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主力のスーツ事業で既存店売上高が回復したことなどにより、上期の

連結決算は前期に続き増収増益となりました。下期も「洋服の青山」の

積極的な出店、既存店活性化を柱にシェア拡大に邁進し、競合他社と

のより一層の格差拡大を実現してまいります。

積極的な出店と集客力のある販促で

圧倒的なNo.1カンパニーを目指します

“どこよりも強い”既存店を構築

当社は、スーツ事業への経営資源集中によるマー

ケットシェアの拡大とキャラジャ事業の再構築を今期の

重点施策として推進しております。そのため、スーツ事

業ではこれまでにない規模で、主力の「洋服の青山」

の既存店リニューアルや新規出店を展開中です。販

売面では、消費低迷と販売競争の激化という厳しい状

況下で、売れ筋商品の2極化という消費者ニーズの変

当中間期の市場環境と営業概況について、

ご説明をお願いします。

単独財務ハイライト

第39期 第40期 対前期比
（前中間期） （当中間期） （％）

売上高（百万円） 64,265 65,404 1.8

スーツ事業 57,044 59,876 5.0

キャラジャ事業 7,221 5,527 △23.5

営業利益（百万円） 2,747 4,072 48.2

経常利益（百万円） 3,138 4,725 50.6

中間純利益（百万円） 757 2,060 172.2

1株当たり中間純利益（円） 11.47 31.35 173.3

総資産（百万円） 255,164 264,546 3.7

株主資本（百万円） 202,155 204,137 1.0

期末発行済株式数（千株） 65,996 65,264 △1.1

期末従業員数（名） 3,107 3,006 △3.3

期末パート従業員数（名） 1,027 1,471 43.2

化に対応し、春夏の商戦では半額セールなどの価格

訴求を行う一方、高額品の販売も強化いたしました。

さらに、「AOYAMAカード」の顧客データベースを活用

したきめ細かな販促も販売単価アップに寄与しました。

この結果、上期のスーツ販売着数は93万着（前年同

期比2.6％増）、平均販売単価は24,890円（前年同期比

3.9％増）となり、既存店売上高は前年同期比0.7％増

と復調いたしました。顧客別では、大学生協との提携

などを通して、将来的にも当社の顧客となる若者層の

ファンづくりに注力しております。

一方、立直しを進めているキャラジャ事業は、不採

算店の閉店効果や既存店の活性化などにより、収支

が改善されつつあります。上期でほぼ収支トントンと

なり、通期では完全黒字化を見

込んでおります。

グループ各社につきましては、

「AOYAMAカード」を発行する

（株）青山キャピタル、「ダイソー＆

アオヤマ100YEN PLAZA」を

全国展開する（株）青五を中心に

安定的に連結業績に寄与してお

ります。
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●スーツ部門既存店売上高推移



「洋服の青山」の既存店の売上高回復をさらな

る成長のバネとすべく、今期、既存店150店

舗程度をリニューアルするほか、「洋服の青山」

を中心に「ザ・スーツカンパニー」を含めて21

店舗を新規出店する計画です。これにより、

2004年3月期のスーツ事業の全国ネットワ

ークは合計662店舗となり、集客力、競争力

が大幅に強化されます。これら一連の投資は、

総額160億円に達します。こうした多額の投

資を実行できるのも、強靱な財務体質を誇る

当社ならではの強みといえるでしょう。
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マーケットシェア
拡大の源泉

特　集　①

160億円
平成16年3月期に計画している設備投資額（単独ベース）

662店
平成16年3月期末（計画）のスーツ事業部門の総店舗数

設備投資額
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設備投資

■「洋服の青山」新福山本店がオープン

2003年10月、「洋服の青山」福山本店（広島県福山市）
を本社に隣接する自社所有地（敷地面積：6,682m2）
に移転し、新福山本店としてオープンしました。

1階は「洋服の青山」、2階は連結子会社の（株）青五が
運営する100円ショップという店舗で、さらに同じ敷
地内にカジュアル衣料の「キャラジャ」福山王子店を配
置しています。紳士服やカジュアル、生活雑貨商品を同
じ敷地内に展開することで、お客様にショッピングの楽
しさを提供し、集客力の面でも従来の商圏を超える広域
から多くのお客様が訪れています。
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紳士服市場でのシェア拡大

紳士服市場は、販売競争の熾烈化、販売単価の

下落などにより、業績不振に陥る競合他社も少なくあ

りません。そうした中、大手による寡占化のテンポが早

まり、店舗リストラや資本提携などの動きも見られます。

「洋服の青山」も、一時は価格訴求の販促を抑制

したため、他社の攻勢を受け、減収減益となりました

が、2002年3月期から価格訴求の販促の強化や既

存店リニューアルなどの諸施策を講じ、既存店の

業績回復を実現しました。私はこの結果に満足する

ことなく、競争を成長へのチャンスとして、これまで以

上に他社を圧倒するシェアの拡大を図る考えです。

そのため、「洋服の青山」の既存店では昨年の100

店舗を上回る150店舗程度の大規模リニューアルを実

施し、下期も20店舗の新規出店を予定しております。

併せて、売上拡大のための人員増、広告宣伝費の

投入など経営資源を集中投入します。販売政策では、

高級品販売を強化する一方、引き続き価格訴求の販

促を実施し、客数の増加に重点をおいた施策により売

上を確保いたします。

顧客データベースに基づく販促を強化

不特定多数のお客様へ配布するチラシに頼った

販促や、低価格商品の大量販売だけで長期にわたり

好調な業績を維持、拡大していくことは困難です。

当社は600万人を超える顧客データを活用した、

より科学的なマーケティング手法を導入し、お客様

の個別のニーズにマッチした情報提供を行い、

既存顧客の囲い込みを図っています。具体的には、

お客様の属性（年齢など）や購買履歴などを精緻に

分析し、分類したカテゴリーごとにDMでご紹介す

る内容を吟味し、お客様の求める情報を的確にお

届けするように変更しました。その結果、来店客の

1人当たり購入金額が増加するという成果につなが

りました。今後、さらにCRM（カスタマー・リレーシ

ョンシップ・マネジメント）の精度を高め、来店頻度

と販売単価の引上げに結びつけていく考えです。

さらに青山カード会員を対象に携帯電話のインター

ネット機能を使った新たな情報システム（キュー・ク

リック・モバイル）を導入し、当社の商品・イベント情報

のほか、お客様にとって価値ある情報、特典などを

提供するサービスを開始いたしました。今後、この

サービスメニューの充実を図り、お客様とのリレー

ションシップの強化を目指していきます。

「洋服の青山」では、既存店の大規模リニューアル

と積極的な新規出店、移転を計画されていますが、

その背景、狙いをお聞かせください。

チラシをメインとする従来の販促手法を見直し、顧客
データに基づくマーケティングを重視していくとのこ
とですが、具体的な戦略をお聞かせください。
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マーケットシェア
拡大の源泉

特　集　②

2000年3月の「AOYAMAカード」発行に合

わせ、顧客データに基づき一人ひとりのお客

様ニーズに最適な情報を提供し、効果的な販

促に結びつけるCRMを運用しています。本

年1月からは、顧客情報の分析精度を高め、

より精密なデータマイニングによる、きめ細

かな販促活動を展開し、来店客数と販売単価

の上昇に成果を上げています。このように、

提携カード会社を通じてではなく、自前でク

レジットカード会社をもち、CRMシステムを

駆使できることも、競合他社にはない大きな

強みの一つになっています。

■ 携帯電話で大学生に就職情報を提供
「キュー・クリック・モバイル・アカデミー」稼働

大学生協との提携拡大策として、学生を対象とした
サービス「キュー・クリック・モバイル・アカデミー
（QCMA）」を本年10月より本格稼働しました。会
員登録した学生は、予め携帯電話に送信された二次
元バーコードをレジカウンターの端末にかざせば、
買物が10％引になります。さらに、会員への目玉
特典として就職情報の「学情」と提携し、合同企業説
明会への参加、企業情報の提供、志望企業へのエン
トリーなどのサービスを提供いたします。就職後に
は「AOYAMAカード」への入会をお勧めするなど
一層の固定客化を図っていきます。

■「AOYAMAカード」会員に
「ふるさと小包」の割引サービスを開始

地方特産品の通信販売「ふるさと小包」を手がける
ポスタルサービスセンター（東京・千代田区）と提
携し、カード会員に特産品を割引販売するサービス
を7月から開始しました。インターネット対応の携
帯電話情報サービス「キュー・クリック・モバイル」
を活用し、カード会員に無料配布する専用機器（機
種により不要な場合があります）を携帯電話に装着
すると、自動的に会員用ホームページに接続。当社
のバーゲン情報などが入手できるほか、各店舗で
毎月配布する「ふるさと小包」のカタログを見て、
携帯電話で欲しい商品の番号を入力すると「ＡＯＹ
ＡＭＡカード」決済で通常の5％引（時期によって
は10％引）で購入できます。
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当初計画の達成に目処をつけた「ザ・スーツカンパニー」

「ザ・スーツカンパニー」は、若者層をターゲット

に東京・大阪などの大都市や地方の中核都市の一等

地に立地する新業態として、「3年間で20店舗体制、

売上高100億円」を目標に取り組んでまいりました。

この上期までに21店舗を出店し、売上高を含め、

当初の事業計画を達成する目処がつきました。また、

一般にいわれる2プライスショップというより、“ブラン

ドショップ”として定着してきたことは、私や関係者一

同の大きな喜びでもあります。

「ザ・スーツカンパニー」は本来、都心の一等地で

売場面積660m2以上の店舗展開を基本としてきまし

たが、本年10月にオープンした新橋内幸町店は従来

の半分程度のスペースで営業する新しいビジネスモ

デルで、品揃えもスーツ、シャツ、ネクタイなどビジネ

ス用に特化しています。こうした、小型店での運営ノ

ウハウを確立することが、成長への第2ステップでと

あると考えております。

期中に3ヵ年が経過する「ザ・スーツカンパニー」は、
当初の目標を達成できる見通しですか。また、今後に
ついてはどのような展開を計画されていますか。

不振が続いていたカジュアル衣料の「キャラジャ」

の抜本的な立て直しに取り組まれていますが、進

捗状況はいかがでしょうか。

「キャラジャ」も当期中には黒字化へ

カジュアル市場全体が、低価格でベーシックな

商品の売行き不振が続くという状況の中で、「キャラ

ジャ」も苦戦を余儀なくされました。しかし、昨年、

不採算店31店舗を閉鎖、今期の既存店のリニューア

ル（上期49店舗）によるイメージアップという立て直し

策を軸に、商品構成も見直し、レディス・キッズ比率

を50％近くに引き上げ品揃えを強化した結果、売

上・利益とも回復基調にあります。営業店の活性化

策として、店長への権限委譲を図り、各店への指導

を強化したことで上期の既存店売上は前年比マイナ

ス4.1％と計画（マイナス10％）を上回りました。

商品面では、「洋服の青山」の強みを生かして仕入

れを一元化し、コスト低減を図ると同時に、「洋服の

青山」と「キャラジャ」の商品交流によるロスの排除な

ども実施しております。さらに、「洋服の青山」や「ダ

イソー＆アオヤマ100YEN PLAZA」などとの複合

店舗とすることで集客力を高める施策も展開してい

ます。下期の売上回復により、完全黒字化を確実に

成し遂げる決意です。

「ザ・スーツカンパニー」新橋内幸町店 「ザ・シャツカンパニー」大宮西口店
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特　集　③
マーケットシェア
拡大の源泉

青山商事の2003年9月期のスーツ販売着数

は93万着を記録し、上期としては過去最高を

記録しました。この群を抜く販売実績が業界随

一のコスト競争力につながり、「より良いものを、

より安く」という当社の経営理念を具現化する

ことを可能にしています。とくに、品質面では独

自にJIS規格より厳しい17項目の品質基準を

設け、商品企画では素材や縫製などの面で従来

の既製服の概念をくつがえす品質を「38のこ

だわり」として追求。他店との購買比較におい

て大きな要因となっています。

■「TEHAMA」ブランドのスーツ・ジャケットを販売

今秋冬物から、団塊世代のカリスマ的存在である米国の映画監督・俳優のクリント・イーストウッドが創設
したカジュアルブランド「TEHAMA（テハマ）」のスーツ、ジャケットの販売を開始しました。「ニューベー
シック～優雅なライン～」をテーマに、米国の高級百貨店などで販売されている人気ブランドです。

シングルの2ツボタンと3ツボタンの2モデルがあり、いずれも肩、胸回り、ウエストが身体にフィットす
るテーラードづくりが中心になっています。フロントのボタン位置と腰ポケットの位置を高めに設定してV
ゾーンを程良く狭くし、「かっこいい大人」を演出しているのが特徴です。なお、「TEHAMA」とは、アメリ
カ原住民の言葉で「大いなる自然」を意味しています。
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グループのシナジー効果が一段と拡充・強化

当社グループの中でも好調に業績を伸ばしている

のが、クレジットカード事業を担う（株）青山キャピタルで

あります。当事業は紳士服販売事業における効率的な

販売促進を支援することを主たる目的に事業を展開し

ております。（株）青山キャピタルは、8月末現在の有効会

員数が230万人（前年同期比9.0％増）、営業貸付金残

高376億円（前年同期比29.2％増）と期待以上の結果

を出しています。上期の営業利益は6億63百万円（前

年同期比34.2％増）となり、通期でも黒字拡大を見込ん

でいます。

商業印刷事業を担う（株）アスコンは、競合の激化に

伴う受注単価の下落と用紙価格の上昇による材料費

の増加で、微増収、減益となりました。

通期では、新規顧客の開拓、既存取引先からの受

注機会の拡大に努めることで前期並の営業利益を見

込んでおり、業績面での不安はありません。

雑貨販売事業を担う（株）青五は、店舗数が前年8

月末の73店から本年8月末には109店に拡大いたしま

連結子会社の上期における営業状況はいかがだっ

たでしょうか。

連結財務ハイライト

第39期 第40期 対前期比
（前中間期） （当中間期） （％）

売上高 77,890 82,399 5.8

紳士服販売 64,265 65,404 1.8

カード 2,927 3,530 20.6

商業印刷 4,083 4,115 0.8

雑貨販売 7,878 10,518 33.5

消去又は全社 △1,264 △1,168 ―

営業利益 3,962 5,438 37.2

紳士服販売 2,750 4,082 48.4

カード 494 663 34.2

商業印刷 93 △18 ―

雑貨販売 362 301 △16.7

消去又は全社 261 408 ―

（単位：百万円）

した。売上は既存店が伸び悩みましたが、新店効果

があり増収となりました。他方、営業利益は出店に伴う

販売管理費などの経費の増加で減少いたしました。出

店形態も、8月末時点で、「洋服の青山」「ダイソー＆アオヤ

マ100YEN PLAZA」という併設店は全国で21店舗

になっており、経営面でシナジー効果を発揮しています。

当事業は、親会社であります青山商事（株）の店舗戦略

の一翼を担うことが主目的であり、親会社からの賃借物

件を中心とした出店を図りつつ、収益力の向上を伴っ

た営業基盤の確立を目指します。

今後もこうした連携を深めることで、グループの総合

力を強化し、お客様へより付加価値の高いサービスを

提供してまいります。

増収増益を目指す

下期の重点施策をまとめますと、「洋服の青山」の

積極的出店による売上・シェア拡大、「ザ・スーツカンパ

ニー」の収益体質の確立、「キャラジャ」の通期黒字化

の3点に集約されます。「洋服の青山」の大規模な既存

店リニューアルや新規出店は、顧客データベースを活用

した販促策などと相俟って、紳士服市場における当社

の優位性をさらに拡大するものと確信しております。今

期の連結業績見通しにつきましては、株価上昇や企業

収益の改善など景気の底入れ感が出てきたとはいえ、

雇用・消費環境は好転しておらず、先行き不透明感は

拭えない状況にありますが、上記の諸施策を実施する

ことで、通期では売上高1,853億円（前期比5.2％増）、

経常利益150億円（前期比13.0％増）を予想しておりま

す。

今後も、収益の拡大に邁進し、株主の皆様のご期待

に応える企業価値の向上に全力を注いでまいります。

皆様におかれましては、当社グループへ倍旧のご理

解、ご支援を賜りますよう、お願い申しあげます。

最後に下期の重点課題と通期の業績見通し、株主へ

のメッセージをお願いします。
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■　店舗情報

Overview of Store Development
青山商事は、主力のスーツ事業をさらに強化すべく、

店舗ネットワークの拡大と既存店リニューアルに経

営資源を集中投入しております。上期中に「洋服の

青山」6店舗、「ザ・スーツカンパニー」3店舗、「ザ・

シャツカンパニー」1店舗の計10店舗を新規オー

プンし、「洋服の青山」1店舗を移転、リニューアル

を49店舗実施しました。この結果、9月末現在の

「洋服の青山」の店舗数は587店舗、「ザ・スーツカ

ンパニー」の店舗数は21店舗となりました。また、

シャツ専門店「ザ・シャツカンパニー」は第1号店の

北青山店に続き、2号店として大宮西口店をさいた

ま市にオープンしました。一方、北海道・東北で展

開する「青山スーツ工房」の店舗数は、引き続き31

店舗となっております。下期につきましては、スー

ツ事業全体で21店舗の新規出店と11店舗の移

転、110店舗のリニューアルを計画しております。

カジュアル衣料の「キャラジャ」につきましては、収

益回復をねらいとして上期に非効率

な3店舗を閉鎖する一方、既存店

49店舗でリニューアルを実施しま

した。

第38期 第38期 第39期 第39期 第40期
（中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期）
平成13年9月末 平成14年3月末 平成14年9月末 平成15年3月末 平成15年9月末

洋服の青山 587 574 571 583 588
青山スーツ工房 22 31 31 31 31
ザ・スーツカンパニー 6 15 15 19 23
キャラジャ 96 112 106 88 85
合計 711 732 723 721 727

（単位：店）

店舗数の推移

地域別店舗数（平成15年9月末現在）

北海道

東北

洋服の青山

ザ・スーツカンパニー青山スーツ工房

キャラジャ

中国

関東

中部

24/3
78/2/14

九州

四国

110/1/11
46/3/9

108/3/32
近畿

35/19/1/7

167/13/9

20/12

台湾

上海
2

4

競合他社を圧倒する出店、リニューアルでスーツ事業の全国ネットワークを拡張

（注）1.「プラスエー・ザ・スーツアオヤマ」（平成15年9月末で1店舗）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15年9月末で2店舗）は、「ザ・スーツカンパニー」に含めております。
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■　営業成績（単独）
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「キャラジャ事業」の既存店売上高は
前年同期比4.1％減となりました。客
数が0.4％減少し、客単価も3.7％減
少したことによるものです。
当中間期の売上高は、前年下期に非
効率な店舗を20店舗閉鎖したことに
より、前年同期比23.5％減の55億
27百万円となりました。昨年より進め
ている事業再構築も順調に進み、商
品面では30代のファミリーカジュアル
中心に商品構成を見直し、営業面で
は組織改正による社員の意識改革や
本部支援強化が奏功し、業績は回復
傾向にあります。

●キャラジャ事業

「スーツ事業」の既存店においては、客
単価は前年同期と同水準となりました
が、「来店客数」は前年同期比0.7％
の増加となりました。
「スーツ事業」の売上高の約35％を占
める主力アイテム「スーツ」について見
ますと、平均販売単価は高額品の販
売に注力したこともあり前年同期比
3.9％増の24,890円（前中間期は
23,950円）となり、販売着数は営業努
力の成果もあって上半期としては過去
最高の930千着（前中間期は906千
着）を記録しました。
以上の結果、スーツ事業の売上高は
前年同期比5.0％増の598億76百万
円となりました。

●スーツ事業
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【部門別売上高】

「洋服の青山」「ザ・スーツカンパニー」
等の店舗でスーツ、ジャケット、スラッ
クス、コート等の衣料品を販売する「ス
ーツ事業」の売上と、「キャラジャ」店舗
でカジュアル衣料品を販売する「キャ
ラジャ事業」の売上が含まれます。
当中間期の売上高は、「キャラジャ事
業」の売上高が前年同期比23．5％
（16億94百万円）の減少となりました
が、「スーツ事業」の売上高が前年同
期比5．0％（28億32百万円）の増加
となった結果、前年同期比1.8％増の
654億４百万円となりました。

●売上高
（単位：百万円）

損益計算書

科目 第39期 第40期 第39期
（前中間期） （当中間期） （通期）
平成14年9月期 平成15年9月期 平成15年3月期

売上高 64,265 65,404 147,327

売上原価 30,344 28,764 69,601

販売費及び一般管理費 31,173 32,567 67,499

営業利益 2,747 4,072 10,226

営業外収益 619 915 1,330

受取利息・配当金 425 578 883

不動産賃貸料 97 108 155

その他 96 228 291

営業外費用 228 261 452

社債利息 153 153 306

有価証券売却損 10 － 10

その他 64 108 136

経常利益 3,138 4,725 11,104

特別利益 66 84 32

固定資産売却益 32 － 32

貸倒引当金戻入益 34 84 －

特別損失 1,609 1,327 2,387

固定資産除却・売却損 487 432 1,265

役員退職慰労金 7 － 7

過年度役員退職慰労引当金繰入額 － 894 －

有価証券評価損 20 － 20

過年度ポイント引当金繰入額 1,093 － 1,093

税引前中間（当期）純利益 1,595 3,482 8,749

法人税、住民税及び事業税 1,436 1,563 5,547

法人税等調整額 △598 △141 △1,391

中間（当期）純利益 757 2,060 4,593

前期繰越利益 531 592 531

土地再評価差額金取崩額 △20 △20 △20

中間（当期）未処分利益 1,269 2,633 5,105
（注）金額は単位未満を切捨てています。

損益計算書、貸借対照表等に記載の数字は単位未満を切捨てております。
また、説明文章中の増減額等は単位未満で計算した後、単位未満を切捨てております。
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特別損失は前年同期に比べて
2億82百万円減の13億27百
万円となりました。その主な項
目は、新たに計上した過年度
役員退職慰労引当金繰入額8
億94百万円、店舗の閉鎖、移
転、リニューアル等に伴う固定
資産除却損が4億32百万円で
す。一方、前年同期に計上さ
れた過年度ポイント引当金繰
入額（10億93百万円）はなくな
りました。その結果、税引前中
間純利益は、前年同期比
118.3％増加し、中間純利益は
172.2％増の20億60百万円と
なりました。また、中間純利益
率も前年同期の1.2％から
3.2％に向上しました。

●中間（当期）純利益・
中間（当期）純利益率

営業外損益において前年同期
に比べて大きく変動した項目は
なく、営業外損益の収支は、前
年同期のプラス3億91百万円
からプラス6億53百万円となり
ました。その結果、経常利益率
は前年同期の4.9％から7.2％
に上昇し、経常利益は前年同
期比50.6％増の47億25百万
円となりました。

●経常利益・経常利益率
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売上総利益率は、主力商品で
あります「スーツ」の販売単価の
上昇と仕入単価引き下げ努力
により、前年同期の52.8％から
56.0％に向上しました。
一方、販売費及び一般管理費
の比率は、主として売上増加に
伴う精励手当てなどの人件費
の増加と、販促活動の積極化
に伴う広告宣伝費の増加によ
り、前年同期の48.5％から
49.8％に増加しました。
しかし、売上総利益率の改善
による売上総利益の増加によ
って、人件費や広告宣伝費など
の経費増を吸収し、営業利益
率は前年同期の4.3％から
6.2％に向上し、営業利益は前
年同期比48.2％増の40億72
百万円となりました。

●営業利益・営業利益率

科目 第38期 第38期 第39期 第39期 第40期
（中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期）
平成13年9月期 平成14年3月期 平成14年9月期 平成15年3月期 平成15年9月期

スーツ事業 54,916 88.8 122,749 88.2 57,044 88.8 132,068 89.6 59,876 91.5

キャラジャ事業 6,903 11.2 16,499 11.8 7,221 11.2 15,258 10.4 5,527 8.5

合計 61,820 100.0 139,248 100.0 64,265 100.0 147,327 100.0 65,404 100.0

スーツ・スリーピース 20,248 32.8 44,383 31.9 20,240 31.5 46,309 31.4 21,879 33.5

ジャケット 3,055 4.9 7,203 5.2 3,175 5.0 7,550 5.1 3,212 4.9

スラックス 4,373 7.1 8,282 5.9 4,455 6.9 8,717 5.9 4,461 6.8

コート 18 0.0 2,375 1.7 17 0.0 2,367 1.6 28 0.0

礼服 9,958 16.1 19,121 13.7 10,280 16.0 20,048 13.6 9,651 14.8

中衣料 1,964 3.2 6,629 4.8 1,852 2.9 6,844 4.7 1,584 2.4

キャラジャ 6,903 11.2 16,499 11.8 7,219 11.2 15,253 10.4 5,526 8.4

洋品類その他 15,301 24.7 34,752 25.0 17,025 26.5 40,234 27.3 19,060 29.2

合計 61,820 100.0 139,248 100.0 64,265 100.0 147,327 100.0 65,404 100.0

（単位：金額は百万円、構成比は％）

部門別売上高

商品別売上高

役員退職慰労引当金に関する会計処理変更
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おりましたが、当中間期より「役員
退職慰労金内規」に基づく当中間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、当中間期発生額57百万円は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中間期から3年間で均等償却することとし、当中間期負担額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57百万円減少し、税引前中間純利益は9億52百万円減少しております。

（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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■　財政状態（単独）
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有形固定資産は前年同期末に比
べて51億90百万円増加しました。
これは主として、新規出店とリニュー
アル実施によるものです。最近の傾
向としては、定期借地での取り組み、
土地購入案件の増加により、建物
と土地が増加しております。
投資その他の資産は155億12百万円
減少しました。これは主として、役員・
従業員に対する保険を掛捨て方式に
変更したのに伴い、保険積立金が前
年同期末に比べて113億9百万円減
少したことによるものです。
当期中に実施した設備投資の総額
は60億80百万円（前年同期は13
億86百万円）で、その主なものは店
舗の新規出店とリニューアルに係わ
る支出であります。

●固定資産

流動資産の主な変動項目は、有価
証券の増加（85億56百万円）と、関
係会社短期貸付金（（株）青山キャ
ピタルと（株）青五への事業資金の
貸し付け）の増加（90億5百万円）
であります。
一方、流動負債は前年同期末に比
べて60億6百万円増加しました。こ
れは主として、ヘッジ会計を適用して
いるため、前中間期に比べ円高を
要因として、為替繰延ヘッジ資産
（流動資産）、為替繰延ヘッジ負債
（流動負債）がそれぞれ同額増えて
いるためです。流動負債に対する流
動資産の比率であります流動比率
は、前年同期の 38 1 . 0 ％から
371.9％となりました。

●流動性
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総資産（資産合計）は前年同期末
に比べて93億81百万円増加しま
した。その内訳は、流動資産が
196億88百万円増加しましたが、
固定資産は103億6百万円減少し
ております。なお、売上高に対する
総資産（期中平均）の比率でありま
す総資産回転率は、前年同期と同
水準の0.25倍となりました。

●総資産・総資産回転率
〈資産の部〉 （単位：百万円）

貸借対照表

科目 第39期 第40期 第39期
（中間期） （中間期） （通期）
平成14年9月末 平成15年9月末 平成15年3月末

流動資産 110,532 130,220 138,150

現金及び預金 12,575 15,042 17,751

受取手形 25 18 17

売掛金 2,484 2,506 5,383

有価証券 10,939 19,496 22,996

たな卸資産 35,278 33,440 32,635

関係会社短期貸付金 33,200 42,205 39,714

その他 16,042 17,530 19,687

貸倒引当金 △14 △19 △36

固定資産 144,632 134,325 137,606

有形固定資産 56,663 61,854 59,695

建物 30,986 32,462 32,511

土地 17,778 19,930 17,960

その他 7,899 9,462 9,223

無形固定資産 739 754 741

投資その他の資産 87,228 71,716 77,169

投資有価証券 16,182 12,226 13,184

再評価に係る繰延税金資産 8,091 7,818 7,818

敷金・保証金 46,213 45,493 45,648

役員・従業員に対する保険積立金 11,983 673 5,527

その他 5,067 5,761 5,313

貸倒引当金 △309 △256 △323

資産合計 255,164 264,546 275,756

（注）金額は単位未満を切捨てています。
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株主資本に対する中間純利益の比
率（ROE）は、前年同期の0.37％
から1.01％に向上しました。

●株主資本中間（当期）純利益率（ROE）

株主資本（資本合計）は、前年同
期末に比べて19億82百万円増加
しました。その主なものは、利益
剰余金の増加（34億64百万円）と
自己株式の増加（株主資本の減
少：12億10百万円）であります。
なお、平成15年6月27日開催の
定時株主総会で決議された自己株
式の取得（上限が200万株で40億
円）については、当中間期末時点
で742千株を12億25百万円で取
得しております。
総資本（総資産）に対する株主資
本の比率（株主資本比率）は前年
同期末の79.2％から77.2％となり
ました。

●株主資本・株主資本比率
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有利子負債は前年同期末と同額
の200億円です。これは無担保普
通社債（利率1.53％、満期2004年
11月）で、主として設備投資資金に
充当することを目的にして発行した
ものです。なお、株主資本（資本合
計）に対する有利子負債の比率で
ありますデット・エクイティ・レシオ
は、前年同期末の9.9％から9.８％
となりました。

●有利子負債・デット・エクイティ・レシオ
〈負債の部〉 （単位：百万円）

科目 第39期 第40期 第39期
（中間期） （中間期） （通期）
平成14年9月末 平成15年9月末 平成15年3月末

流動負債 29,011 35,018 45,748

支払手形 146 102 317

買掛金 10,706 11,511 11,874

未払金 13,532 12,677 23,596

未払法人税等 1,431 1,537 4,080

未払消費税等 307 296 380

賞与引当金 834 860 795

その他 2,052 8,032 4,704

固定負債 23,997 25.390 24,281

社債 20,000 20,000 20,000

退職給付引当金 2,191 2,315 2,247

役員退職慰労引当金 ― 952 ―

ポイント引当金 1,202 1,533 1,419

その他 604 589 615

負債合計 53,009 60,408 70,030

科目 第39期 第40期 第39期

（中間期） （中間期） （通期）
平成14年9月末 平成15年9月末 平成15年3月末

資本金 62,504 62,504 62,504

資本剰余金 62,324 62,325 62,324

資本準備金 62,324 62,324 62,324

その他資本剰余金

自己株式処分差益 0 1 0

利益剰余金 90,753 94,217 94,589

利益準備金 2,684 2,684 2,684

任意積立金 86,800 88,900 86,800

中間（当期）未処分利益 1,269 2,633 5,105

土地再評価差額金 △11,294 △11,567 △11,567

その他有価証券評価差額金 0 1 0

自己株式 △2,133 △3,344 △2,126

資本合計 202,155 204,137 205,725

負債・資本合計 255,164 264,546 275,756

〈資本の部〉 （単位：百万円）

（注）金額は単位未満を切捨てています。
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■　連結財務の状況

科目 第39期 第40期 第39期
（中間期） （中間期） （通期）
平成14年9月期 平成15年9月期 平成15年3月期

売上高 77,890 82,399 176,075
売上原価 37,939 38,339 85,552

売上総利益 39,950 44,060 90,523
販売費及び一般管理費 35,988 38,622 77,739

営業利益 3,962 5,438 12,784
営業外収益 485 670 1,058
営業外費用 255 286 565

経常利益 4,192 5,822 13,277
特別利益 32 ― 33
特別損失 1,616 1,360 2,457

税金等調整前中間（当期）純利益 2,607 4,462 10,853
法人税、住民税及び事業税 1,636 2,168 5,963
法人税等調整額 △1,166 △309 △1,741
少数株主利益 140 107 240

中間（当期）純利益 1,997 2,495 6,392

科目 第39期 第40期 第39期
（中間期） （中間期） （通期）
平成14年9月期 平成15年9月期 平成15年3月期

営業活動によるキャッシュ・フロー △12,173 △7,594 1,119
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,092 1,395 △4,168
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,846 △3,572 △2,108
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △25 0

現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △16,112 △9,797 △5,158

現金及び現金同等物の期首残高 35,556 30,397 35,556

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 19,443 20,600 30,397

連結売上高には、「スーツ事業」
と「キャラジャ事業」からなる
「紳士服販売事業」と「カード事業」
「商業印刷事業」「雑貨販売事業」
の売上が含まれます。
当中間期の連結売上高は、全事業
部門の売上が前年同期の実績を
上回ったことにより、前年同期比
5.8％（45億8百万円）増加しまし
た（詳しくはＰ13を参照ください）。

●売上高
（単位：百万円）

要約損益計算書

（単位：百万円）

要約キャッシュ・フロー計算書
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「紳士服販売事業」において、店舗
の閉鎖、移転・建替え、リニューア
ル等に伴う固定資産除却損4億32
百万円と、役員退職慰労引当金の
過年度相当額8億94百万円を、特
別損失に計上しましたが、中間純
利益は前年同期に比べて24.9％（4
億97百万円）増加しました。中間純
利益率は前年同期の2.5％から
3.0％に向上しております。
（注）役員退職慰労引当金の過年度
相当額については、Ｐ９の「役員退職
慰労引当金に関する会計処理変
更」を参照ください。

●中間（当期）純利益・
中間（当期）純利益率

営業利益は前年同期に比べて
37.2％（14億75百万円）増加しまし
た。この主な要因は、「紳士服販売
事業」において、売上総利益率の改
善による売上総利益の増加によって
人件費などの経費増を吸収したた
め、同事業部門の営業利益が
48.4％（13億32百万円）増加したこ
とによるものです。なお、営業利益
率は前年同期の5.1％から6.6％に
向上しました。
経常利益は、営業外損益項目で前
年に比べ大きな変動がなく、前年同
期比38.9％（16億30百万円）増加
しました。経常利益率は前年同期
の5.4％から7.1％に向上しました。

●営業利益・営業利益率
●経常利益・経常利益率
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（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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■　セグメント情報

カ ー ド 事 業 商 業 印 刷 事 業 雑 貨 販 売 事 業

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

【連結子会社】

印刷業界は、企業の広告宣伝費の削減により需要
が減少した結果、業者間競争が激化し、印刷価格
の下落に歯止めがかからない状況となりました。こ
れに加え、用紙価格の上昇を販売価格に十分反映
できないなど、厳しい経営環境が続きました。
このような状況の中で、新規顧客の開拓による売
上拡大を図るとともに、既存顧客からの受注機会の
拡大に努めた結果、売上高は41億15百万円（前年
同期比0.8％増）となりましたが、受注単価の下落が
大きく影響して、営業損失は18百万円（前年同期は
93百万円の営業利益）となりました。
なお、上記売上高は商業印刷事業を展開する（株）
アスコンの単体売上高を示していますが、下記の売
上高グラフは、セグメント間の内部取引を消去した
金額に基づいています。

【連結子会社】

当事業は、「紳士服販売事業」における販売促進を
支援することを主たる目的にして事業を展開してい
ます。
当中間期においては、引き続いて「ＡＯＹＡＭＡカー
ド」会員の募集に注力するとともに、生活に密着し
た領域で金融サービスの提供に努めました。その
結果、当中間期末の有効会員数は230万人となり、
営業貸付金も堅調な伸びを続けております。

【連結子会社】

100円ショップ業界は、積極的な出店とバラエティに
富んだ商品開発により市場の拡大が続いていますが、
異業種からの参入もあり競争が激化しております。
「ダイソー＆アオヤマ100YEN PLAZA」の店名で展
開しております100円ショップは、親会社であります青
山商事（株）が展開する「洋服の青山」「キャラジャ」の
閉鎖店舗の利用と、「洋服の青山」とのシナジー効果
を狙った併設店方式などによる出店を進めております。
当中間期において18店舗を出店し、1店舗を閉鎖し
ました結果、平成15年8月末の店舗数は109店舗（平
成15年2月末は92店舗）となりました。
以上の結果、売上高は105億18百万円（前年同期比
33.5％増）となりましたが、営業利益は、出店に伴う販
売管理費などの経費が増加し、3億１百万円（前年
同期比16.7％減）となりました。
なお、資金につきましては、親会社であります青山
商事（株）より全額調達しております。

（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
当社の持株比率：100.0％
主な事業内容：クレジットカード事業

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

雑貨販売�
12.7%

商業印刷�
3.6%

カード�
4.3%

紳士服販売�
79.4%

売上高構成比率（第40期中間期）

【連結子会社】

ブルーリバース（株）
所在地：広島県福山市
資本金：10百万円
当社の持株比率：50.0％
主な事業内容：縫製加工業

その結果、売上高は35億30百万円（前年同期比
20.6％増）、営業利益は6億63百万円（前年同期比
34.2％増）となりました。
なお、資金につきましては、親会社であります青山
商事（株）より全額調達しております。

平成14年8月31日現在 平成15年2月28日現在 平成15年8月31日現在

有効会員数（万人） 211 224 230

営業貸付金残高（百万円） 29,111 33,815 37,607
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株主資本（資本合計）は前年同期末
に比べて29億64百万円増加しまし
た。これは、利益剰余金が44億45
百万円増加した一方、自己株式が
増加（株主資本の減少：12億10百
万円）したことによるものです。なお、
自己株式の取得状況につきまして
は、Ｐ11の「株主資本・株主資本比
率」を参照ください。
総資本（総資産）に対する株主資本
の比率（株主資本比率）は前年同期
末の77.0％から74.9％となりました。

●株主資本・株主資本比率

有利子負債（短期借入金、社債及
び長期借入金）は前年同期末に比
べて7億60百万円増加しました。
なお、株主資本（資本合計）に対す
る有利子負債の比率でありますデ
ット・エクイティ・レシオは、前年同
期末の11.5％から11.7％となりま
した。
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総資産（資産合計）は、前年同期末
に比べ114億47百万円増加しまし
た。
個別に見ますと、流動資産は、現金
及び預金、有価証券、営業貸付金
が増加したことなどにより、前年同
期末に比べて214億65百万円増
加しました。有形固定資産は、新規
出店と業態変更を含むリニューアル
実施に伴い建物及び構築物と土地
が増加、前年同期末に比べて58億
53百万円増加しました。他方、投
資その他の資産は、投資有価証券
の減少、並びに親会社において役
員・従業員に対する保険積立金を
掛捨て方式に変更したのに伴う保
険積立金の減少があり、前年同期
末に比べて158億63百万円減少し
ました。
なお、売上高に対する総資産（期中
平均）の比率であります総資産回転
率は、前年同期の0.29倍から0.31
倍となりました。

●総資産・総資産回転率

〈資産の部〉 （単位：百万円）

科目 第39期 第40期 第39期
（中間期） （中間期） （通期）
平成14年9月末 平成15年9月末 平成15年3月末

流動資産 116,224 137,690 144,402
現金及び預金 16,736 20,892 24,135
受取手形及び売掛金 4,645 4,521 7,575
有価証券 10,939 19,496 22,996
たな卸資産 37,301 35,834 34,945
営業貸付金 29,111 37,607 33,815
その他 18,019 19,885 21,550
貸倒引当金 △529 △547 △616

固定資産 145,244 135,233 137,972
有形固定資産 61,334 67,187 64,684
建物及び構築物 37,923 41,152 40,700
土地 18,420 20,727 18,685
その他 4,989 5,307 5,298
無形固定資産 1,024 1,024 994
投資その他の資産 82,885 67,021 72,293
投資有価証券 10,116 6,166 7,123
再評価に係る繰延税金資産 8,091 7,818 7,818
敷金・保証金 46,745 46,040 46,159
役員・従業員に対する保険積立金 11,984 674 5,528
その他 6,651 6,634 6,062
貸倒引当金 △704 △312 △399

繰延資産 10 3 7
資産合計 261,479 272,927 282,382

〈負債の部〉 （単位：百万円）

科目 第39期 第40期 第39期
（中間期） （中間期） （通期）
平成14年9月末 平成15年9月末 平成15年3月末

流動負債 33,743 40,971 50,314
支払手形及び買掛金 13,026 13,598 14,398
短期借入金 2,240 3,140 3,040
未払金 12,932 12,053 22,096
その他 5,543 12,179 10,778

固定負債 25,375 26,510 25,479
社債 20,000 20,000 20,000
長期借入金 890 750 820
その他 4,483 5,758 4,659

負債合計 59,119 67,482 75,794
〈少数株主持分〉 945 1,065 1,045
〈資本の部〉
資本金 62,504 62,504 62,504
資本剰余金 62,324 62,325 62,324
利益剰余金 90,204 94,649 94,598
土地再評価差額金 △11,485 △11,758 △11,758
その他有価証券評価差額金 △0 1 0
自己株式 △2,133 △3,344 △2,126
資本合計 201,414 204,378 205,542
負債、少数株主持分及び資本合計 261,479 272,927 282,382

要約貸借対照表

■　連結財務の状況

●有利子負債・デット・エクイティ・レシオ

（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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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）

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）※

藤村義博※

内林誠之※

社　　　名

設　　　立

資　本　金

従 業 員 数

事　業　所

営 業 店 数

：

：

：

：

：

：

青山商事株式会社

昭和39年5月6日

625億471万円

3,006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

727店

※は社外監査役であります。

■　会社データ

役員の状況（平成15年9月30日現在）会社概要（平成15年9月30日現在）
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■　株式情報
（平成15年9月30日現在）
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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 9,409名

株式の状況

株主名 持株数 持株比率
（千株） （％）

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 8,749 12.98

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 4,723 7.01

㈲青山物産 3,380 5.02

青山五郎 3,363 4.99

ステート・ストリート信託銀行㈱（OTB口） 1,842 2.73

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 1,553 2.31

資産管理サービス信託銀行㈱（信託Ａ口） 1,493 2.22

住友信託銀行㈱（信託B口） 1,195 1.77

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 79 30,586 45.4

証券会社 22 289 0.4

その他の法人 297 7,641 11.3

外国法人等 197 13,138 19.5

個人・その他 8,814 15,737 23.4

合計 9,409 67,394 100.0

株式の分布状況

（注）1. 当社は、自己株式2,129千株（うち、1,372千株は、ストックオプション制度によるもの）
を保有しております（持株比率3.16％）が、上記大株主から除いております。

2. 持株数は単位未満を切捨てて表示しております。

（注）持株数は単位未満を切捨てて表示しております。
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■　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

ただし、決算の内容はhttp://www.aoyama-syouji.co.jpに掲載
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

IR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）」
をご送付申しあげております。

■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 �有価証券報告書
�ニュースリリース �決算公告
�株価情報 �決算短信（単体及び連結）
�株主優待券 	トップインタビュー他

■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）単元未満株式の買増請求について
商法改正により単元未満株式買増制度が創設されました。、当社は、定款変更を行い、単
元未満株式をご所有の株主様が、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るようにいたしましたので、お知らせいたします。
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わせください。
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わせください。

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




