで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やウォームビズ商品の需要の高まりに対応
して品揃えを強化しました。
就活などターゲットに応じた販促をテレビCMを中心に展開、新
たな客層の取り込みに注力しました。
レディスのイメージキャラクターである佐々木希さんプロデュース
のコラボレートブランド「n♥line by nozomi」の品揃えを強化
するとともに、ブランド認知度向上を狙った広告展開の結果、
レディス全体が好調に推移しました。
これらの結果、紳士服販売事業の売上高は前期比104.3％の
1,763億39百万円、セグメント利益（営業利益）は前期比
121.3％の203億76百万円となりました。
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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

（83.0%）

（4.6%）
（7.6%）

（3.4%）
（1.4%）

2,124

㈱青山キャピタルカード事業

㈱青五雑貨販売事業
当期中に３店舗を出店し、非効率な４店舗を閉店しましたので、平成25年２月末の店
舗数は131店舗となりました。
業界内の競争激化などから、売上高は前期比97.8％の161億65百万円、セグメント
利益（営業利益）は前期比87.8％の４億96百万円となりました。

青山商事㈱カジュアル・リユース事業、㈱イーグルリテイリング、㈱globその他
青山商事㈱のカジュアル・リユース事業の既存店売上高は前期比101.1％となりまし
た。
㈱イーグルリテイリングが平成24年４月の「アメリカンイーグルアウトフィッターズ」表参
道店の出店を皮切りに、池袋店など合計５店舗を出店しました。
これらの結果、その他の事業全体では、売上高は前期比229.7％の97億55百万
円、セグメント損失（営業損失）は３億74百万円（前期はセグメント損失（営業損失）
１億40百万円）となりました。

㈱アスコン商業印刷事業
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。
売上高は前期比93.0％の104億67百万円となった一方で、製造コスト削減などによ
る売上総利益率の改善により、セグメント利益（営業利益）は前期比108.6％の２億
78百万円となりました。

平成25年2月末現在で、「AOYAMAカード」の有効会員数は364万人、営業貸付
金残高は387億43百万円となりました。
改正貸金業法等の影響などにより、売上高は前期比96.6％の32億48百万円となりま
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（営業利益）
は前期比355.8％の４億８百万円となりました。
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連結貸借対照表（要約）

科 目

（単位：百万円）

　
（平成25年3月期） 

　
（平成24年3月期） 

連結財務諸表

第 期

〈資産の部〉
流動資産 185,437 170,767
　現金及び預金 40,306 37,318
　受取手形及び売掛金 14,126 14,846
　有価証券 44,195 33,158
　商品及び製品 41,693 41,546
　仕掛品 1,137 988
　原材料及び貯蔵品 520 799
　繰延税金資産 2,547 2,143
　営業貸付金 38,743 38,000
　その他 2,417 2,262
　貸倒引当金 △249 △297
固定資産 158,922 166,481
　有形固定資産 92,417 90,676
　　建物及び構築物 52,135 53,156
　　土地 33,098 30,758
　　その他 7,183 6,761
　無形固定資産 3,145 2,743
　投資その他の資産 63,358 73,061
　　投資有価証券 14,781 21,566
　　敷金及び保証金 26,350 27,691
　　その他 22,327 23,960
　　貸倒引当金 △101 △157
繰延資産 13 34
資産合計 344,373 337,283

〈負債の部〉
流動負債 83,969 60,370
　支払手形及び買掛金 19,981 19,171
　短期借入金 14,100 4,100
　1年内償還予定の社債 13,000 ─
　未払法人税等 9,149 7,161
　賞与引当金 1,335 1,212
　その他 26,403 28,725
固定負債 20,376 43,394
　社債 9,000 22,000
　長期借入金 ─ 11,000
　退職給付引当金 3,726 3,631
　ポイント引当金 2,854 2,786
　その他 4,795 3,976
負債合計 104,346 103,764

〈純資産の部〉
株主資本 252,679 248,330
　資本金 62,504 62,504
　資本剰余金 62,890 62,942
　利益剰余金 144,757 135,132
　自己株式 △17,472 △12,249
その他の包括利益累計額 △15,030 △17,023
　その他有価証券評価差額金 1,326 △79
　繰延ヘッジ損益 △1 10
　土地再評価差額金 △16,459 △16,953
　為替換算調整勘定 104 ─
新株予約権 394 421
少数株主持分 1,984 1,789
純資産合計 240,027 233,518
負債純資産合計 344,373 337,283

（注）金額は単位未満を切り捨てています。

第 期

純資産

純資産合計は2,400億27百万円（前
連結会計年度末比65億8百万円増）と
なりました。主な要因は、利益剰余金が
96億24百万円、その他有価証券評価
差額金が14億6百万円それぞれ増加し
た一方、自己株式による減少額が52億
23百万円増加したことによるものです。

流動資産

流動資産は1,854億37百万円（前連
結会計年度末比146億70百万円増）
となりました。主な要因は、現金及び預
金が29億88百万円、有価証券が110
億36百万円、営業貸付金が７億42百
万円それぞれ増加する一方、受取手形
及び売掛金が７億19百万円減少したこ
とによるものです。

流動負債

流動負債は839億69百万円（前連結
会計年度末比235億99百万円増）と
なりました。主な要因は、短期借入金が
100億円、1年内償還予定の社債が
130億円、未払法人税等が19億88百
万円それぞれ増加し、為替予約が37億
30百万円減少したことによるものです。
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（注）金額は単位未満を切り捨てています。

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。

売上高 212,400 200,038
　売上原価 91,122 88,180
　売上総利益 121,278 111,858
　販売費及び一般管理費 100,010 93,584
営業利益 21,267 18,273
営業外収益 5,751 5,487
　受取利息及び受取配当金 691 817
　デリバティブ評価益 3,750 3,233
　不動産賃貸料 829 998
　その他 480 437
営業外費用 2,384 4,534
　支払利息 133 192
　不動産賃貸原価 631 714
　為替差損 1,446 3,179
　その他 172 448
経常利益 24,635 19,226
特別利益 431 106
　固定資産売却益 48 106
　投資有価証券売却益 383 ─
特別損失 3,324 2,858
　固定資産除売却損 547 496
　減損損失 2,030 2,362
　投資有価証券売却損 259 ─
　投資有価証券評価損 397 ─
　厚生年金基金脱退拠出金 89 ─
税金等調整前当期純利益 21,742 16,474
法人税、住民税及び事業税 9,724 7,435
法人税等調整額 △812 △194
少数株主損益調整前当期純利益 12,830 9,233
少数株主利益 208 135
当期純利益 12,621 9,097

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 23,797 21,160
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,507 △5,885
財務活動によるキャッシュ・フロー △8,960 △12,671
現金及び現金同等物に係る換算差額 △34 △188
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,294 2,414
現金及び現金同等物の期首残高 29,741 27,327
現金及び現金同等物の期末残高 42,035 29,741

　
（平成25年3月期） 

第 期

　
（平成25年3月期） 

第 期

第　期
（平成24年3月期） 

第　期
（平成24年3月期） 

営業活動によるキャッシュ・フロー

237億97百万円の獲得（前連結会計
年度は211億60百万円の獲得）となり
ました。
税金等調整前当期純利益217億42百
万円、減価償却費77億10百万円、減
損損失20億30百万円、運転資本の増
減による資金の支出が17億22百万円
減少したことによる資金増加に対し、デ
リバティブ評価益37億50百万円、法
人税等の支払額77億58百万円により
資金が減少した結果です。

経常利益

「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
価益37億50百万円（前期はデリバティ
ブ評価益32億33百万円）を営業外収
益に計上する一方、為替差損14億46
百万円（前期は為替差損31億79百万
円）を営業外費用として計上したことな
どにより前期比128.1％の246億35百
万円となりました。

営業利益

中核事業であります紳士服販売事業に
おいて、レディスが好調に推移したこと
などによる売上高増加及びセール内容
の見直しなどによる売上総利益率の改
善により前期比116.4％の212億67百
万円と2期連続の営業増益となりました。
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連結財務諸表

連結株主資本等変動計算書　第49期（自 平成24年4月1日　至 平成25年3月31日） （単位：百万円）

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

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益

累計額合計
当期首残高 62,504 62,942 135,132 △12,249 248,330 △79 10 △16,953 ─ △17,023 421 1,789 233,518

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △2,503 △2,503 △2,503

当期純利益 12,621 12,621 12,621

土地再評価差額金の取崩 △493 △493 △493

自己株式の取得 △5,424 △5,424 △5,424

自己株式の処分 △52 201 148 148

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 1,406 △11 493 104 1,993 △27 194 2,159

連結会計年度中の変動額合計 ─ △52 9,624 △5,223 4,349 1,406 △11 493 104 1,993 △27 194 6,508

当期末残高 62,504 62,890 144,757 △17,472 252,679 1,326 △1 △16,459 104 △15,030 394 1,984 240,027

変更前 変更後

配当性向 30%目処 35%目処

1株当たりの普通配当 40 円（中間 20円、期末 20円） 50円（中間 25円、期末 25円）

安定配当を50円、配当性向を35%に変更

　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、平
成18年3月期より配当性向30％を目処とした一部業績連動の配当を実施してきましたが、
株主の皆様への利益還元を更に充実させるため、当期より配当性向35％を目処とした
一部業績連動の配当に変更することにしました。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います。具体的には、安定配当として、1株につき普通配当50円

（中間配当25円、期末配当25円）とし、配当性向35％を目処に計算した配当が、50
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、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
30円、特別配当として1株につき10円、合計1株につき40円とさせていただきます。
　なお、当期末の普通配当につきまして、配当方針では、期末の普通配当を1株につ
き25円としておりますが、年間の普通配当を1株につき50円とするため、当期の期末配
当に限り、既にお支払いしている中間配当1株につき20円を差し引き、当期末の普通
配当を1株につき30円とさせていただきます。従いまして、中間配当と合わせた年間配当
は、前期に比べ20円増配の1株につき60円となります。

自己株式取得を実施

◇平成25年2月に100万株の自己株式取
得を実施しました。

◇平成25年5月10日開催の取締役会に
おいて、50万株の自己株式取得を決議
し実施しました。

（1）取得株式の種類　当社普通株式

（2）取得株式総数　50万株
　   （発行済株式総数に対する割合0.74％）

（3）株式の取得価額の総額 　　　  
　    1,547,026,100円

（4）取得期間
　    平成25年5月14日～平成25年5月24日

（5）取得方法
　    大阪証券取引所における市場買付

（注）金額は単位未満を切り捨てています。
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科 目

損益計算書貸借対照表

科 目

（単位：百万円）（単位：百万円）

 〈資産の部〉

流動資産 141,086 125,674

固定資産 158,147 166,840

　有形固定資産 85,092 84,357

　無形固定資産 2,704 2,346

　投資その他の資産 70,350 80,135

資産合計 299,234 292,514

 〈負債の部〉

流動負債 58,654 50,010

固定負債 10,431 18,612

負債合計 69,086 68,622

 〈純資産の部〉

株主資本 244,686 240,301

　資本金 62,504 62,504

　資本剰余金 62,923 62,975

　利益剰余金 136,730 127,070

　自己株式 △17,472 △12,249

評価・換算差額等 △14,932 △16,831

　その他有価証券評価差額金 1,324 △80

　土地再評価差額金 △16,257 △16,751

新株予約権 394 421

純資産合計 230,147 223,891

負債純資産合計 299,234 292,514

個別財務諸表

売上高 178,503 171,726

売上原価 71,505 69,935

　売上総利益 106,998 101,790

     販売費及び一般管理費 86,973 85,074

営業利益 20,025 16,715

　営業外収益 6,462 6,212

　営業外費用 2,751 4,524

経常利益 23,735 18,404

　特別利益 427 106

　特別損失 3,115 2,794

税引前当期純利益 21,047 15,717

法人税等 8,390 6,502

当期純利益 12,657 9,214

（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。

　
（平成25年3月期） 

第 期 　
（平成25年3月期） 

第 期第　期
（平成24年3月期） 

第　期
（平成24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
3,493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
828店

会社データ

会社概要 役員の状況（平成25年3月31日現在） （平成25年6月27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

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（商品本部長兼カジュアル・リユース事業本部長）

内林誠之※

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
取 締 役 兼
常 務 執 行 役 員
取 締 役 兼
常 務 執 行 役 員

：

：

：

：

：

：

：
（注）1.※は社外取締役であります。
　 　2.取締役　内林誠之氏は平成25年6月27日開催の第49期定時株主総会で選任されました。

（注）1.※は社外監査役であります。
　　 2.監査役　渡邊　徹氏は平成25年6月27日開催の第49期定時株主総会で選任されました。

【 監 査 役 】

常任監査役（常勤）

監 査 役

監 査 役

監 査 役

遠藤幸辰

大木　洋※

竹川　清※

渡邊　徹※

：

：

：

：

【 執 行 役 員 】

専 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

宮川道信（開発本部長）

平川省三（総務部長）

藤井康博（営業部長）

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）

四茂野聡（IT・システム部長兼情報セキュリティ担当）

橘　　悟（開発副本部長）

千葉直郎（東京本部長兼人材開発部長）

：

：

：

：

：

：

：

：

：

（注）
１．「ユニバーサル ランゲージ」（平成25年3月31日現在で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」に含めております。

２．「ブルー エ グリージオ」（平成25年3月31日現在で3店舗（神奈川県2店舗、大阪府
1店舗））は、「ザ・スーツカンパニー」に含めております。

３.「 TSC SPA OUTLET」（平成25年3月31日現在で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。

４.「 セカンドストリート」（平成25年3月31日現在で3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」に含めております。

５．「ジャンブルストア」（平成25年3月31日現在で2店舗
　（東京都1店舗、京都府1店舗））は「カジュアル・リユース事業」に含めております。

６．「リーバイスストア」（平成25年3月31日現在で5店
舗（東京都2店舗、愛知県1店舗、大阪府1店舗、
奈良県1店舗））は「カジュアル・リユース事業」に
含めております。

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

33/2

60/1

関東
221/27/4

中部
132/4/6

134/9/18

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25年3月31日現在）

（平成25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㈱（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㈱（信託口9）
青山 理
MELLON BANK, N.A. AS AGENT FOR ITS CLIENT 
MELLON OMNIBUS US PENSION
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
THE BANK OF NEW YORK,
TREATY JASDEC ACCOUNT
青山 澄子
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

（注） １.所有株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
　　 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6，738千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。

事　業　年　度
定 時 株 主 総 会
基　　準　　日

単 元 株 式 数
公 告 方 法

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3月31日及び9月30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3月31日及び9月30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
定時株主総会　毎年3月31日
期末配当金　　毎年3月31日
中間配当金　　毎年9月30日

（その他必要がある場合は、あらかじめ公告いたします。）

100株

当社ホームページに掲載いたします。ただし、当社ホー
ムページに掲載できない場合は、日本経済新聞に掲載
いたします。
http://www.aoyama-syouji.co.jp
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井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
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
フリーダイヤル　0120-782-031
http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

　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、三井住友信託銀行株式会社（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。

株主優待割引券の発行基準

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

3月末日現在の株主
9月末日現在の株主

同年  7月上旬
同年12月上旬

翌年  6月末日
翌年12月末日

対象株主の確定日 郵送時期 有効期限

有効期限

「洋服の青山（中国・台湾含む）」「ザ・スーツカンパニー（SPAアウトレット
上野店除く）」「ユニバーサル　ランゲージ」「ブルー　エ　グリージオ」「キャ
ラジャ」及び日本国内の「アメリカンイーグルアウトフィッターズ（アウトレット除
く）」にてご利用いただけます。

取扱い店舗

上場証券取引所： 東京証券取引所（市場第一部）
大阪証券取引所（市場第一部）

（注） 大阪証券取引所は、平成25年7月に東京証券取引所に統合予定です。

インターネットホームページURL

4,217
3,628
3,541
2,211
2,012

1,561
1,396

1,321
1,261
1,002

6.95 
5.98 
5.84 
3.64 
3.31 

2.57 
2.30 

2.17 
2.08 
1.65 

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

所有株式数

174,641,100株
7,960名

67,394,016株
6,738,329株 （9.99%）
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　夏を制するテクノロジースーツを豊富に揃
えた「夏テクスーツ」キャンペーンが、当社

「洋服の青山　オンラインストア」で開かれ
ています。夏の厳しい日差しの中でも快適
にお仕事をしていただけるよう、サンプロテ
クト、清涼仕立て、ウォッシャブルなどの機
能を備えたスーツを多数ご用意しました。

http://www.y-aoyama.jp/campaign/coolbiz2013/index.html

※数値は気象等の諸条件により変動する場合があります。

太陽光線を吸収せず遮蔽。発熱を抑え
ることで生地の表面温度を5～10度※抑
制し、涼しく快適な着心地を実現します。
特に濃色のスーツに有効です。

できる限り裏仕様を軽量化、清涼感ある
仕様に仕上げました。表生地にも、肌
触りに涼しさを感じられるよう「シャリ感」
のある素材を使用しています。

神戸大学による比較試験・分析でも洗
濯後の生地疲労の少なさが証明された、
NIKKE開発の新素材を使用。何度洗っ
ても型崩れしにくく、快適な質感や着心
地が続きます。

［証券コード：8219］

第49期株主通信
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
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