
［証券コード：8219］

第50期中間株主通信
平成25年4月1日から平成25年9月30日まで

当社はこのほど、人気取り扱いブランド「PERSON’S FOR MEN」のブ
ランドサイトを立ち上げました。ブランドコンセプトや商品の詳細、オンライン
販売までを網羅しています。

スーツ上着の内側にあるQRコー
ドをスマートフォンで読み込む
と、お役立ち情報満載の専用
サ イト「PERSON'S CLUB」
に簡単にアクセスできます。ス
マートフォン時代に対応した、
業界初の試みです。

■ TOP PAGE トップページ

■ 上着のQRコードで
　専用サイトへ直結

■ SUITS DETAILS スーツの機能 ■ LINE UP ラインアップ

　タイトなシルエットの一方で、伸縮性を
高めることで快適な着心地を実現したとい
う商品特性や、「『男らしく』ではなく『自
分らしく』」というブランドテーマなどを紹介。

　細部へのこだわりや上着のシルエッ
トの特徴、体型別のサイズの調べ方な
どを紹介。

　「洋服の青山オンラインストア」の
商品取り扱いページへワンクリックでジ
ャンプ。

「PERSON’S FOR MEN」
ブランドサイトを開設
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3期連続の増収増益を目指して
　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は、紳士服販売事業において、
積極的な出店を実施しマーケットシェア拡大を図ったものの、主力のスー
ツが低調に推移したことなどから、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、当社グループは、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。
　また、青山商事は来年5月6日に創業50周年を迎えます。そのテー
マであります「スーツに進化を。」の言葉どおり、これまで実践してき
た進化の姿勢はそのままに、次の50年もさらに業界をリードし、切り
拓いていく存在でありたいと考えております。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
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一都三県戦略の推進と創業50周年の記念施策を実施

自己株式取得及び消却を実施

上半期の業績と
下半期の見通しに
ついて教えてください。

自己株式取得及び
消却について
教えてください。

　当上半期の当社グループの業
績は、 売 上 高が 前 年 同 期 比
100.7％の895億68百万円、
営業利益は前年同期比91.7％
の36億35百万円となりました。
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25年4月より、「夏テ
クスーツ」、「夏テクシャツ」といったクールビズ商品の機能性を訴
求した販促をテレビＣＭを中心に実施するなど、スーツやクールビ
ズ商品の売上増を図るための施策を実施しましたが、スーツなどが
低調に推移したことなどから、当上半期まで（4月～9月）のスーツ
事業の既存店売上高は前年同期比97.7％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91.1％の871千着、平均販売単価は前年同期比

　経営環境の変化に対応した機
動的な資本政策の遂行及び株主
価値向上を目的として、平成26
年11月8日開催の取締役会にお
いて、50万株を上限とした自己
株式取得を決議しました。発行
済株式総数に対する割合は0.74
％で、株式の取得価額の総額は

15億円を上限としています。取得期間については平成25年11月
12日から平成25年12月13日までを予定しています。
　同時に発行済株式総数の8.90％の割合となる600万株の自己
株式の消却も決議し平成25年11月15日に消却する予定です。

105.2％の25,034円となりました。
　店舗につきましては、当上半期まで（4月～9月）
に「洋服の青山」において8店舗を出店（内2店舗
は移転）し、「ユニバーサル ランゲージ」において
は初のアウトレット店を含む2店舗を出店、「ブルー エ 
グリージオ」は1店舗を出店しました。
　下半期の見通しにつきましては、輸出企業を中心
に緩やかな景気回復の兆候がみられるものの、世界
景気の下振れ懸念などから、依然として先行き不透
明な状況が続くと予想されます。
　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、引き続き一都三県を中心と
した出店、移転等を実施しマーケットシェア拡大を図
るとともに、「洋服の青山」において創業50周年
の記念セールを実施するなど積極的に売上増加施
策を行っていきます。

「洋服の青山」橋本店
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当社の業態とポジション

［前年同期比5店舗増］

［前年同期比4店舗増］

［前年同期比増減なし］

［前年同期比増減なし］

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

752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

4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

7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
　　6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。

［4店舗出店］
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「洋服の青山」
新宿西口店をオープン

オープニングイベントには、当社イメージキャラクターの佐々木希さん
やWORLD ORDERの皆さんも参加

　当社はこの上半期、一都三県を中心に「洋服の青山」の出店を進める一方で、
「ザ・スーツカンパニー（TSC）」の増床リニューアルなどにも取り組みました。

新宿ドミナント戦略が進展、
銀座には新大型店舗も

「洋服の青山」新宿西口店

　当社は5月、東京・新宿駅西口の商業ビルに「洋服の青山」新
宿西口店を開店しました。日本を代表する消費マーケットである新宿に
おいて「洋服の青山」では新宿東口店に続く2店舗目、「TSC」な
ど含めると6店舗目となり新宿駅前をドミナント化することにより、この
大市場における販売力をさらに高めます。
　同店は、池袋東口総本店や銀座本店などに続く5店舗目の“都心
旗艦店”。新たにオープンした注目の商業ビル「110ビル」の1階か
ら3階を使用しており、総面積は約1,134㎡。うち3階部分はレディス
専門フロアとなっています。ゆったりとショッピングをお楽しみいただける
よう、スペースや内装にはゆとりを持たせてあり、商品もスーツ約
1,600着、ジャケット、スラックス、靴やカバンなどのビジネス洋品ま
で豊富に取り揃えました。
　当社では現在、若者の“車離れ現象”や住宅の都心回帰に対応
するため、銀座本店や渋谷駅前総本店、池袋東口総本店などの駅
前旗艦店や三軒茶屋北口店などの駅前小型店といった集客しやすい
駅前立地への出店を強化し
ています。今後もこうした消
費者ニーズに合致した的確
な店舗展開を実践しさらなる
マーケットシェア拡大を図っ
ていきたいと考えています。
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　当社は9月、TSC銀座数寄屋橋店を増床。「銀座本店」に名称を改め、
リニューアルオープンしました。
　銀座本店の総面積は、従来の約2倍の約937㎡。売場を二階建てに
増床し、TSC新宿本店と並ぶ都内最大級の店舗に生まれ変わりました。
　この店舗から新たに展開を始めるのが、レディス新ブランド「Littlechic

（リトルシック）」。仕事を持ち働く女性に向けて、シンプル＆ベーシックなア
イテムを中心に展開する、こだわりのオフィスウェアブランドです。メンズク
ロージングで培った技術をベースに、物づくり品質とファッショントレンド性と
を両立させました。
　また、メンズでは、今までの1.5倍に当たる約2,100着のスーツを取り
揃えたほか、さまざまなオケージョンに対応できるよう、フォーマルアイテム
を集積したコーナーを新設しました。ビジネスカジュアルも、単品ジャケット
やパンツを中心に充実した品揃えとなっています。

「ザ・スーツカンパニー」の
旗艦店 銀座本店が誕生

「ザ・スーツカンパニー（TSC）」銀座本店　メンズフロア

「ザ・スーツカンパニー（TSC）」銀座本店
リトルシック

「ザ・スーツカンパニー（TSC）」
銀座本店
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　当社は7月、セレクトショップ業態「ユニバーサル ランゲージ（UL）」初の
単独アウトレット店を、滋賀県蒲生郡の三井アウトレットパーク滋賀竜王内に
オープンしました。全てのアイテムを、通常店舗表示価格の20%～70%オフ
の特別価格でご提供しています。
　好評を博している東京・上野の「ザ・スーツカンパニー（TSC） SPA 
OUTLET」上野店に続く、当社2店目のアウトレット店です。三井アウトレッ
トパーク滋賀竜王は、京滋エリア初かつ関西最大級の人気アウトレットモール
で、関西広域圏からの幅広い集客が見込めることから、当該施設への出店
を決めました。
　ULでは、デザインや素材、縫製にこだわったオリジナルアイテムに加え、
海外デザイナー・セレクトショップとのコラボレーションアイテムを、30代～40
代の都会派の大人をターゲットに展開しています。今回のアウトレット店出店
により、既存店への充実した新商品投入や商品鮮度の維持が可能となるほ
か、関西でのブランド認知度向上も期待できます。

　当社が国内でフランチャイズ展開
を進めている米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」の店舗が9月末で7店舗まで拡
大しました。この上半期には横浜
市・みなとみらいの商業施設「ク
イーンズスクエア横浜」に新店をオー
プンしたほか、滋賀県蒲生郡のアウ
トレットモール　三井アウトレットパー
ク滋賀竜王内に初のアウトレット店
を出店しています。
　また、この夏から新たに、独自の
オンラインストアも開設。メンズ・レ
ディスのさまざまなアイテムを、一部
お値打ち価格で販売中です。

「ユニバーサル ランゲージ」
初のアウトレット店を出店

「アメリカンイーグル アウトフィッターズ」が順調に拡大

アメリカンイーグル　オンラインストア
http://www.aeo.jp/

「ユニバーサル ランゲージ アウトレット」滋賀竜王店

三井アウトレットパーク滋賀竜王店

クイーンズスクエア横浜店
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　当社は創業50周年記念企画の第一弾として、イタリア高級ブランド「HILTON」
のハンドメイド仕様のスーツを10月より限定1万着で販売開始しました。
　最高級生地「Super130’s」などを用いた上質な素材、流暢なシルエット、
細部にまで行き届いた丁寧な仕立てなどに加え、衿、肩、袖などの主要パーツを
１着ずつ丁寧に手仕事で仕上げています。これにより、ミシンメイド（ミシンを使
った縫製）では味わえない、オーダーメイドのように体に馴染みやすく柔らかな着
心地を実現しました。

50周年企画 第一弾は
「HILTON」のハンドメイド仕様

　当社は創業50周年の記念施策開始を告げる一面広告を
10月、日本経済新聞、朝日新聞、読売新聞の3紙に出稿
しました。
　「世界一、働く服。」というキャッチコピーと、当社イメー
ジキャラクターのダンスパフォーマンスユニット「WORLD 
ORDER」がスーツ姿で力強く闊歩する写真とを組み合わせ、
創業50周年記念ロゴを添えました。
　「洋服の青山」のスーツは販売数量が世界一であること
や、それを支えているのは「価格以上の価値」であることな
どを訴求しています。

50周年記念の新聞広告を
主要各紙に掲載
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SC向けの新業態「NEXT BLUE」を来春出店

　当社は創業50周年記念企画の一環として、20代～30代の働く女性のための
スーツブランド「ANCHOR WOMAN（アンカーウーマン）」を新たに立ち上げま
した。全国の「洋服の青山」と「洋服の青山オンラインストア」で販売しています。
　知的でおしゃれな、働く女性の憧れの象徴「女性キャスター」をイメージした商
品で、人気キャスターの小林麻耶さん、美馬怜子さん、寺田ちひろさんをイメージ
キャラクターとして迎え、商品のプロデュースにも携わっていただきました。
　人気ブランドの「Miss JUNKO」、「PERSON’S」とコラボレーションをし、
マニッシュ、フェミニン、フェミニンエレガントの3タイプを展開。シーンや気分に合
わせて、ジャケット、スカート、パンツ、シャツ・ブラウス、コートのコーディネートを
お楽しみいただけます。

　当社は来春、「洋服の青山」「ザ・スーツカンパニー（TSC）」などに続
くスーツ事業の新業態「NEXT BLUE（ネクストブルー）」を立ち上げます。
出店先は主に商業施設（SC）で、メインターゲットは30歳代の男女です。
　コンセプトは「進化するオフィスウェア」。メンテナンスフリーを好むビジネ
スパーソンが求める商品を中心に企画を行います。20歳代がターゲットの
TSCで培ったトレンド性は維持しながらも、原則として取扱い全アイテムに

「機能性」を付加。購入前の楽しさと、機能による着用後の満足感を両
立させ、高いリピート率を実現させます。また、SCにおける女性比率の高
さを鑑み、売場構成の40％程度をレディスとする方針です。

働く女性のためのブランド
「ANCHOR WOMAN」を立ち上げ
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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 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(株)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、移転等を実施するなどマーケットシェア拡大を図
りました。
「夏テクスーツ」、「夏テクシャツ」といったクールビズ商品の機
能性を訴求した販促をテレビCMを中心に実施するなど、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
が、スーツなどが低調に推移したことなどから、当上半期まで（４
月～９月）のスーツ事業の既存店売上高は前年同期比97.7％
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91.1％の871千着、スーツの平均販売単価は前年
同期比105.2％の25,034円となりました。
以上の結果、紳士服販売事業の売上高は前年同期比99.0％
の704億63百万円、セグメント利益は前年同期比85.8％の
30億82百万円となりました。
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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

㈱青山キャピタルカード事業

㈱青五雑貨販売事業
当上半期まで（３月～８月）に２店舗を出店し、非効率な３店舗を閉店したため、平成
25年８月末の店舗数は130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97.6％の80億46
百万円、セグメント利益は前年同期比86.6％の２億57百万円となりました。

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(株)カジュアル・リユース事業の当上半期まで（４月～９月）の既存店売上
高は、前年同期比97.8％でした。
(株)イーグルリテイリングにおいて、「アメリカンイーグルアウトフィッターズ」を２店舗出
店しました。
以上の結果、その他の事業全体では、売上高は前年同期比129.1％の58億９百万
円、セグメント損失は２億45百万円（前年同期はセグメント損失56百万円）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。
既存取引先の受注増などにより、売上高は前年同期比105.2％の50億45百万円、
セグメント利益は78百万円（前年同期はセグメント損失１億２百万円）となりました。

平成25年８月末現在の「ＡＯＹＡＭＡカード」の有効会員数は367万人となりました。
改正貸金業法等の影響などある中、売上高は前年同期比111.7％の18億13百万
円、セグメント利益は前年同期比220.1％の４億７百万円となりました。
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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

（注）金額は単位未満を切り捨てています。

　
（平成25年9月第2四半期）

第 期

〈資産の部〉
流動資産 166,281 185,437
　現金及び預金 31,705 40,306
　受取手形及び売掛金 7,503 14,126
　有価証券 28,713 44,195
　商品及び製品 46,694 41,693
　仕掛品 1,519 1,137
　原材料及び貯蔵品 632 520
　営業貸付金 42,533 38,743
　その他 7,236 4,964
　貸倒引当金 △257 △249
固定資産 159,470 158,922
　有形固定資産 95,830 92,417
　　建物及び構築物 52,478 52,135
　　土地 34,795 33,098
　　その他 8,556 7,183
　無形固定資産 3,192 3,145
　投資その他の資産 60,447 63,358
　　敷金及び保証金 25,583 26,350
　　その他 34,963 37,109
　　貸倒引当金 △100 △101
繰延資産 92 13
資産合計 325,843 344,373

〈負債の部〉
流動負債 69,046 83,969
　支払手形及び買掛金 16,847 19,981
　短期借入金 8,500 14,100
　1年内償還予定の社債 22,000 13,000
　未払法人税等 2,090 9,149
　賞与引当金 1,328 1,335
　その他 18,280 26,403
固定負債 17,364 20,376
　社債 6,000 9,000
　退職給付引当金 3,809 3,726
　ポイント引当金 2,785 2,854
　その他 4,769 4,795
負債合計 86,411 104,346

〈純資産の部〉
株主資本 251,647 252,679
　資本金 62,504 62,504
　資本剰余金 62,526 62,890
　利益剰余金 144,537 144,757
　自己株式 △17,920 △17,472
その他の包括利益累計額 △14,472 △15,030
　その他有価証券評価差額金 1,684 1,326
　繰延ヘッジ損益 △1 △1
　土地再評価差額金 △16,459 △16,459
　為替換算調整勘定 304 104
新株予約権 122 394
少数株主持分 2,134 1,984
純資産合計 239,432 240,027
負債純資産合計 325,843 344,373

　
（平成25年3月期） 

第 期流動資産

1,662億81百万円（前連結会計年度
末比191億56百万円減）となりました。
主に、商品及び製品が50億円、営業
貸付金が37億90百万円、前払費用が
23億15百万円それぞれ増加した一方、
現金及び預金が86億円、受取手形及
び売掛金が66億23百万円、有価証券
が154億81百万円それぞれ減少したこ
とによるものです。

流動負債

690億46百万円（前連結会計年度末
比149億22百万円減）となりました。
主に、1年内償還予定の社債が90億
円増加した一方、支払手形及び買掛金
が31億33百万円、未払法人税等が
70億59百万円、短期借入金が56億
円、未払金が62億94百万円それぞれ
減少したことによるものです。

純資産

2,394億32百万円（前連結会計年度
末比５億94百万円減）となりました。主
に、自己株式による減少額が４億47百
万円増加したこと及び新株予約権が２
億71百万円減少したことによるもので
す。

010_0009801602512.indd   13 2013/11/12   10:39:15



（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25年9月第2四半期） 

第　期
（平成24年9月第2四半期） 

売上高 89,568 88,925
　売上原価 38,545 39,051
　売上総利益 51,022 49,873
　販売費及び一般管理費 47,387 45,909
営業利益 3,635 3,964
営業外収益 1,389 1,124
　受取利息及び受取配当金 252 350
　デリバティブ評価益 463 119
　不動産賃貸料 450 385
　為替差益 64 ─
　その他 159 268
営業外費用 412 1,537
　支払利息 66 66
　不動産賃貸原価 305 301
　為替差損 ─ 1,057
　その他 41 111
経常利益 4,611 3,551
特別利益 10 383
　固定資産売却益 10 0
　投資有価証券売却益 ─ 383
特別損失 211 629
　固定資産除売却損 39 247
　減損損失 171 382
税金等調整前四半期純利益 4,410 3,304
法人税等 1,843 1,426
少数株主損益調整前四半期純利益 2,567 1,877
少数株主利益 91 54
四半期純利益 2,475 1,823

四半期連結キャッシュ・フロー計算書（要約） （単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 17,115 △ 3,616
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,637 5,566
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,601 △ 5,262
現金及び現金同等物に係る換算差額 78 △ 264
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 25,275 △ 3,577
現金及び現金同等物の期首残高 42,035 29,741
現金及び現金同等物の四半期末残高 16,759 26,164

科 目 第　期
（平成25年9月第2四半期） 

第　期
（平成24年9月第2四半期） 

営業活動によるキャッシュ・フロー

前年同期と比べ、134億98百万円減少
し、171億15百万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18億43百万円、営業貸付
金の増加額が49億63百万円、未払消
費税の減少額が5億75百万円、デリバテ
ィブ評価益が3億43百万円、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43
億26百万円それぞれ増加したことによるも
のです。一方、資金の増加の主な要因
は、税金等調整前四半期純利益が11億
6百万円増加したことによるものです。

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４億63百万円

（前年同期はデリバティブ評価益１億19
百万円）、為替差益64百万円（前年
同期は為替差損10億57百万円）を計
上したことなどから、前年同期比129.9
％の46億11百万円となりました。

四半期純利益

特別損失として減損損失１億71百万円
（前年同期は3億82百万円）、固定資
産除売却損39百万円（前年同期は2
億47百万円）を計上した結果、四半期
純利益は前年同期比135.8％の24億
75百万円となりました。
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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 121,966 141,086

固定資産 157,938 158,147

　有形固定資産 86,815 85,092

　無形固定資産 2,601 2,704

　投資その他の資産 68,520 70,350

資産合計 279,904 299,234

 〈負債の部〉

流動負債 40,318 58,654

固定負債 10,442 10,431

負債合計 50,760 69,086

 〈純資産の部〉

株主資本 243,597 244,686

　資本金 62,504 62,504

　資本剰余金 62,526 62,923

　利益剰余金 136,487 136,730

　自己株式 △17,920 △17,472

評価・換算差額等 △14,575 △14,932

　その他有価証券評価差額金 1,681 1,324

　土地再評価差額金 △16,257 △16,257

新株予約権 122 394

純資産合計 229,144 230,147

負債純資産合計 279,904 299,234

個別財務諸表

売上高 71,552 72,033

売上原価 28,662 29,184

　売上総利益 42,890 42,848

     販売費及び一般管理費 40,124 39,380

営業利益 2,765 3,468

　営業外収益 2,223 1,567

　営業外費用 818 1,637

経常利益 4,170 3,397

　特別利益 0 383

　特別損失 86 570

税引前四半期純利益 4,083 3,209

法人税等 1,665 1,342

四半期純利益 2,418 1,867

（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9月第2四半期）

第 期 　
（平成25年9月第2四半期）

第 期　
（平成25年3月期） 

第 期 　
（平成24年9月第2四半期）

第 期
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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進める
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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
3,550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
838店

会社データ

会社概要 役員の状況（平成25年9月30日現在） （平成25年9月30日現在）

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

営 業 店 舗 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）※は社外取締役であります。

（注）※は社外監査役であります。

【 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9月30日現在7店舗（北海道1店舗、東京都2店

舗、神奈川県2店舗、滋賀県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9月30日現在4店舗（神奈川県3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25年9月30日現在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25年9月30日現在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。

5.「リーバイスストア」（平成25年9月30日現在6店舗（東京都2店舗、神
奈川県1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
227/29/5

中部
132/4/6

134/10/18

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9月30日現在）

（平成25年9月30日現在）

発行可能株式総数
株主総数
発行済株式総数
自己株式数

（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、当中間期末日における発行済株式総数（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6,804千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」、「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」にてご利用いただけます。なお、各
オンラインショップ及びアウトレット業態ではご利用いただけません。

取扱い店舗

上場証券取引所： 東京証券取引所（市場第一部）

インターネットホームページURL

5.84
5.47
5.43
3.31
3.03

2.65

2.52

2.45
2.30
2.08

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
7,528名

67,394 ,016株
6,804 ,616株 （10.09%）

㈲青山物産
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）
青山 理
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口9）
THE CHASE MANHATTAN BANK，N．A． LONDON　
SECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT
THE BANK OF NEW YORK,
TREATY JASDEC ACCOUNT
MELLON BANK, N.A. AS AGENT FOR ITS CLIENT 
MELLON OMNIBUS US PENSION
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
青山 澄子

3,541 
3,316 
3,292 
2,007 
1,839 

1,608 

1,527 

1,484 
1,396 
1,261 
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