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第49期中間株主通信
平成24年4月1日から平成24年9月30日まで
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2期連続の営業増益を達成

　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。
　当中間期の青山商事グループの業績につきましては、2期連続の
営業増益となりました。
　今後も先行き不透明な状況が続くと予想されますが、当社グルー
プは、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り、「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、市場シェアの拡大を図ってまいります。
　株主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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（注）平成24年3月期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。
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スーツやクールビズ商品などが堅調に推移
　当社グループの業績は、売上
高が前年同期比106.0％の889
億25百万円、営業利益は前年
同期比128.1％の39億64百万
円と2期連続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、移転等を実

施するなどマーケットシェア拡大を図るとともに、平成24年4月よ
り、テレビCMを中心とした「COOL！COOL！COOL！Biz！」キャ
ンペーンを実施するなど、スーツやクールビズ商品の売上増加を
図るための施策を実施しました。その結果、スーツやシャツ、スラ
ックスなどクールビズ商品が堅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高は前年
同期比100.9％となりました。
　なお、4月から9月までの6か月間のメンズスーツの販売着数は

前年同期比103.9％の956千着となり、スーツの
平均販売単価は前年同期比99.4％の23,802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
4店舗移転、建替）し、非効率な3店舗を閉店しま
した。「ザ・スーツカンパニー」は、3店舗を出店
（内1店舗移転）し、非効率な1店舗を閉店しました。
「ユニバーサル ランゲージ」におきましては、1店舗
を出店（内1店舗移転）しました。
　また、平成24年9月、ショッピングセンターやファ
ッションビル等を出店立地とし、団塊ジュニア世代
の男女をターゲットとした新業態「ブルー エ グリー
ジオ バイ ユニバーサル ランゲージ」を1店舗出店
しました。

上半期の業績は
どうでしたか？

積極的な販促施策を実施
　下半期も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、平成24年9月よ
り「洋服の青山」の新しいイメー
ジキャラクターに元格闘家の須
藤元気さん率いる7人組のダンス
パフォーマンスユニット「WORLD 

ORDER（ワールド オーダー）」を起用するなど、「洋服の青山」
を中心に積極的な販促施策を実施していきます。

下半期は
どのようなことに
取り組みますか？

「洋服の青山」宇都宮西原店
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［前年同期比増減なし］

［前年同期比増減なし］

［前年同期比1店舗増］

［前年同期比1店舗減］

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アウトレット上野店含む）

当社の業態とポジション
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
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

1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

3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
　　1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。

［当上半期1店舗出店］
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　当社はこの上半期、東京都新宿区の新宿駅東口に「ザ・スー
ツカンパニー」新宿本店を出店しました。売場面積は「ザ・スーツ
カンパニー」としては最大級の約830平方メートルで、初の試みとし
て、同じビル内に「ユニバーサル ランゲージ」も出店することにより、
客層の違う両業態が、相互に集客力を高め合うねらいがあります。

新宿通りに面した商業ビルの1～2階に「ザ・スーツカンパニー」、
地下1階に「ユニバーサル ランゲージ」を配置し、紳士服とレディス
を合わせ約2,300着のスーツや多彩なカジュアル等を用意しました。
　新宿近辺及びその沿線で働くビジネスマンをはじめ、新宿を訪れ
る幅広い層の取り込みを図ります。

当社の戦略
経営戦略

1
Tactics

当社はこの上半期、「ザ・スーツカンパニー」の旗艦店舗を東京・新宿に、そして
「ユニバーサル ランゲージ」から派生した新たなコンセプトショップ「ブルー エ グリージ
オ」を大阪・梅田に、それぞれオープンしました。

「ザ・スーツカンパニー」の
旗艦店舗や新業態を相次ぎオープン

「ユニバーサル ランゲージ」新宿店

「ザ・スーツカンパニー」
新宿本店

「ザ・スーツカンパニー」新宿本店店内

新宿駅前に
「ザ・スーツカンパニー」の
旗艦店舗を出店
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新業態
「Blu e Grigio」を立ち上げ

「アメリカンイーグルアウトフィッターズ」
を3店舗出店

　当社はこのほど、「ユニバーサル ランゲージ」の新業態「Blu e Grigio（ブ
ルー エ グリージオ）」の第1号店を、大阪市北区の家電量販店・ヨドバシ梅
田店6階にオープンしました。
　都心の駅ビルやファッションビルへ出店するために、店舗面積を80平方メー
トル前後に抑えました。トレンドや時代感が反映されたお求めやすい商品に加え、
海外デザイナーなどとのコラボレーションブランドの開発も手掛けていきます。
　「ブルー エ グリージオ」とは、「ブルーとグレイ」を意味するイタリア語。ブルー
は自然、グレイは知性を象徴するとともに、ファッションでも時代を超えて愛され
続けている色です。誰からも長く愛されるブランドになるよう名づけました。
　メンズでは、国内随一のスーツファクトリー「リングヂャケット」と共同開発
した日本人の体形に合ったハンドメイドスーツや、ヨーロピアントラッドをベース
としたカジュアルを展開。レディスでは、リラックス感のあるライトなオフィスス
タイルを提案するとともに、程よいトレンド感を持つ新たなベーシックを展開し
ています。
　ターゲットはメンズ、レディスの団塊ジュニア世代とし、今後はショッピング
センターやファッションビルに出店していきます。 2

Tactics

「アメリカンイーグルアウトフィッ
ターズ」表参道店

「ブルー エ グリージオ」梅田店

当社子会社の㈱イーグルリテイリングは、今年4月よりアメリカ
の人気カジュアルブランド「アメリカンイーグルアウトフィッターズ」
を3店舗出店し、好調に推移しました。

出店場所は東京都渋谷区の「東急プラザ表参道原宿」、東
京都港区の「ダイバーシティ東京プラザ」及び千葉県船橋市の

「ららぽーとTOKYO-BAY」と話題の多い施設内で、女性向け
ブランド「エアリー」も同時オープンしています。今後の出店に
ついては、今冬に池袋店、来春には神奈川県川崎市の人気
施設内にオープンする予定です。

「アメリカンイーグルアウトフィッターズ」
表参道店

「アメリカンイーグルアウトフィッターズ」
ダイバーシティ東京プラザ店
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量、種類ともに過去最大の
クールビズ商品を投入

　当社は、上半期のクールビズ商戦において、クールビズ商品の
量、種類ともに過去最大の品揃えを実現しました。主力となるドレス
シャツは、過去最大の180万枚を展開。抜群の通気性に形態安
定性能や吸汗速乾性能など優れた機能性を装備しています。
　また、クールビズ商品のさらなる拡大を図るため、扇子や涼感ス
プレーなど涼感雑貨の取り扱いも開始しました。

当社の戦略
商品戦略

1
Tactics

　当社は上半期のクールビズ商戦において、機能とファッション性を両立した圧
倒的な品揃えを実現するとともに、商品の機能性をアピールしたクールビズキャン
ペーンを展開し、好評を博しました。

過去最大の
クールビズ商品を品揃え

涼感雑貨シリーズ

MEGACOOL-Z NON IRONMAX COOL
昨年を超える品揃えを実現した
クールビズ売り場（「洋服の青山」福山本店）
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クールビズ商品としての
「高機能ポロシャツ」の提案強化

　そのほか、盛夏のクールビズファッションとして、「吸水速乾機能」「接触冷感機能」など様々な機能を備えた「高機能ポロシャツ」
の提案を強化。過去最大の10万アイテムを全国の「洋服の青山」と「洋服の青山オンラインストア」において販売しました。
　ビジネスシーンでの着用にふさわしいデザイン性を持ちつつ、汗のべとつき・匂いの解消や清涼感の付加などの機能性を持ったポロシ
ャツを、各年齢層をターゲットにした4ブランドで展開しました。

2
Tactics

クールビズ商品のテレビCMを展開

「COOL！COOL！COOL！Biz」テレビCM

　当社は、上半期のクールビズ商戦において「COOL！COOL!COOL!Biz」
をテーマとしたテレビCMを全国の地上波テレビ局で放送。今までにない斬新な
切り口で「洋服の青山」のクールビズ商品の抜群の清涼感を訴求しました。

やや細身のサイズスペックを採
用、前開きシャツやショート衿な
どトレンド感を盛り込みました。
接触冷感機能を持つ東レの機
能性生地「COOLMOTION®」
や消臭テープを使用。

帝人ファイバーの異形断面糸
「カルキュロ®」を使用した吸汗
速乾性に優れた商品です。ベー
シックな鹿の子素材やバーズア
イ素材を用いました。

日本製のハイクオリティ企画商
品。日清紡の吸汗速乾性に優
れた生地を使用し、前開きシャ
ツやスタンド衿などトレンド感のあ
るデザインを採用しました。

接 触 冷 感 性に優れた東レの
「COOL IN®」を素材に用いた、
アダルト向けのリブ衿無地ポロ
シャツ。消臭効果にも優れてい
ます。

▶▶▶PAZZO ▶▶▶CHRISTIAN ORANI ▶▶▶HILTON TIME ▶▶▶KANSAI YAMAMOTO

ターゲット▶20代～30代 ターゲット▶30代～40代 ターゲット▶30代～40代 ターゲット▶40代～50代
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　当社は、大手芸能事務所・オスカープロモーション主催の、
男性及び女性の新たなタレントの発掘を目指す「第1回美ジネ
スマン＆美ジネスウーマンコンテスト」に協賛します。本選は平
成25年2月24日、東京都渋谷区の渋谷ヒカリエで行われ、
男女各1名の優勝者には賞金100万円をプレゼントした上で、

「洋服の青山」のテレビCMにご出演いただきます。
　当日には、「洋服の青山」イメージキャラクターの武井咲さ
んも特別審査員として参加予定です。

「第1回美ジネスマン＆美ジネスウーマンコンテスト」に協賛

TOP ICS
トピックス

トピックス

　当社はこのほど、テレビCMなどのイメージキャラクターとし
て、元格闘家の須藤元気さん率いる７人組のダンスパフォー
マンスユニット「WORLD ORDER（ワールド オーダー）」を
起用しました。9月末から放送しているテレビCMのほか、チ
ラシや店頭タぺストリーなどにもご登場いただています。
　「WORLD ORDER」は、独創的な表現スタイルによる
ダンスパフォーマンスユニットとして世界を舞台に活躍し、高
い評価と注目を浴びています。メンバーの平均年齢も当社が
ターゲットとする30代を中心としたミドル世代。CMでは新商
品「パーツストレッチスーツ」を着用し、高い身体能力から
生まれるアクティブなダンスで商品イメージを強烈にアピールし
ています。

新イメージキャラクターに「WORLD ORDER」を起用

新イメージキャラクター「WORLD ORDER」

「洋服の青山」
イメージキャラクター
武井　咲さん

コンテストのポスター 01TOPICS

02TOPICS

03TOPICS

01TOPICS

02TOPICS

03TOPICS
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メンズスーツ

20,000円OFF
30,000円以上のメンズスーツ1着
お買い上げの場合　「洋服の青山」ではエコ活動の一環として、洋品類を含めたメンズビジネス商品やレ

ディス商品のアイテムを幅広く下取りする「下取りPOWER SALE」を実施しています。
従来スーツなどを対象としてきた下取りを拡大したもので、下取りした古着は「リユース」

「リサイクル」「リメイク」に幅広く活用します。
　国内大手の繊維リサイクル企業である「ファイバーシーディーエム」との提携により、
ウール製品以外の商品についても再利用が可能となりました。また、回収した衣類のほ
とんどを再利用するため、焼却処分した場合と比べてCO2の排出量を大幅に削減するこ
とができます。
　下取りさせていただく商品については、1アイテム当たり5点まで、他社商品でも構い
ません。下取りした際には、「洋服の青山」でのお買いものに使える割引クーポン券を
お渡ししています。

「下取りPOWER SALE」を開催

メンズ
ワイシャツ

500円OFF
3,990円以上のメン

ズワイシャツ

お買い上げの場合

メンズ
スラックス

1,000円OFF
5,000円以上のメンズスラックス1本
お買い上げの場合

メンズベルト

500円OFF
3,990円以上のメン

ズベルト

お買い上げの場合

メンズ
ネクタイ

500円OFF
3,990円以上のネクタイお買い上げの場合

メンズ
フォーマル

20,000円OFF30,000円以上のメンズフォーマル1着お買い上げの場合

メンズシューズ

2,000円OFF
9,900円以上のメンズスシューズ1足
お買い上げの場合

レディス商品

20％OFF
2,900円以上のレディス商品

お買い上げの場合

01TOPICS

02TOPICS

03TOPICS
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37度回転

Helvetica Neue LT Std
97 Black Condensed

（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 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㈱スーツ事業では、一都三県を中心とした着実な
出店、移転等を実施するなどマーケットシェア拡大を図るとと
もに、クールビズ商品の売上増加を図るため、テレビＣＭを
中心とした積極的な販促施策を実施しました。

  その結果、スーツやシャツ、スラックスなどクールビズ商品が
堅調に推移したことなどから、既存店売上高は前年同期比
100.9％となりました。

◦  スーツの販売着数は前年同期比103.9％の956千着、
スーツの平均販売単価は前年同期比99.4％の23,802円
となりました。

◦  これらの結果、売上高は前年同期比103.3％の711億90
百万円、セグメント利益は前年同期比130.5％の35億95
百万円となりました。
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37度回転
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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

㈱青山キャピタル

㈱アスコン

㈱青五

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

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㈱カジュアル・リユース事業の既存店売上
高は前年同期比102.6％となりました。

「その他」に含まれる各業態の店舗については、「リーバイスストア」を1店舗出店し、「セ
カンドストリート」を1店舗閉店しました。また、「アメリカンイーグルアウトフィッターズ」
を3店舗出店し、「焼肉きんぐ」を1店舗出店しました。
これらの結果、売上高は前年同期比276.4％の44億98百万円、セグメント損失は
56百万円（前年同期はセグメント損失1億61百万円）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。
店舗については、1店舗を出店し、非効率な4店舗を閉店した結果、平成24年8月末
の店舗数は129店舗となりました。
他業種を含めた他社との競争激化などから、売上高は前年同期比98.8％の82億42
百万円、セグメント利益は前年同期比95.0％の2億96百万円となりました。

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。
しかしながら、経済環境の悪化などにより、売上高は前年同期比94.9％の47億95
百万円、セグメント損失は1億2百万円（前年同期はセグメント利益5百万円）となり
ました。

平成24年8月末の「AOYAMAカード」の有効会員数は363万人、営業貸付残高は
368億27百万円となりました。
改正貸金業法等の影響などにより、売上高は前年同期比93.4％の16億23百万円、
一方で効率的な経費の使用に努めたことなどから、セグメント利益は前年同期比
513.8％の1億85百万円となりました。
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四半期連結貸借対照表（要約）

科 目

（単位：百万円）

連結財務諸表

第　期
（平成24年3月期） 

第　期
（平成24年9月第2四半期） 

〈資産の部〉
流動資産 159,704 170,767
　現金及び預金 35,241 37,318
　受取手形及び売掛金 7,862 14,846
　有価証券 28,496 33,158
　商品及び製品 44,769 41,546
　仕掛品 1,312 988
　原材料及び貯蔵品 534 799
　営業貸付金 36,827 38,000
　その他 4,924 4,406
　貸倒引当金 △264 △297
固定資産 160,084 166,481
　有形固定資産 92,877 90,676
　　建物及び構築物 53,882 53,156
　　土地 31,975 30,758
　　その他 7,018 6,761
　無形固定資産 3,208 2,743
　投資その他の資産 63,998 73,061
　　敷金及び保証金 26,841 27,691
　　その他 37,329 45,527
　　貸倒引当金 △172 △157
繰延資産 24 34
資産合計 319,812 337,283

〈負債の部〉
流動負債 46,236 60,370
　支払手形及び買掛金 16,679 19,171
　短期借入金 3,600 4,100
　未払法人税等 1,663 7,161
　賞与引当金 1,243 1,212
　その他 23,050 28,725
固定負債 43,758 43,394
　社債 22,000 22,000
　長期借入金 11,000 11,000
　退職給付引当金 3,669 3,631
　ポイント引当金 2,718 2,786
　その他 4,369 3,976
負債合計 89,995 103,764

〈純資産の部〉
株主資本 245,251 248,330
　資本金 62,504 62,504
　資本剰余金 62,941 62,942
　利益剰余金 135,473 135,132
　自己株式 △15,667 △12,249
その他の包括利益累計額 △17,658 △17,023
　その他有価証券評価差額金 △930 △79
　繰延ヘッジ損益 △2 10
　土地再評価差額金 △16,743 △16,953
　為替換算調整勘定 18 ─
新株予約権 394 421
少数株主持分 1,829 1,789
純資産合計 229,817 233,518
負債純資産合計 319,812 337,283

（注）金額は単位未満を切り捨てています。

流動資産

流動負債

1,597億４百万円（前連結会計年度末
比110億63百万円減）となりました。
主な要因は、現金及び預金が20億76
百万円、受取手形及び売掛金が69億
83百万円、有価証券が46億62百万
円、営業貸付金が11億72百万円それ
ぞれ減少しましたが、商品及び製品が
32億22百万円増加したことです。

462億36百万円（前連結会計年度末
比141億33百万円減）となりました。
主に、支払手形及び買掛金が24億92
百万円、短期借入金が５億円、未払法
人税等が54億97百万円、未払金が
47億２百万円それぞれ減少したことによ
ります。
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（注）金額は単位未満を切り捨てています。

四半期連結損益計算書（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。

第　期
（平成23年9月第2四半期） 

第　期
（平成24年9月第2四半期） 

売上高 88,925 83,875
　売上原価 39,051 37,804
　売上総利益 49,873 46,071
　販売費及び一般管理費 45,909 42,976
営業利益 3,964 3,095
営業外収益 1,124 1,146
　受取利息及び受取配当金 350 435
　デリバティブ評価益 119 ─
　不動産賃貸料 385 505
　その他 268 205
営業外費用 1,537 2,353
　支払利息 66 93
　デリバティブ評価損 ─ 43
　不動産賃貸原価 301 349
　為替差損 1,057 1,784
　その他 111 81
経常利益 3,551 1,888
特別利益 383 106
　固定資産売却益 0 106
　投資有価証券売却益 383 ─
特別損失 629 891
　固定資産除売却損 247 154
　減損損失 382 468
　投資有価証券評価損 ─ 269
税金等調整前四半期純利益 3,304 1,103
法人税等 1,426 569
少数株主損益調整前四半期純利益 1,877 534
少数株主利益 54 88
四半期純利益 1,823 445

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）

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 3,616 △1,486
投資活動によるキャッシュ・フロー 5,566 △1,077
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 5,262 △4,252
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 264 △118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 3,577 △6,934
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四半期末残高 26,164 20,392

第　期
（平成23年9月第2四半期） 

第　期
（平成24年9月第2四半期） 

営業利益

中核事業であります青山商事㈱スーツ事
業の既存店売上高が前年同期比100.9
％と堅調に推移したことや売上総利益率
が改 善したことなどから、 前 年 同 期 比
128.1％の39億64百万円となりました。

経常利益

営業外収益として「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益１億19百万円

（前年同期はデリバティブ評価損43百
万円）を、営業外費用として為替差損
10億57百万円（前年同期は為替差損
17億84百万円）を計上したことなどか
ら、経常利益は前年同期比188.0％の
35億51百万円となりました。
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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）

 〈資産の部〉

流動資産 114,590 125,674

固定資産 159,815 166,840

　有形固定資産 86,198 84,357

　無形固定資産 2,743 2,346

　投資その他の資産 70,874 80,135

資産合計 274,406 292,514

 〈負債の部〉

流動負債 35,255 50,010

固定負債 18,960 18,612

負債合計 54,216 68,622

 〈純資産の部〉

株主資本 237,267 240,301

　資本金 62,504 62,504

　資本剰余金 62,974 62,975

　利益剰余金 127,455 127,070

　自己株式 △15,667 △12,249

評価・換算差額等 △17,472 △16,831

　その他有価証券評価差額金 △931 △80

　土地再評価差額金 △16,540 △16,751

新株予約権 394 421

純資産合計 220,190 223,891

負債純資産合計 274,406 292,514

個別財務諸表

売上高 72,033 70,126

売上原価 29,184 28,857

　売上総利益 42,848 41,269

     販売費及び一般管理費 39,380 38,790

営業利益 3,468 2,478

　営業外収益 1,567 1,464

　営業外費用 1,637 2,294

経常利益 3,397 1,647

　特別利益 383 106

　特別損失 570 899

税引前四半期純利益 3,209 855

法人税等 1,342 399

四半期純利益 1,867 456

（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。

第　期
（平成24年3月期） 

第　期
（平成23年9月第2四半期） 

第　期
（平成24年9月第2四半期） 

第　期
（平成24年9月第2四半期） 
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「Team AOYAMA Eco Project」
皆様とともに環境保護を

　当社は、国内大手の繊維リサイクル業者であり、国内最大規模のリサイクル処理システムを持つファイバーシーディーエ
ム㈱と業務提携し、営業店の下取りセールを通してお客様から回収されたスーツや洋品類などを「リサイクル」「リメイク」「リ
ユース」することにより資源の再利用に努めております。
　回収した衣類は「リサイクル」として、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に利用されるもの、厳し
い自主基準によりリメイク古着に加工されるもの、国内外でリユースされるものに分けられ、再利用されます。
　このように、回収した衣料のほとんどを再利用するため、焼却処分した場合と比べて、CO2の排出を大幅に削減すること
ができます。

　当社は、昨年より各電力会社の節電要請に対し、47都道府県すべ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」をはじめ全業態で店内照明の間引きや空調温度設定などの節電を年間通じて実施
してきました。
　また、東京電力管内と東北電力管内の「洋服の青山」を皮切りに全国の「洋服の青山」で、省エネ効果に優れた新
たな空調設備の導入をすすめるとともに、「ザ・スーツカンパニー」渋谷店などLED導入店舗についても随時広げていきた
いと考えております。

　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。

当社は全社を挙げて、環境保護活動「Team AOYAMA Eco Project」を推進しており、
産地やメーカー、スタッフ、店舗、そしてお客様とひとつになって、次のような活動に取り組んでいます。

社会・環境活動

下取りアイテム拡大によるエコ推進

節電に積極対応

カーボンオフセット付きスーツを販売
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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
3,603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
824店舗

会社データ

会社概要 役員の状況（平成24年9月30日現在） （平成24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

【 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24年9月30日現在で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. 新業態「ブルー エ グリージオ」（平成24年9月30日現在で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。

3. 「セカンドストリート」（平成24年9月30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。

４．「ジャンブルストア」（平成24年9月30日現在で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24年9月30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

33/1

60/1

関東
220/25/4

中部
132/4/6

136/8/17

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

（平成24年9月30日現在）

（平成24年9月30日現在）

(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5,812千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。

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

：
：
：

：
：

：

：

：

：

：

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
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
〒183-8701　東京都府中市日鋼町1番10
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
フリーダイヤル　0120-176-417
※平成25年1月より郵便物送付先・電話照会先が変更
となります。
〒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

「洋服の青山（中国、台湾含む）」「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」「ブルー エ グリージオ」

「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、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。

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

上場証券取引所： 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）

電 話 照 会 先

郵便物送付先

インターネットホームページURL

発行可能株式総数 174 ,641,100株
株主総数 8 ,451名
発行済株式数 67,394 ,016株
自己株式数 5 ,812 ,902株 (8 .6%)

株主名 所有株数（千株） 議決権比率（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 4,748 7.7
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 3,639 5.9
㈲青山物産 3,541 5.8
青山 理 2,012 3.3
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口9） 1,675 2.7 
MELLON BANK,N.A. AS AGENT FOR ITS CLIENT 
MELLON OMNIBUS US PENSION 1,607 2.6

CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 1,396 2.3
青山 澄子 1,261 2.0
THE BANK OF NEW YORK,
TREATY JASDEC ACCOUNT 1,169 1.9 
星野商事㈲ 1,001 1.6
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［証券コード：8219］

第49期中間株主通信
平成24年4月1日から平成24年9月30日まで

「PERFECT就活」キャンペーンをオンラインでも展開

http://store.y-aoyama.jp/c/campaign/recruit2012_mens.html?lc=rectangle

人間の動きと繊維工学に
基づき、上着とパンツで異
なる伸び方向を実現。

締めつけ感のない適度な
伸縮性。抜群のフィット感
で就活を快適に。

ショートな着丈で躍動感と
脚長効果をサポート。

シャツやネクタイからバッグ、
名刺入れまで、就活に欠か
せないアイテムを一堂に。

パーツ
ストレッチスーツ

次世代
ストレッチスーツ

次世代
スタイリッシュスーツ 必須アイテム

　就職活動に励む学生さんに最新のスーツをお届けする
「PERFECT就活」キャンペーンが、当社「洋服の青山
オンラインストア」で開催中です。高度なストレッチ性能
で流行の細身シルエットと動きやすさを両立した「パーツス
トレッチ」をはじめ、進化した就活スーツやシャツ、ネクタ
イからバッグ、名刺入れまで各種アイテムを豊富に取り揃
えています。また、自分に合った最適なスーツや各アイテ
ムを選ぶポイントや着こなしのチェックポイントなど就活を
成功に導くための様々なコンテンツも用意しました。
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