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青山商事グループは、経営環境が厳しさ

を増す中、2004年3月期の連結決算で売

上高1,864億円（前期比5.9％増）、経常

利益173億76百万円（前期比30.9％増）、

当期純利益83億17百万円（前期比

30.1％増）と3期連続で増収増益を達成

しました。

平成16年3月期のハイライト

3期連続で増収増益を達成

01

既存店の強化と出店を積極展開

02

「洋服の青山」を中心に、積極的に新規

出店やリニューアルを行い、市場シェア

の拡大を図りました。半額割引やクーポ

ン割引などの価格訴求の販促を実施す

るとともに、高級ブランド「サビルロウ」な

どハイグレード商品の販売を強化し、利

益率の向上に努めました。

「キャラジャ」が回復軌道に

03

前期より、カジュアル衣料の「キャラジャ」

の立て直しに取り組み、不採算店の閉

鎖、既存店の活性化、組織改正による社

員の意識改革などにより、収益は回復基

調を辿っています。

顧客データを活用した

マーケティングを強化

04

より効率の高い販売戦略を構築するた

め、「AOYAMAカード」を中心とする顧

客データを活用したDMや、携帯電話の

インターネット機能を利用した販促活動を

展開し、集客力の向上に成果を上げて

います。

マイケル・オーウェン選手を

テレビCMキャラクターに起用

05

若者向けスーツ販促のメインキャラクター

として、サッカー英国代表でプレミアリー

グ得点王にも輝いたマイケル・オーウェン

選手を日本で初めてテレビCMに起用し

ました。就職活動や新成人などヤングマ

ーケットの一層のシェア拡大をねらいとし

ています。

第39期 第40期 対前期比
（前期） （当期）

売上高 176,075 186,400 5.9％

売上総利益 90,523 99,701 10.1％

営業利益 12,784 16,570 29.6％

経常利益 13,277 17,376 30.9％

当期純利益 6,392 8,317 30.1％

（単位：百万円）

●連結財務ハイライト



代表取締役社長　宮前省三

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、ご支援を賜り、厚く御礼申し

上げます。熾烈な販売競争が続く紳士服業界で、当社はNo.1企業として圧倒的なシェア

を確保するとともに、カード事業などグループ事業の育成・強化に邁進しております。

■ 各事業は順調

日本経済は、製造業を中心に回復基調にありますが、

小売業など非製造業では景気回復の実感がないの

が実状です。紳士服業界は、消費者マインドの冷え込

みに加え、長梅雨、冷夏などの天候不順や販売競争

の熾烈化により、厳しい環境が続きました。

こうした中にあって、当社グループの2004年3月期の

連結決算は、好業績を収めることができました。

主力の紳士服販売事業は、既存店活

性化を重点課題として取り組み、既存店

売上は2期連続で前年比プラスとなりまし

た。また、ハイグレード商品の販売などが

効を奏し、売上総利益率が改善されたこ

とは大きな成果であると受け止めていま

す。懸案事項であったカジュアル衣料「キ

ャラジャ」事業の再構築も進み、収益力

が回復してまいりました。連結子会社は、

カード事業が計画を上回る数値を達成したほか、雑貨

販売事業の売上も拡大しました。

■ 出店攻勢によるシェア拡大

今後を展望しますと、少子高齢化の進行によって紳

士服の主要ターゲットであるビジネス層は年々減少傾

向にあり、さらなる競争激化は避けられない状況です。

紳士服業界も企業再編が進み、市場寡占化のテンポ

はさらに加速するでしょう。

したがいまして、競争を勝ち抜くために

はシェア拡大が重要であり、出店数を増

やし、寡占化する市場でトップの位置を

盤石にしてまいる方針です。当社の未出

店地域は全国にまだ数多く残されており、

今春から秋冬商戦にかけて新規出店を

加速し、既存店の移転、建替も含め、店

舗投資を積極的に行ってまいります。
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●スーツ事業既存店の売上等の推移

出店攻勢によるシェア拡大で、

市場競争を勝ち抜きます。

1

To Our Shareholders株主の皆様へ
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また、顧客に支持される「商品力」も重要なポイント

です。そのため、お取引先との連携を強化し、品質・

価格の両面で競争力のある品揃えと市場創造型の商

品開発に注力してまいります。

■ 創立40周年を期にさらなる飛躍へ

当社は、企業倫理の重要性を深く認識し、経営の

健全性・透明性を高め、株主重視の経営を行うことを

最重点課題としています。

具体的には、取締役会は、毎月1回開催し、重要事

項の決議とともに業績の進捗状況の報告を行ってお

り、迅速かつ的確な意思決定を行っております。

また、常務以上の役員並びに監査役からなる常務

会を毎週開催し、取締役会付議議案の検討や情報の

共有化など意思疎通に重点を置いております。

また、当社は、監査役制度を採用しており、監査役

会は社外監査役3名を含んだ4名で構成されておりま

す。常時2名の常勤監査役が執務しており、取締役会、

常務会にはすべて出席し、客観的立場から取締役の

職務執行を監視できる体制となっております。また、昨

年9月には私を委員長とする「コンプライアンス委員会」

を設置し、法令遵守の徹底はもちろん、個人情報保護

の管理体制を強化いたしました。

株主の皆様に対しては、情報開示を充実する一方、

IR活動を通して得た貴重なご意見やアドバイス等を経

営にフィードバックしております。配当につきましては、継

続的な安定配当を基本方針としています。当期末は、

当社の創立40周年（本年5月）を記念し、普通配当35

円に記念配当5円を加え、1株当たり40円の配当を実

施いたしました。なお、平成17年3月期末の配当金に

つきましては、株主の皆様に引き続き報いるために平

成16年3月期に実施いたしました創立40周年記念配当

5円を普通配当に切り替え、1株当たり40円配当を実

施する予定です。今後も、業績向上を通して、株主価

値の最大化に全力を注いでまいります。

皆様におかれましては、当社グループにこれまで以

上のご理解、ご支援を賜りますよう、お願い申し上げ

ます。
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スーツ事業
「洋服の青山」
「青山スーツ工房」
「プラスエー・ザ・スーツ・アオヤマ」

スーツ事業
「ザ・スーツカンパニー」
「ザ・シャツカンパニー」

キャラジャ事業
「キャラジャ」

カード事業（青山キャピタル）

商業印刷事業（アスコン）

雑貨販売事業（青五）

【グループ会社】

Strategic Point of Businesses事業戦略ポイント

より良いものをより安く―お客様の最大の満足を最小のコストで提供

【青山商事】

【青山商事】

スーツ事業「洋服の青山」他

●引き続き既存店のリニューアルと積極的
な出店を推進し、マーケットシェアの拡大
を図る

●ブランドスーツなど高級品の販売に注力
するとともに、価格訴求力のある商品を適
宜投入し、来店客数の増加を図る

●顧客の定着化を促進するため、顧客デー
タを活用したCRMを推進し、マーケティン
グ、販売促進および品揃えの精度と効率
を高める

●携帯電話のインターネット機能を活用した
情報提供の拡大

スーツ事業「ザ・スーツカンパニー」他

●立地を厳選した新規出店と既存地方店の
再構築

●ウィメンズ商品の展開と携帯電話のイン
ターネット機能を活用した販売促進活動
の推進

キャラジャ事業「キャラジャ」

●店長への価格決定権の委譲と販売力の
強化

●「洋服の青山」のカジュアル部門と仕
入の一元化を推進

●レディースとキッズの商品構成の引き上げ

【グループ会社】

●自社の役割（青山商事のサポート）を踏ま
えた事業を推進し、グループ相互間の相
乗効果の最大化を目指す

カード事業（青山キャピタル）

●安定した収益体制の確立
●青山商事の販売促進活動の支援

商業印刷事業（アスコン）

●ドラックストア、ホームセンターなど新規顧
客の開拓を積極化し、グループ会社以外
からの受注拡大

雑貨販売事業（青五）

●青山商事の店舗戦略のバックアップ
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Review of Operations事業の概況

当部門の売上高は、1,395億55百万円（前期比5.7％増）

となりました。

主力業態であります「洋服の青山」では、半額割引や

クーポン割引などの価格訴求の販促を実施するとともに、

サビルロウなどのハイグレード商品の販売も強化いたしま

した。広告宣伝においては、顧客データを活用した対象

層別DMや若者向けCMにマイケル・オーウェン（イングラン

ドのプロサッカー選手）

を起用する等、きめ細

かなマーケティング戦略

を実施いたしました。

「ザ・スーツカンパニ

ー」では、最高のロケー

ションで高品質なハイ

ファッションを低価格で

提供するという思い切

ったマーケティング戦略

が支持され、当初の目標であり

ました“売上高3年で100億円”を

達成できました。また、さらなる

収益の拡大を目指しウィメンズの

取扱を開始いたしました。

この結果、スーツ事業の既存

店においては、客単価は若干低下いたしましたが、来店

客数が前期比1.0％の増加となり、売上高は、前期比

0.2％の増加となりました。

主力アイテムでありますスーツの平均販売単価は、ハイ

グレード商品の販売に注力したこともあり、24,275円（前

期比1.1％増）となりました。スーツの販売着数は、営業努

力の結果、過去最高の226万4千着（前期比8.7％増）とな

りました。

来期につきましても、マーケットシェアのさらなる拡大を

目指し、店舗、商品開発、販促等あらゆる面で競合店を

圧倒する様 な々施策を実行してまいります。
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「ザ・スーツカンパニー」を中心に、

“お客様の最大のご満足を最小の

コストで提供する”ことをモットー

に事業展開しています。当期も積

極的な出店、リニューアルを行うと

ともに、顧客データベースをフル

に活用したDMなどの来店促進策

が実を結び、増収を確保すること

ができました。

紳士服販売�
81.6%

●売上高構成比率（第40期）

●紳士服販売事業の売上高推移

第37期 第38期 第39期 第40期
平成１3年3月期 平成14年3月期 平成15年3月期 平成16年3月期

売上高 142,517 139,248 147,327 152,124
営業利益 6,874 7,131 10,244 13,134
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（単位：百万円）

「ザ・スーツカンパニー」新橋内幸町店

●紳士服販売事業の売上高・営業利益の推移
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当部門の売上高は平成15年3月期に31店舗の閉店

を実施したこともあり、125億68百万円（前期比17.6％

減）となりました。

営業面では、店長への権限委譲を図り販売力を強

化するとともに、商品面では、「洋服の青山」の大量仕入

の強みを生かすため仕入を一元化し、コスト低減を図る

とともに「洋服の青山」と「キャラジャ」の商品交流を行う

ことで、ロスの排除など

を実施いたしました。

今までに実施した改革

が着実に実を結んでき

ております。

キャラジャ事業

店舗リニューアル

「洋服の青山」では店舗の鮮
度を保つため、定期的なリ
ニューアルを実施していま
す。リニューアル箇所は、
店舗の外壁や看板の改装
（写真：荒川沖店）、店内の
床や天井の張り替え、什器
の入れ換え（写真：四日市店）
が中心です。
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●キャラジャ事業既存店売上等の推移

荒川沖店（茨城県） 四日市店（三重県）

After

Before

After

Before

科目 第37期 第38期 第39期 第40期
平成13年3月期 平成14年3月期 平成15年3月期 平成16年3月期

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

スーツ事業 128,513 90.2 122,749 88.2 132,068 89.6 139,555 91.7

キャラジャ事業 14,003 9.8 16,499 11.8 15,258 10.4 12,568 8.3

合計 142,517 100.0 139,248 100.0 147,327 100.0 152,124 100.0

スーツ・スリーピース・中衣料 54,073 38.0 51,012 36.7 53,153 36.1 55,617 36.5

ジャケット 7,445 5.2 7,203 5.2 7,550 5.1 7,547 5.0

スラックス 8,737 6.1 8,282 5.9 8,717 5.9 8,722 5.7

コート 2,716 1.9 2,375 1.7 2,367 1.6 4,041 2.7

礼服 19,188 13.5 19,121 13.7 20,048 13.6 18,793 12.3

洋品類その他 36,351 25.5 34,753 25.0 40,241 27.3 44,835 29.5

キャラジャ 14,003 9.8 16,499 11.8 15,258 10.4 12,568 8.3

合計 142,517 100.0 139,248 100.0 147,327 100.0 152,124 100.0

（単位：金額は百万円、構成比は％）

部門別売上高の推移

商品別売上高の推移

（注）金額は単位未満を切捨てています。

（注）金額は単位未満を切捨てています。
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地域別店舗数（平成16年3月末現在）

（単位：店）

店舗数の推移

第37期 第38期 第39期 第40期
平成13年3月末 平成14年3月末 平成15年3月末 平成16年3月末

洋服の青山 613 574 583 609
青山スーツ工房 ― 31 31 26
ザ・スーツカンパニー 4 15 19 24
キャラジャ 92 112 88 85
合計 709 732 721 744
（注）1．「プラスエー・ザ・スーツ・アオヤマ」（平成16年3月末で1店舗（岡山県））は、「洋服の青山」に

含めております。
2．「ザ・シャツカンパニー」（平成16年3月末で2店舗（東京都・埼玉県））は、「ザ・スーツカンパニ
ー」に含めております。

■ 店舗の状況
厳しさを増す市場環境をシェアアップのチャンスとと

らえ、当期も積極的に出店や移転・建替、リニューア

ルを実施し、当期中に、25店舗を出店、12店舗を移

転し1店舗を建替えるとともに、149店舗をリニューア

ルいたしました。

また、「青山ス

ーツ工房」の5店

舗を「洋服の青山」

に変更する一方、

「洋服の青山」4

店舗を閉店いた

しました。

「ザ・スーツカンパニー」はシャツ専門店を含めて5

店舗出店し、1店舗を移転するとともに、13店舗をリ

ニューアルいたしました。

「キャラジャ」につきましては、非効率な3店舗を閉

鎖するとともに、60店舗をリニューアルいたしました。

今後の店舗政策につきましては、「洋服の青山」を

中心に一店一店の収益性と効率性及び地域性を重

視した出店、店舗運営を実施してまいります。また、

既存店のリニューアルや移転を積極的に行い、魅力

ある店舗の開発に注力し、来店客数の増加と売上拡

大に結びつけていきます。

事業の概況

平成16年4月にオープンした久留米合川店（福岡県）

北海道

東北

関東

中部
113/1/11

近畿

167/14/9

20/12

上海

台湾
4

青山スーツ工房

洋服の青山

ザ・スーツカンパニー

キャラジャ

40/14/1/7

中国
47/3/9

115/3/32

82/2/14
九州

25/3
四国

3
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ＡＯＹＡＭＡニュース

東レが開発した、竹が原料の「バンブー繊維」を使

用した植物再生繊維複合素材「爽竹」をメンズスーツ

で初めて商品化しました。

「爽竹」は、吸放湿性や抗菌、防臭効果など竹のも

つ機能を生かした新しい繊維です。これをスーツ素材

に用いることで、�ムレにくく爽やか

な着心地、�優れた抗菌・防臭性に

よる清潔感、�ソフトな風合いと快

適な肌触りを実現しました。また、一

度伐採すると60年間は再利用できな

い森林に比べ、竹は2～3年の短期

間で成長を繰り返すエコ素材であることから、消費者

の環境保護ニーズにも応える商品といえます。「快適ソ

ロ」同様、「洋服の青山」約300店で、初年度3万着の

販売を計画しています。

帝人、日本毛織との共同企画で、新素材PTT（ポリ

トリメチレンテレフタレート）繊維とウールを結合させた

オリジナル素材「快適ソロ」の開発に成功しました。こ

れを使用したメンズスーツを、本年4月より「洋服の青山」

約300店舗で販売しています。

夏向けスーツは生地が薄く、シワになりやすいという

欠点がありましたが、PTT繊維は復元力が強いため

シワになりにくく、型くずれしにくいのが特長です。さら

に、従来の夏用スーツより約12％軽量化（当社比）し、

ソフトな風合いで軽快な着

心地を実現しました。“風通

るスーツ”シリーズの主力商

品として、30～50代のビジネ

スマンをターゲットに初年度

3万着の販売を予定してい

ます。

爽竹
そうたけ

竹が原料のエコスーツ

環境にやさしく、爽やかな着心地 快適ソロ
究極の快適スーツ

シワになりにくく、軽快な着心地
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20

40

60

80

100
（回復率％）�

ソロテックス�ポリエステル�ナイロン66

●伸長回復性データ
20％伸長時の回復率バンブー繊維の拡大写真

展開ブランド ： ファリアーニ　“風通るスーツ”
販売価格 ： 39,000円（税込み40,950円）より
ターゲット ： 35才～50才　ヤングアダルト～アダルト
スタイル ： 2ツボタン、3ツボタン
サイズ展開 ： A体・AB体・BE体（各3号～8号）
販売予定着数 ： 3万着
販売予定金額 ： 12億円
販売開始 ： 2004年4月3日
販売店舗 ： 洋服の青山　約300店舗

展開ブランド ： ファリアーニ　“風通るスーツ”
※「洋服の青山」の主力ライセンスブランド
代表的な混率/竹繊維20％、ポリエステル40％、ウール40％

販売価格 ： 39,000円（税込み40,950円）より
ターゲット ： 35才～50才　ヤングアダルト～アダルト
スタイル ： 2ツボタン、3ツボタン
サイズ展開 ： A体・AB体・BE体（各3号～8号）
販売予定着数 ： 3万着
販売予定金額 ： 12億円
販売開始 ： 2004年4月3日
販売店舗 ： 洋服の青山　約300店舗
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Review of Operations事業の概況

「AOYAMAカード」の会員募集に注力し、当期末

現在の有効会員数は前期より16万人増加し、240万人

となりました。営業貸付金残高は前期比24.1％増の

419億円と堅調に推移しました。当期のカード事業の

営業収益は73億57百万円（前期比17.8％増）、営業利

益は18億6百万円（前期比65.1％増）となり、連結業績

に寄与しました。

業績面だけでなく、「AOYAMAカード」の顧客およ

び店舗別の販売情報を分析し、CRM（カスタマー・リ

レーションシップ・マネジメント）を推進する紳士服販売

事業の営業力強化にも貢献しています。来期も会員数

の一層の拡大と、高効率なマーケ

ティング戦略の推進に取り組み、さ

らなる業績向上を目指します。

連結子会社の（株）青山キャピタルが、主に「紳士服
販売事業」の販促を支援することを目的に事業展開
しています。当社の各店舗で使える「AOYAMAカー
ド」の会員数は順調に増加し、シナジー効果を発揮
しています。

0

2,000

4,000

6,000

8,000
（百万円）�

第37期�
（通期）�

第38期�
（通期）�

第39期�
（中間期）�

第40期�

カード�
3.9%

（株）青山キャピタル
所在地：広島県福山市
資本金：5,000百万円
当社の議決権比率：100％
主な事業内容：クレジットカード事業

第37期 第38期 第39期 第40期
平成１3年2月期 平成14年2月期 平成15年2月期 平成16年2月期

営業収益 734 3,516 6,244 7,357
営業利益 △1,201 △703 1,094 1,806

●売上高構成比率（第40期）

●カード事業の営業収益・営業利益の推移

●カード事業の営業収益推移

A O Y AMAカードのポイントサービス

青山キャピタルでは、「AOYAMAカード」会員への特典とし

て、「洋服の青山」でカードを利用していただくと5％の割引

（買物が誕生日の月の場合には10％割引）とともに、買物

105円（税込）につき4ポイント（誕生日の月は8ポイント）を

付与しています。貯まったポイントは100ポイントにつき

105円（税込）として換算し、100ポイント単位で「洋服の青

山」各店舗で利用できます。

カード種類

AOYAMA
ライフマスターカード
（ライフマスターカード機能付
ポイントカード）

AOYAMA
VISAカード
（VISA機能付
ポイントカード）

AOYAMAカード

年会費

初年度無料
次年度より1,312円（税込）
（家族会員１名につき420円（税込））
（次年度より本会員には3,150円（税込）分の
「洋服の青山特別商品割引券」送付）

カ
ー
ド
事
業

（単位：百万円）
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印刷業界は、情報提供手段の多様化と企業の広

告宣伝費削減による需要が減少した結果、業者間競

争が激化し、厳しい経営環境が続きました。

このような状況のなか、新規顧客の開拓や既存顧

客からの受注機会の拡大に努めましたが、企業の広

告宣伝費削減による需要減と受注単価下落の影響を

受け、売上高は、91億42百万円（前期比0.5％減）、営

業利益は、3億84百万円（前期比5.6％減）となりました。

今後とも「ローコスト・ハイクオリティ」を追求しながら

営業力の強化、生産性の更なる向上により、受注の拡

大、利益率の改善を図ってまいります。

「ダイソー＆アオヤマ100YEN PLAZA」の店名で展

開しています100円ショップは、親会社であります青山

商事（株）の「洋服の青山」、「キャラジャ」の閉鎖店舗

の利用及び「洋服の青山」とのシナジー効果を狙った

併設などによる出店を進めております。

新規出店効果もあり、売上高は、208億15百万円

（前期比25.2％増）、営業利益は、5億30百万円（前期

比2.4％増）となりました。

平成16年2月末の店舗数は119店舗（前期末92店舗）

となっております。

当事業では、親会社であります青山商事（株）から

の賃借物件を中心とした出店を図りつつ、収益力の向

上を伴った着実な営業基盤拡大を目指します。

連結子会社の（株）アスコンが、当社グループのDM、
チラシなど販促ツールの印刷を受託するほか、グルー
プ以外での営業にも積極的に取り組んでいます。
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6,000

8,000

10,000
（百万円）�

第37期�
（通期）�

第38期�
（通期）�

第39期�
（中間期）�

第40期�

商業印刷�
3.3%

連結子会社の（株）青五が「ダイソー＆アオヤマ
100YEN PLAZA」の店名で100円ショップを展開
しています。
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25,000
（百万円）�

第37期�
（通期）�

第38期�
（通期）�

第39期�
（中間期）�

第40期�

雑貨販売�
11.2%

（株）アスコン
所在地：広島県福山市
資本金：720百万円
当社の議決権比率：56.1％
主な事業内容：商業印刷物の企画・制作

（株）青五
所在地：広島県福山市
資本金：200百万円
当社の議決権比率：40.0％
主な事業内容：雑貨販売業

第37期 第38期 第39期 第40期
平成１3年3月期 平成14年3月期 平成15年3月期 平成16年3月期

売上高 8,882 8,900 9,188 9,142
営業利益 212 430 407 384

第37期 第38期 第39期 第40期
平成１3年3月期 平成14年3月期 平成15年3月期 平成16年3月期

売上高 ― 13,027 16,619 20,815
営業利益 ― 492 518 530

●売上高構成比率（第40期） ●商業印刷事業の売上高推移 ●売上高構成比率（第40期） ●雑貨販売事業の売上高推移

商
業
印
刷
事
業

雑
貨
販
売
事
業

（単位：百万円） （単位：百万円）●商業印刷事業の売上高・営業利益の推移 ●雑貨販売事業の売上高・営業利益の推移
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■　連結財務の状況
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●売上高

連結売上高は、前期比5.9％増の1,864億円となりました。

事業別では、紳士服販売事業は前期比3.3％増の1,521億

24百万円、カード事業は17.8％増の73億57百万円、商業

印刷事業は0.5％減の91億42百万円、雑貨販売事業は

25.2％増の208億15百万円となりました。

営業外損益では、前期に比べて大きく変動した項目がな

かった結果、経常利益は前期比30.9％増の173億76百万

円となりました。

特別損益は、紳士服販売事業における店舗の閉鎖、移

転・建替、リニューアルなどに伴う固定資産除却損13億26

百万円及び役員退職慰労引当金（注１）の過年度相当額8億

94百万円を特別損失に計上いたしました。

この結果、当期純利益は、前期比30.1％増の83億17百万

円となりました。また、１株当たり当期純利益は前期の

94.81円から123.76円に増加しました。

● その他の損益

● 売上高の推移 ● 営業利益・営業利益率の推移● 売上高総利益・売上高総利益率の推移 ● 経常利益・経常利益率の推移

Consolidated Financial Review

売上総利益は、前期に比べ10.1％増加し997億1百万円と

なり、売上高に対する比率は前期の51.4％から53.5％に向

上しました。これは、紳士服販売事業の売上総利益率が、

ハイグレード商品の販売に注力したことなどにより、前期に

比べ2.7ポイント改善したこと等によるものです。

営業利益は、前期に比べ29.6％増加し165億70百万円とな

りました。これは、前述した紳士服販売事業の売上総利益

率の改善が、同事業における人件費、広告宣伝費並びに

物件費の増加に伴う販売費及び一般管理費の増加（前期

比5.7％増）を吸収したのに加え、カード事業の営業利益が

前期比65.1％の大幅な増加となったことによるものです。

●営業費用および営業利益

当社の役員退職慰労金は、従来支出時の費用として処理していましたが、当期
より「役員退職慰労金内規」に基づく当期末要支給額を役員退職慰労引当金
として計上する方法に変更しております。
この変更により、当期発生額1億15百万円を販売費及び一般管理費に計上し、
過年度相当額26億83百万円については当期から3年間で均等償却することと
し、当期負担額8億94百万円を特別損失に計上しております。この結果、従来
の方法に比較して、営業利益及び経常利益はそれぞれ1億15百万円減少し、
税金等調整前当期純利益は10億9百万円減少しております。

営業成績
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当期における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、期

首に比べ53億11百万円減少し、資金の期末残高は250億

86百万円となりました。

● 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果獲得した資金は68億67百万円（前期は

11億19百万円の獲得）となりました。税金等調整前当期純

利益150億86百万円、減価償却費52億23百万円、役員退

職慰労引当金の増加10億38百万円、店舗のスクラップ・ア

ンド・ビルドに伴う固定資産除却・売却損15億30百万円など

による資金増加に対し、仕入債務の減少額33億63百万円、

カード事業での営業貸付金の増加額81億47百万円、法人

税等の支払額64億10百万円などによる資金減少の結果で

あります。

● 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は97億11百万円（前期は

41億68百万円の使用）となりました。有価証券・投資有価

証券の売買等に伴う獲得資金（純額）20億3百万円などに

対し、紳士服販売事業、雑貨販売事業での新規出店及び

業態の変更を含むリニューアル実施に伴う有形固定資産

の取得162億89百万円及び建設協力金としての長期貸付

24億53百万円などによる使用資金の結果であります。

当期純利益率�当期純利益�
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● 当期純利益・当期純利益率の推移 ●1株当たり当期純利益の推移 ●営業キャッシュ・フローの推移 ●投資キャッシュ・フローの推移

科目 第39期 第40期
平成15年3月期 平成16年3月期

売上高 176,075 186,400
売上原価 85,552 86,698

売上総利益 90,523 99,701
販売費及び一般管理費 77,739 83,130

営業利益 12,784 16,570
営業外収益 1,058 1,235
受取利息及び受取配当金 326 350
その他 730 884
営業外費用 565 429
支払利息 336 334
その他 228 95

経常利益 13,277 17,376
特別利益 33 134
特別損失 2,457 2,424
固定資産除却・売却損 1,328 1,530
過年度役員退職慰労引当金繰入額 ― 894
過年度ポイント引当金繰入額 1,093 ―
その他 33 ―

税金等調整前当期純利益 10,853 15,086
法人税、住民税及び事業税 5,963 7,820
法人税等調整額 △1,741 △1,294
少数株主利益 240 242

当期純利益 6,392 8,317

（単位：百万円）

連結損益計算書（要約）

キャッシュ・フロー

（注）金額は単位未満を切捨てています。
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●財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は24億68百万円（前期は21

億8百万円の使用）となりました。ストックオプションの行使

等に伴う自己株式の売却9億88百万円による資金の獲得

に対し、金庫株などとしての自己株式の取得12億31百万

円及び配当金の支払い23億10百万円などによる資金使

用の結果であります。

●資　産

当期末の総資産は、前期末に比べて46億99百万円増加

し2,870億81百万円となりました。流動資産は前期末比73

億39百万円、有形固定資産は96億45百万円それぞれ増

加し、投資その他の資産は123億6５百万円減少しました。

流動資産の増加は、有価証券の減少（前期比87億84百万

円減）がありましたが、営業貸付金（（株）青山キャピタルと

（株）青五への事業資金の貸付）が前期末比81億47百万

円増加したことなどによるものです。有形固定資産の増

加は、新規出店と移転の実施に伴い定期借地契約による

出店や土地購入が増加し、建物及び構築物が前期末比

47億43百万円、土地が40億88百万円それぞれ増加した

ことなどによるものです。なお、当期中に実施した設備投

資の総額は195億98百万円です。投資その他の資産の減

少は、事業用土地の再評価に係わる繰延税金資産を取

崩し（注２）たこと等によるものです。

● 財務キャッシュ・フローの推移 ● 営業運転資金の推移● 総資産の推移 ● 設備投資額・減価償却費の推移

Consolidated Financial Review
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科目 第39期 第40期
平成15年3月期 平成16年3月期

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,119 6,867

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,168 △9,711

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,108 △2,468

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △5,158 △5,311

現金及び現金同等物の期首残高 35,556 30,397

現金及び現金同等物の期末残高 30,397 25,086

（単位：百万円）

連結キャッシュ・フロー計算書（要約）

財政状態

（注）金額は単位未満を切捨てています。



●負　債

当期末の流動負債は前期末に比べて252億71百万円増

加し、固定負債は185億51百万円減少しました。これは主

として、無担保普通社債が償還期限1年以内（2004年11月

が償還期限）となったため固定負債から流動負債に振り替

られたことによるものです。なお、当期に役員退職慰労金

の会計処理方法を変更したのに伴い、役員退職慰労引当

金11億40百万円が当期末に計上されております。

●資　本

資本は前期末に比べて21億75百万円減少し2,033億67百

万円となりました。これは、当期純利益（83億17百万円）な

どの計上により利益剰余金が58億65百万円増加しました

が、事業用土地の再評価に係る会計処理の変更により、

土地再評価差額金78億12百万円を計上したことによるもの

です。以上の結果、総資産に対する資本比率（株主資本

比率）は前期末の72.8％から70.8％になりました。
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● 有利子負債・デッド・エクイティ・レシオの推移
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〈資産の部〉 （単位：百万円）

科目 第39期 第40期
平成15年3月末 平成16年3月末

流動資産 144,402 151,741
現金及び預金 24,135 24,931
受取手形及び売掛金 7,575 7,631
有価証券 22,996 14,212
たな卸資産 34,945 34,746
営業貸付金 33,815 41,962
その他 21,550 28,916
貸倒引当金 △616 △659
固定資産 137,972 135,340
有形固定資産 64,684 74,329
建物及び構築物 40,700 45,443
土地 18,685 22,773
その他 5,299 6,112
無形固定資産 994 1,082
投資その他の資産 72,293 59,928
投資有価証券 7,123 8,379
再評価に係る繰延税金資産 7,818 ―
敷金・保証金 46,159 44,105
役員・従業員に対する保険積立金 5,528 866
その他 6,062 6,726
貸倒引当金 △399 △148

繰延資産 7 ―
資産合計 282,382 287,081

〈負債の部〉 （単位：百万円）

科目 第39期 第40期
平成15年3月末 平成16年3月末

流動負債 50,314 75,586
支払手形及び買掛金 14,398 10,987
短期借入金 3,040 3,340
一年以内償還予定の社債 ― 20,000
未払金 22,096 21,471
その他 10,778 19,787
固定負債 25,479 6,927
社債 20,000 ―
長期借入金 820 680
その他 4,659 6,247
負債合計 75,794 82,513
〈少数株主持分〉 1,045 1,200
〈資本の部〉
資本金 62,504 62,504
資本剰余金 62,324 62,370
利益剰余金 94,598 100,464
土地再評価差額金 △11,758 △19,563
その他有価証券評価差額金 △0 5
自己株式 △2,126 △2,414
資本合計 205,542 203,367
負債、少数株主持分及び資本合計 282,382 287,081

要約貸借対照表

当社は、従来「土地の再評価に関する法律」に従って再評価を行い、土地再評
価差額金を資本勘定からマイナスし、再評価に係る繰延税金資産を資産勘定
に計上しておりましたが、当期中、減損会計に係る税効果会計の取り扱いが公
表され、繰延税金資産の計上について一層明確な指針がでました。
繰延税金資産の計上に問題はありませんが、取り崩しが長期にわたるものであ
り、保守的に対応するため、当該再評価に係る繰延税金資産の計上を取りや
め、土地再評価差額金を同額計上することとしました。
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（注）金額は単位未満を切捨てています。
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■　単独財務諸表 Non-Consolidated Financial Statements

〈資産の部〉 （単位：百万円）

要約貸借対照表

科目 第39期 第40期
平成15年3月末 平成16年3月末

流動資産 138,150 143,127

固定資産 137,606 134,431

有形固定資産 59,695 69,090

無形固定資産 741 852

投資その他の資産 77,169 64,487

資産合計 275,756 277,558

科目 第39期 第40期
平成15年3月末 平成16年3月末

流動負債 45,748 69,385

固定負債 24,281 6,003

負債合計 70,030 75,388

〈資本の部〉

資本金 62,504 62,504

資本剰余金 62,324 62,370

利益剰余金 94,589 99,075

土地再評価差額金 △11,567 △19,372

その他有価証券評価差額金 0 6

自己株式 △2,126 △2,414

資本合計 205,725 202,169

負債・資本合計 275,756 277,558

（単位：百万円）

要約損益計算書

科目 第39期 第40期
平成15年3月期 平成16年3月期

売上高 147,327 152,124

売上原価 69,601 67,702

売上総利益 77,725 84,422

販売費及び一般管理費 67,499 71,323

営業利益 10,226 13,099

営業外収益 1,330 1,678

営業外費用 452 386

経常利益 11,104 14,391

特別利益 32 134

特別損失 2,387 2,221

税引前当期純利益 8,749 12,304

法人税、住民税及び事業税 5,547 6,481

法人税等調整額 △1,391 △1,102

当期純利益 4,593 6,926

前期繰越利益 531 572

土地再評価差額金取崩額 △20 △7

当期未処分利益 5,105 7,491

（注）金額は単位未満を切捨てています。

科目 第39期 第40期
平成15年3月期 平成16年3月期

当期未処分利益の処分

当期未処分利益 5,105,115 7,491,121

これを次のとおり処分します。

利益配当金 2,310,035 2,635,001

（1株につき） （普通配当金　35 円）

役員賞与金 122,785 131,100

（うち監査役員賞与金）

別途積立金 2,100,000 4,200,000

次期繰越利益 572,294 525,019

その他資本剰余金の処分

その他資本剰余金 ― 46,897

その他資本剰余金次期繰越高 ― 46,897

（単位：千円）

利益処分計算書

（普通配当金　35 円）
創立40周年（記念配当金 5 円）

（6,033） （6,220）

〈負債の部〉 （単位：百万円）
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■　会社データ Corporate Data

代表取締役会長

代表取締役副会長

代表取締役社長

代表取締役副社長

専 務 取 締 役

常 務 取 締 役

取 　 締 　 役

監 　 査 　 役

：

：

：

：

：

：

：

：

青山五郎

青山睦雄

宮前省三

宮前洋昭

青山　理（営業本部長）

真野耕史（総合企画本部長兼第一商品部長）

金生嘉夫（広報室長兼東京本部長）

宮川道信（開発本部長）

三村則夫（管理本部長）

橋弥良一（総合企画本部長補佐兼IT推進部長兼

情報セキュリティ担当）

原田二郎（第一営業部長）

川本健三（営業企画部長）

藤原弘太郎（第二商品部長）

宮武真人（社長室長）

遠藤幸辰（常任監査役（常勤））

新浜英明（常勤）※

内林誠之※

社　　　名

設　　　立

資　本　金

従 業 員 数

事　業　所

営 業 店 数

（平成16年3月31日現在） （平成16年6月29日現在）

：

：

：

：

：

：

青山商事株式会社

昭和39年5月6日

625億471万円

2,914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

神辺商品センター：

広島県深安郡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

744店

（注）1. ※は社外監査役であります。

2. 平成16年6月29日開催の第40回定時株主総会

で選任された大木洋氏が「株式会社の監査等

に関する商法の特例に関する法律」第18条第

1項に定める社外監査役に平成16年7月12日

付で就任の予定であります。

役員の状況会社概要
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■　株式情報
（平成16年3月31日現在）

0
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発行する株式の総数 174,641,100株

発行済株式数 67,394,016株

株主数 8,772名

株式の状況

株主名 持株数 議決権比率
（千株） （％）

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 8,441 12.53

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 6,104 9.06

㈲青山物産 3,380 5.02

青山五郎 3,363 4.99

ステート ストリート バンク アンドトラスト カンパニー 2,240 3.32

住友信託銀行㈱（信託B口） 1,191 1.77

資産管理サービス信託銀行㈱（信託Ａ口） 1,188 1.76

インベスターズ バンク ウェストトリーティ 1,173 1.74

星野商事㈲ 1,001 1.49

㈱三井住友銀行 1,000 1.48

大株主

株主数 持株数 持株比率
（名） （千株） （％）

金融機関 78 29,232 43.4

証券会社 31 372 0.5

その他の法人 277 7,548 11.2

外国法人等 223 15,823 23.5

個人・その他 8,163 14,416 21.4

株式の分布状況

（注）持株数は単位未満を切捨てて表示しております。

（注）1. 持株数は千株未満を切り捨てて表示します。
2. 当社は、自己株式1,519千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
大株主から除いております。

3. 自己株式について、株主名簿上は当社株式となっておりますが、実質的に所有していな
い株式100株が含まれております。



17

■　読者コーナー

決算期 毎年3月31日
定時株主総会 毎年6月に開催いたします。
基準日 決算期日現在の株主名簿及び実質株主名簿によりその決算期

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。その他必要があるときは、その都度公告いたします。

利益配当金 決算期日現在の株主名簿及び実質株主名簿によりお支払いい
たします。

中間配当 中間配当を実施する時は9月30日現在の株主名簿及び実質株
主名簿によりお支払いいたします。

名義書換代理人 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

同事務取扱場所 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

郵便物送付先 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10
電話照会先 住友信託銀行株式会社　証券代行部

（住所変更等用紙のご請求） 0120-175-417
（その他のご照会） 0120-176-417

同取次所 住友信託銀行株式会社　全国各支店
公告の方法 日本経済新聞

（注）1.
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）

株主メモ

財務情報は当社のホームページ上でもご覧になれます。
http://www.aoyama-syouji.co.jp

株主優待割引券のご案内

毎年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。

■株主優待割引券の発行基準

毎年3月31日現在の株主名簿及び実質
株主名簿に記載された株主各位に対し、
そのご所有株数に応じ、次のとおり株主
優待割引券を発行いたします。

■所有株式数

100株以上1,000株未満 …………………… 4枚
1,000株以上3,000株未満 ………………… 6枚
3,000株以上………………………………… 8枚

■有効期限

翌年6月30日まで

■取扱い店舗

「洋服の青山」「青山スーツ工房」「プラスエー・ザ・スーツ・アオヤマ」「ザ・スーツ
カンパニー」「ザ・シャツカンパニー」「キャラジャ」にてご利用いただけます。

� AOYAMA DATA �決算公告
�ニュースリリース �月次情報
	株価情報 
決算短信情報（単独及び連結）
�株主優待券 �トップインタビュー他
有価証券報告書

■ホームページ上で入手できる財務情報

本社・社長室 電話（084）920-0029
FAX（084）921-8129

お問い合わせ先

（ ）

（注）1. 決算公告の電子化について
当社の決算公告は、日本経済新聞による決算公告に代えて、ホームページに掲載してお
りますのでお知らせいたします。
当社の決算公告が掲載されているホームページアドレスは次のとおりです。

http://www.aoyama-syouji.co.jp

2. 単元未満株式の買増請求について
単元未満株式をご所有の株主様は、単元株式（100株）までの不足分を買増請求して、
単元株式とすることができます。
ご請求手続きは、下記電話照会先にお問い合わせください。
株券保管振替制度をご利用される場合は、お取引きの証券会社にお問い合せください。
なお、単元未満株式の買取請求につきましては、従来どおりお取扱いいたしております
ので、下記電話照会先へお問い合せ下さい。

記

買増請求の受付場所 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

郵便物送付先 〒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

電話照会先 フリーダイヤル
0120‐176‐417




