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に最適と判断しました。

テレビCMのみならず、

DMやチラシなど、多様な

メディアを通じたキャンペ

ーンに活躍していただき

ます。

松浦さんは1986年生まれの19歳。2001年にCDデビ

ューして以来、「桃色片想い」「渡良瀬橋」など数々のヒ

ット曲を生み、CMやドラマ、映画でも活躍しています。

人気アイドル・松浦亜弥をイメージキャラクターに起用

新宣伝戦略

経営のさらなる効率化を

目指し、当社はこのたび、

執行役員制度を導入しまし

た。取締役会を13人から6

人にスリム化するとともに、

新たに13人を執行役員に

任命。新体制は、6月29日

の定時株主総会後スタート

しました。

スリム化で取締役会の活

性化を図るとともに、経営

の意思決定の迅速化、経営

と執行の分離による取締役

会の監督機能強化などを目指すものです。また、若手

社員の執行役員への登用により、経営幹部層の一層

の活性化も期待できます。

経営陣の若返りで一層の利益拡大を図ります

連結売上高（百万円）� 148,488 161,353 176,075 186,400 195,968

連結営業利益（百万円）� 5,651 7,615 12,784 16,570 20,142

連結当期純利益（百万円）� 1,951 3,721 6,392 8,317 4,650

一株当たり当期純利益（円）� 28.6 56.34 94.81 123.76 67.87

一株当たり配当（円） 35 35 35 40 40

ROE（％） 0.9 1.8 3.1 4.1 2.3

また、これに伴い、業務のさらなる効率化を図るため、

組織改正も実施しました。

平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年

当社は若者向けスーツの販促キャラクターとして、

人気アイドルの松浦亜弥さんを起用。平成17年3月よ

り、新曲「ずっと好きでいいですか」との楽曲タイアッ

プによるテレビCMの放送を始めました。

スーツの潜在的需要層である学生や、新成人・フレ

ッシュマンといったターゲットへの訴求力を高め、ヤン

グマーケットでシェアを拡大するための起用です。松

浦さんはヤング層に圧倒的な人気を誇っており、その

陽気でコミカルなキャラクターは、当社のイメージアップ

経営刷新

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、厚く御礼申しあげます。このたび当社グループでは、経営陣の若返りを図

り専務取締役営業本部長を務めておりましたわたくし青山理が、新たに代表取

締役社長兼執行役員社長に就任いたしました。これまで代表取締役社長を務め

ておりました宮前省三は、代表取締役副会長となりました。熾烈な販売競争が続

く紳士服小売業界ですが、当社グループはNo.1企業としてさらなるシェアの確保、

利益の拡大を目指し、一層努力を重ねてまいります。 代表取締役社長兼執行役員社長

青 山 理

■ 逆風をはねかえし経常増益を達成
消費者の消費マインドは依然、停滞基調にあり、

当社グループを取り巻く経営環境は決して楽観でき

る状況ではありません。さらに、当期におきまして

は、地震や台風といった自然災害や、猛暑、暖冬な

どの天候不順があり、各店舗への来客数にも影響

を及ぼしました。

このような状況ではありましたが、当社グループ

では、高付加価値ブランドの販売促進や新業態の開

発などに積極的に取り組んだ結果、売上高、営業利

益、経常利益ともに好調な結果を上げることができ、

4期連続で増収増益となりました。

主力の紳士服販売事業では、シェア拡大を目指し、

44店舗を新たにオープンするなど、積極的な出店政

策に取り組みました。一方では、ハイグレード商品

の販売を強化し、平均販売単価を向上させました。

これらの結果、営業利益を大幅に改善できたことは、

当期の大きな成果のひとつであります。

このほか、カード事業でも、営業貸付金が大きく

伸びたことや、会員数の増加などから好業績を達成

（注）金額は単位未満を切捨てています。

（3月31日現在）
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執行役員制度を導入
■組織図（平成17年6月29日以降）



品揃えの充実で顧客満足を最大化

株主の皆様へ
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スーツ事業

スーツ
事業

キャラジャ
事業

株式会社
キャラジャ

10月1日付で分社化

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】
●青山商事の事業との相乗効果を

最大限発揮できるよう取り組む

「ザ・スーツカンパニー」

「ザ・シャツカンパニー」

「ユニバーサル・ランゲージ」

「キャラジャ」

「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」

NEW

しました。

■ 執行役員制度を導入、キャラジャ分社化へ
さて、当社グループではこのたび、組織の若返り

を図り、今後の厳しい経営環境に対応していくため

に、社長交代を実施するとともに、執行役員制度を

導入いたしました。経営にスピードと決断力がます

ます求められる昨今、取締役会のスリム化や、経営

と執行の分離による監督機能強化が不可欠である

と判断したためです。これに伴い、業務効率の改善

を目指した大幅な組織改正も実施しました。

さらに、今年10月1日をもって、当社グループのカ

ジュアルウェアを担当する「キャラジャ」事業部門を

青山商事株式会社本体から分割し、当社の100%子

会社とすることといたしました。「キャラジャ」事業は、

一時の落ち込みからは立ち直りつつありますが、ま

だ完全復活とまでは至っていないのが現状です。独

立した経営責任を付与することで、迅速かつ柔軟な

経営判断を可能とし、収益性の向上を図ることがで

きると確信しています。

■“宮前路線”を継承、一層の推進を
これらの改革により、当社グループが目指すこと

は、積極的な出店・移転の推進による、さらなるマ

ーケットシェアの拡大です。

紳士服市場では近年寡占化が進み、大手数社が

激しいシェア争いを繰り広げております。さらに、少

子高齢化の進展や、近づく“団塊の世代”の引退など

を考えると、スーツの市場規模の拡大には余り期待

ができません。こうした中で引き続き成長を果たして

ゆくためには、他社を圧倒する販売力と商品力を確

立することが不可欠であると考えています。また、こ

れまでとは違った市場を開拓していく努力も、成長

するためには欠かせません。そしてこれらは、前社

長が推進してきた路線を、さらに推し進めることに他

ならないのです。

しかし、積極策を取れば、その反面、経費も増加

していきます。そこで来期には、経費抑制に注力し

たいと考えています。具体的には、年俸制導入拡大

などの成果主義の徹底で人件費を効率化するととも

に、賃料引き下げなどを通じ物件費の増大を抑え、

さらにチラシ経費を中心とした広告宣伝費削減にも

取り組むというものです。

一方では、CRM（カスタマー・リレーションシッ

プ・マネジメント）の推進や、他社との差別化推進な

どの地道な努力を積み重ね、グループ一丸となって

の地力の底上げを図りたいと考えています。

これらの努力で高収益体質の確立に取り組み、

株主価値を最大化することで、株主の皆様に引き続

き報いていきたいと存じます。当期には、一株当た

り40円の普通配当を実施いたしました。平成18年3

月期には、一株当たり40円の配当を予定しておりま

す。また、適切なIR活動で当社グループの状況を

速やかに皆様にお知らせするとともに、いただいた

貴重なご意見・アドバイスは随時経営にフィードバッ

クさせて頂きます。

株主の皆様におかれましては、当社グループへの

より一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお

願い申しあげます。

【青山商事】

スーツ事業「ザ・スーツカンパニー」

● 既存店の売上拡大と立地条件にこだわ
った新店舗展開、女性向け商品の強化、
コスト削減により、全体の収益を拡大。
地方店対策を強化する

● ファッション感度の高いセレクトショッ
プ層をターゲットとした新業態「ユニバ
ーサル・ランゲージ」を軌道に乗せる

● 分社化で経営のスピードと柔軟性を強
化し、収益性と市場競争力を高める

● 仕入力の強化で価格競争力を向上させ
る一方、売れ筋商品の重点投入などで粗
利率を拡大し、収益体質の確立を図る

● 女性向け商品を強化する 4

● 青山商事のCRM戦略の支援
● 会員数の一層の増加を目指す
● 第2の収益の柱とすべく、インターネット
を使った語学学習サービス「ランゲー
ジ・チャンネル」の取り組みを強化する

● ドラッグストア、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
社以外からの受注を拡大

● 収益を確保しつつ、青山商事の店舗戦
略のバックアップを担う。

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】

スーツ事業「洋服の青山」他

●「サビルロウ」などハイグレード商品の品揃
えを強化し、単価向上を目指す

●「団塊の世代」の定年退職後を見据えたラ
イフスタイル提案を行い、新市場を開拓する

● 引き続き新規出店と既存店のリニューアル
に取り組み、マーケットシェアを拡大する

● 携帯電話向け情報サービス Q-Click
Mobile（QCM）の会員増強、顧客データ
収集の強化などを通じCRM活動の精度
を高め、全分野にわたる戦略強化に結び
つける

● 生産・物流分野でのIT活用を強化し、コ
スト削減・スピード向上を実現する

【青山商事】

スーツ事業「ユニバーサル・ランゲージ」

キャラジャ事業「キャラジャ」
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特集　　商品戦略1

当社では、これまでに注力してきたお値打ちな価

格帯の商品に加え、ハイグレード商品・高機能商品

の充実にも取り組んでおります。前期から全店展開

し、好評を頂いております「サビルロウ」に加え、当

期には、ナノテク素材を使うことによりシワ防止や消

臭加工を施した30-40代向け新ブランド「REGAL」

を市場に投入しました。ツープライスを基本として

いる「ザ・スーツカンパニー」においても、熟練した

職人によるハンドメイドの商品を導入しています。

ハイクオリティな商品をフェアな価格で提供すること

が、当社の仕事の大前提です。

一方では、都会型新業態「ユニバーサル・ランゲー

ジ」の第一号店を東京・渋谷にオープン。当社オリジ

ナル商品に加え、海外のこだわりのブランドのほか、

欧州を代表するデザイナーや老舗セレクトショップと共

同開発したアイテムをそろえています。ファッション感

度の高いセレクトショップ層を取り込もうとの試みで、

本年度中にはさらに、新宿店をはじめ3店舗を出店す

る予定です。

■ 市場に変化
単価向上の兆し
このような戦略に

踏み切ったのは、市

場の変化の兆しにい

ちはやく対応するた

めです。一昨年から

の景気の回復傾向に

伴い、長年冷え込ん

でいたサラリーマン

層の消費意欲が少し

ずつ持ち直してきています。価格競争は依然として

激しい反面、一部では高額商品への需要も高まって

きているのです。

■ カジュアル・女性向け商品を拡充
しかし、紳士服市場は今、団塊の世代のリタイア

や、少子高齢化による顧客層の減少により、非常に

厳しい時代を迎えようとしています。また、郊外型紳

ハイグレード商品・高機能商品の品揃えを拡大

新主力ブランド「REGAL」を展開開始

当社では、30-40代のビジネスマンを

ターゲットとした新ブランド「REGAL」

の展開を始めました。最新ナノテク技

術により開発された、防シワウール素

材や強力消臭素材を採用し、高い機

能性と快適な着心地を両立。当社の

新たなメーンブランドとして、2004年

10月より「洋服の青山」全店で取り扱っ

ております。

「REGAL」は、アメリカン・トラディシ

ョナルに現代の感性を取り入れた「コ

ンテンポラリー・トラディショナル」が

コンセプト。時代に捉われず長く着ら

れる「愛着スーツ」を目指しました。販

売価格は3万9000円より。国内最高級

生地「ミユキ」を採用した上位商品

「REGALプレステージ」は、6万8000円

からとなります。
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●スーツの販売着数並びに
平均販売単価の推移

科目 第38期 第39期 第40期 第41期
平成14年3月期 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期

スーツ・スリーピース・中衣料 51,012 36.7 53,153 36.1 55,617 36.5 60,908 37.9

ジャケット 7,203 5.2 7,550 5.1 7,547 5.0 7,347 4.6

スラックス 8,282 5.9 8,717 5.9 8,722 5.7 8,679 5.4

コート 2,375 1.7 2,367 1.6 4,041 2.7 4,403 2.7

礼服 19,121 13.7 20,048 13.6 18,793 12.3 19,932 12.4

洋品類その他 34,753 25.0 40,236 27.3 44,838 29.5 47.697 29.7

キャラジャ 16,499 11.8 15,253 10.4 12,563 8.3 11,718 7.3

合計 139,248 100.0 147,327 100.0 152,124 100.0 160,688 100.0

商品別売上高の推移 （単位：金額は百万円、構成比は％）

（注）金額は単位未満を切捨てています。

士服小売業界は、上位4社がシェアを奪い合う構造

になっており、ライバルとの競争に勝ち抜かない限り、

生き残る道はありません。

そのため、積極的な出店に加え、既存店の移転、

リニューアルを実施するとともに、新商品の開発にも

注力しております。また一方では、カジュアルウェア

市場の開拓を目指して、カジュアル店を展開する「キ

ャラジャ」事業部門を、10月1日付で分割・子会社化

することとしました。別組織化で意思決定のスピード

を速めることにより、収益性向上と市場競争力の拡

大を目指します。

更に、ウィメンズ分野の開拓も進めています。「ザ・

スーツカンパニー」で女性向け商品の定着に取り組

むほか、「ユニバーサル・ランゲージ」でも、商品全体

の約3分の1を女性向け商品としました。「キャラジャ」

でも、女性向けの強化に努めています。

■ 新ターゲットは“団塊世代”
さらに、当社が注目しているのは、団塊の世代のリ

タイアにより生まれる新しい市場です。ボリュームの

大きいこの層には、ビジネススーツに代わる新たな服

装文化が必要となるはずです。当社では今後、団塊

の世代に向けた新しい服装文化、新しい商品群を

提案していくことにより、より一層の成長を目指します。

初の都会型新業態「ユニバーサル・ランゲージ」をオープン

当社は、高感度な30代の男女を対

象とした初の都会型新業態「ユニバー

サル・ランゲージ」を、東京・渋谷にオ

ープンしました。自社オリジナル商品の

ほか、海外ブランド商品や雑貨も幅広

くチョイス。今後、都心部を中心とした

多店舗展開を目指します。

品揃えは、紳士服、紳士カジュアル、

婦人服がそれぞれ3分の1ずつ。約

75%が当社のオリジナル商品ですが、

流行に敏感な消費者を引きつけるた

め、イタリアのセレクトショップとの提携

により欧米で仕入れたデニムパンツ、

靴、ベルトなども取り揃えました。

同じく都心部に展開している「ザ・ス

ーツカンパニー」との住み分けを図り、

当社では、新市場への足がかりになる

ものと期待しています。

Product Strategy
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特集　　グループ戦略2 特集　　出店戦略3

■ 10月1日付で100%子会社に
当社では10月1日付で、「キャラジャ」事業部門を

分社化し、100%子会社の「株式会社キャラジャ」を

新設します。キャラジャ事業は、当期で117億24百

万円を売り上げた当社の主要事業で、「30代中心の

ファミリーカジュアル」を店舗コンセプトに、現在全

国に79店舗（平成17年５月末）を展開しています。

■ 迅速な意思決定で競争力を向上
当期、キャラジャ事業は、既存店ベースの客単価

が前期比4.5%伸びる一方で、天候要因などから客

数が減少し、既存店売上は同3.9%減となっています。

前期から実施しているさまざまな改革の結果、業績

は回復基調にありますが、当社では、キャラジャ事

業をさらに伸ばすためには、カジュアル店としての

専門性を一層強化する一方で、事業活動をより柔軟

かつ機動的に行えるような組織改革が不可欠と判

断、今回の分社化を決めました。

分社化後には、徹底したローコスト化で事業基盤

の強化を図るとともに、迅速な意思決定で収益性と

市場競争力の向上を目指します。なお、この分割が

当社の単体及び連結業績に与える影響については、

分割計画書承認後（8月予定）、別途発表いたします。

■ 分割後もグループ一体で
分社化に際しては、当社を分割会社とし、株式会

社キャラジャを新設会社とする、分社型の新設分割

を行います。分割後も、引き続きグループとしての

一体性を保つためです。当社から新設会社に承継

する資産の合計額が当社資産合計額の20分の1を超

えない見込みのため、株主総会の承認を必要とし

ない「簡易分割」の方法を採ります。

新設会社の代表取締役社長には、藤原弘太郎（前

取締役第二商品部長）が就任する予定です。また、

新設会社には、当社から従業員が出向するほか、店

舗を当社より賃貸します。資本金は1000万円の予定

です。

「キャラジャ」名護店（沖縄県）2005年4月開店

キャラジャ事業部門を分社化

地域別店舗数（平成17年3月末現在）

店舗数の推移 （単位：店）

第38期 第39期 第40期 第41期
平成14年3月末 平成15年3月末 平成16年3月末 平成17年3月末

洋服の青山 574 583 609 644
青山スーツ工房 31 31 26 22
ザ・スーツカンパニー 15 19 24 29
キャラジャ 112 88 85 78
合計 732 721 744 773
（注）1．「プラスエー・ザ・スーツ・アオヤマ」（平成17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．「青山スーツ工房」の2店舗（北海道1店舗・福島県1店舗）は、「洋服の青山」へ業態転換しており
ます。

3．「ザ・シャツカンパニー」（平成17年3月末で4店舗（埼玉県1店舗・千葉県1店舗・東京都2店舗））、
「ユニバーサル・ランゲージ」（同1店舗（東京都））は、「ザ・スーツカンパニー」に含めております。

■ 44店を新規出店
郊外型紳士服小売業界

は現在、大手4社がシェア

を奪い合う状況にありま

す。団塊の世代の引退や

少子化などでスーツ需要

の縮小が見込まれる現在、当社が勝ち残っていくに

は、シェア拡大が重要であり、出店数を増やし他社

を圧倒する販売力を身に付ける以外ありません。

そこで当社は当期、スーツ事業において、44店を

新規出店いたしました。また、既存店20店を移転し、

1店舗を建て替え。リニューアルは99店となりました。

閉店につきましては、スーツ事業で8店、キャラジャ事

業で7店となっております。これらを含む設備投資に

は、計約200億円を投じて

います。こうした結果、当

社の総店舗数は当期末で、

前期比29店増の773店とな

りました。

■ 慎重ながらも積極的に
出店した44店のうち、38店が「洋服の青山」で、

残りは「ザ・スーツカンパニー」2店、「ザ・シャツカン

パニー」3店、「ユニバーサル・ランゲージ」が1店と

なっております。一方、閉店は、「キャラジャ」の7店

が最も多く、「洋服の青山」の5店、「青山スーツ工

房」の2店、「ザ・シャツカンパニー」の1店と続きました。

これは、「洋服の青山」ではシェア拡大を第一に意

識したのに対し、「ザ・スーツカンパニー」「ザ・シャツ

カンパニー」では、収益性を鑑みて好立地にこだわ

ったこと、「キャラジャ」では、出店よりも収益体質の

確立を優先したためです。当社では今後とも、市場

環境を見極めた上で、慎重ながらも積極的な店舗政

策を展開していきます。

「洋服の青山」千里丘店（大阪府）2004年10月開店

「洋服の青山」浜松志都呂店（静岡県）2004年11月開店

北海道

東北

関東

中部
120/1/10

近畿

173/19/9

22/9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

43/13/1/6

中国
50/3/9

123/3/30

88/2/11
九州

25/3
四国

積極出店でシェア拡大目指す

Store Network StrategyGroup Strategy

上海

台湾
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Review of Operations事業の概況

当部門の売上高は、前期比6.7%増の1,489億64百

万円となりました。

主力業態の「洋服の青山」では、引き続き積極的に

出店・移転を実施。前期より続くスーツ2着目1,000円

などの価格訴求型販促の一方、「サビルロウ」などの

ハイグレード商品の販売も強化しました。さらに、対象

層別DM送付や、人気アイドル・松浦亜弥のCM起用

など、きめ細かなマーケティング戦略を展開しました。

「ザ・スーツカンパニー」では、店舗数増によるブラン

ドの確立や、ウィメンズ

の本格展開による他社

との差別化が進み、業

績は好調でした。これ

らの結果、スーツ事業

の既存店売上高は前期

比0.6%増と3期連続で増

加、販売着数は前期比

9.8%増、過去最高の248

万7千着となりました。

当部門の売上高は、前期比6.7%減の117億24百万

円となりました。

30代中心のファミリーカジュアルを店舗コンセプトとし

て、品質を重視しつつブランドやトレンドなどを取り入

れた高付加価値商品をお買い求めいただきやすい価

格で提供し、他社との差別化の徹底を図ってきました。

一方では、非効率な7店舗を閉鎖するなど、収益力

の向上にも取り組みました。

しかし、既存店における客単価は前期比4.5%向上

いたしましたが、台風や

暖冬の影響から客数が

伸び悩み、既存店売上

は3.9%減となりました。

なお、当事業は、一層

の専門性の強化と事業

活動のスピードアップの

ため、10月1日付で分社

化することとなりました。

スーツ事業 キャラジャ事業

当事業では、主力の「洋服の青山」をはじめ、「青山スーツ工房」

「ザ・スーツカンパニー」「キャラジャ」などの各店舗を展開していま

す。当期には、ファッション感度の高いセレクトショップ層を対象に

した都会型新業態「ユニバーサル・ランゲージ」の実験店を東京・渋

谷にオープンしました。積極的な出店・移転・リニューアルに加え、

新業態の開発、顧客データベースを活用したCRM（カスタマー・リ

レーションシップ・マネジメント）の強化などに取り組んだ結果、当

期の売上高は前期比5.6%増の1,606億88百万円、営業利益は同

22.5%増の160億92百万円となりました。

売上高� 客数� 客単価�

80

90

100

110

第39期�
（通期）�

第38期�
（通期）�

第40期�
（中間期）�

第41期�

（％）� 売上高� 客数� 客単価�

80

90

100

110

第39期�
（通期）�

第38期�
（通期）�

第40期�
（中間期）�

第41期�

（％）�

● 既存店売上・客数・客単価の前年比推移 ● 既存店売上・客数・客単価の前年比推移

紳
士
服
販
売
事
業

当事業には、連結子会社の（株）青山キャピタルが従事しています。顧客

データベースを利用したCRM戦略など、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が主な目的です。当期の売上高は、前期比5.1%

増の77億32百万円、営業利益は同23.4%増の22億28百万円となりました。

増収、増益の要因は、当事業で展開しているクレジットカード「AOYAMA

カード」の会員数が、前期比15.0%増の276万人（平成17年2月末現在）まで増

加したことや、営業貸付金の増加などが主な理由です。また、インターネット

を使った語学学習サービス「ランゲージ・チャンネル」を新たな成長基盤と位

置づけ、その確立に取り組んでまいりました。なお、当期には営業貸付金の

増加に対応するため、独自に私募債発行を行い、100億円を調達しています。

当事業には、連結子会社の（株）アスコンが従事しています。当社グルー

プのDMやチラシなどの販促ツールの印刷を手掛ける一方、グループ以外

への営業にも積極的に取り組んでいます。

当期の売上高は前期比1.7%増の92億94百万円、営業利益は同2.4%増の3

億93百万円となりました。印刷・広告業界は、折込広告が2年連続増加する

など明るい兆しが見え始めた一方、主要取引先の流通小売業界は厳しい

経営環境の下、経費削減傾向もあり、同業者間の競争が一層強まっていま

す。このような状況の中、既存取引先の深耕や新規開拓の強化、採算性重

視の受注などに取り組み、増収増益を達成しました。

当事業では、連結子会社の（株）青五が、100円ショップ「ダイソー＆アオヤ

マ100YEN PLAZA」を展開しています。

当期の売上高は前期比2.4%増の213億15百万円、営業利益は同13.8%増

の6億3百万円となりました。「洋服の青山」「キャラジャ」の閉鎖店舗の利用や、

シナジー効果を狙った「洋服の青山」への併設などにより、出店を進めたた

めです。当期中に17店舗を出店、9店舗を閉鎖した結果、平成17年2月末現

在で、店舗数は、127店舗となりました。

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。
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■　連結財務の状況 Consolidated Financial Review

当期における現金及び現金同等物（以下「資金」）の期

末残高は、前期比26.7%増の317億86百万円となりました。

期首に比べ、67億円の増加です。

● 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、148億60百万円（前期

は68億67百万円の獲得）となりました。

資金増加要因としては、税金等調整前当期純利益の89

億57百万円に加え、減価償却費59億95百万円、役員退職

慰労引当金の増加額11億28百万円、店舗のスクラップ・

アンド・ビルドに伴う有形固定資産の除却・売却損14億10

百万円、包括的長期為替予約契約の時価会計導入による

評価損92億34百万円などがあげられます。これに対し資

金減少要因としては、売上債権の増加額10億75百万円、

棚卸資産の増加額23億51百万円、ファクタリング減少によ

る未払い金の減少額23億11百万円、カード事業での営業

貸付金の増加額74億47百万円、及び法人税等の支払額77

億17百万円などがあげられます。

● 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、44億99百万円（前期

は97億１１百万円の使用）となりました。

紳士服販売事業、雑貨販売事業での新規出店やリニ
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● 当期純利益・当期純利益率の推移 ● 一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40期 第41期
平成16年3月期 平成17年3月期

売上高 186,400 195,968
売上原価 86,698 89,961

売上総利益 99,701 106,007
販売費及び一般管理費 83,130 85,865

営業利益 16,570 20,142
営業外収益 1,235 877
受取利息及び受取配当金 350 284
その他 884 592
営業外費用 429 323
支払利息 334 230
その他 95 92

経常利益 17,376 20,696
特別利益 134 140
特別損失 2,424 11,879
固定資産除却・売却損 1,530 1,421
過年度役員退職慰労引当金繰入額 894 972
出資金評価損 ― 204
デリバティブ評価損失 ― 9,234
その他 ― 44

税金等調整前当期純利益 15,086 8,957
法人税、住民税及び事業税 7,820 8,710
法人税等調整額 △1,294 △4,664
少数株主利益 242 261

当期純利益 8,317 4,650

（単位：百万円）

連結損益計算書（要約）

キャッシュ・フロー
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●売上高

連結売上高は、前期比5.1%増の1,959億68百万円とな

りました。事業別では、紳士服販売事業が同5.6%増の

1,606億88百万円、カード事業が同5.1%増の77億32百万

円、商業印刷事業が同1.7%増の92億94百万円、雑貨販

売事業が同2.4%増の213億15百万円でした。

営業外損益については、支払利息の減少などがみら

れたものの、前期に比べて大きな変動はありませんでし

た。その結果、経常利益は、営業利益の増勢を反映し、

前期比19.1%増の206億96百万円となりました。

特別損益では、包括的長期為替予約契約（クーポンス

ワップ契約）にかかる会計処理について、時価会計処理

を導入したことにより、デリバティブ評価損失92億34百

万円を特別損失に計上しました。また、役員退職慰労引

当金の過年度相当分9億72百万円や、店舗の閉店や移

転・建替に伴う固定資産の除却損14億21百万円なども

特別損失に計上いたしました。この結果、特別損失は

118億79百万円となりました。

こうしたことから、当期純利益は46億50百万円とな

りました。一株当たり当期純利益は、前期の123円76銭

から67円87銭に減少しました。

● その他の損益

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

売上総利益は、前期比6.3%増の1,060億7百万円となり

ました。売上総利益率は0.6ポイント改善し、54.1%でし

た。この主な要因は、紳士服販売事業における、営業店

でのハイグレード商品の販売に注力したことなどによる

ものです。

営業利益は、同21.6%増の201億42百万円でした。紳

士服販売事業における新規出店に伴い、人件費や賃借

料、減価償却費などが増加した一方で、広告宣伝費は、

チラシを中心に効率的な使用に努めました。この結果

売上総利益率の改善に加え、この広告宣伝費の抑制が

功を奏し、営業利益の増益へとつながりました。

●営業費用及び営業利益

営業成績

（注）金額は単位未満を切捨てています。
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財政状態

0

10,000

20,000

30,000

40,000
デット・エクイティ・レシオ�■有利子負債�

（%）�（百万円）�

第40期�
（中間期）�

第39期�
（通期）�

第38期�
（通期）�

第37期�
（中間期）�

第41期�
（中間期）�

0

5

10

15

20

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000
（%）�（百万円）�

第40期�
（中間期）�

第39期�
（通期）�

第38期�
（通期）�

第37期�
（中間期）�

第41期�
（中間期）�

株主資本比率�■株主資本�

0

20

40

60

80

100

● 有利子負債・デット・エクイティ・レシオの推移 ● 株主資本・株主資本比率の推移

ューアル実施に伴う有形固定資産の取得181億77百万円、

建設協力金としての長期貸付22億9百万円などの資金使

用に対し、定期預金の純減17億62百万円、有価証券・投

資有価証券の売買等による純減118億19百万円などの資

金獲得があった結果です。

●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、36億60百万円（前期

は24億68百万円の使用）となりました。

社債200億円の満期償還、金庫株等としての自己株式

取得19億58百万円、配当金の支払い26億35百万円など

の資金使用に対し、社債発行100億円、長期借入100億

円などの資金獲得を行った結果です。

●資　産

当期末の流動資産は、前期末比60億83百万円（4.0%）

減の1,456億57百万円となりました。これは主に、カード

事業による営業貸付金が前期に比べ74億47百万円、棚

卸資産が同23億51百万円増加したものの、リース債権信

託受益権などの短期の資金運用や、時価会計導入に伴

う繰延デリバティブ資産などの「その他」が同164億21百

万円減少したためです。

固定資産は、同129億26百万円（9.6%）増の1,482億66

百万円でした。新規出店などの投資により、建物及び構

築物が前期に比べ53億68百万円、土地が同31億75百万

円増加した結果、有形固定資産が同91億46百万円（12.3%）

増の834億76百万円となったことに加え、デリバティブ評

価損失（92億34百万円）に係る税法との一時差異が発生

し、繰延税金資産が同45億43百万円（147.8%）増の76億

16百万円となったことが主な要因です。

●負　債

当期末の流動負債は、前期末比152億19百万円

（20.1%）減の603億66百万円となりました。主に、社債の

満期償還により、一年以内償還予定の社債が同200億円

減のゼロとなったことに加え、未払金が26億28百万円減

少したためです。

固定負債は、212億9百万円（306.2%）増の281億37百

万円でした。新たに合計100億円の社債を発行したほか、

長期借入金が93億20百万円増加したことが主な要因で

す。また、役員退職慰労引当金も11億28百万円増加しま

した。

●資　本

資本は、前期末比6億82百万円（0.3%）増の2,040億49

百万円となりました。当期純利益などの計上により、利

益剰余金が17億50百万円増加したのに対し、自己株式

の取得により、12億51百万円を支出したため、全体とし

ては微増に止まったものです。以上の結果、総資産に対

する資本の比率（株主資本比率）は、前期末の70.8%から

69.4%になりました。

（単位：百万円）

連結キャッシュ・フロー計算書（要約）

科目 第40期 第41期
平成16年3月期 平成17年3月期

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,867 14,860
投資活動によるキャッシュ・フロー △9,711 △4,499
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,468 △3,660
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 ―

現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △5,311 6,700

現金及び現金同等物の期首残高 30,397 25,086

現金及び現金同等物の期末残高 25,086 31,786

〈資産の部〉 （単位：百万円）

科目 第40期 第41期
平成16年3月末 平成17年3月末

流動資産 151,741 145,657
現金及び預金 24,931 24,371
受取手形及び売掛金 7,631 8,706
有価証券 14,212 14,097
たな卸資産 34,746 37,098
営業貸付金 41,962 49,410
その他 28,916 12,571
貸倒引当金 △659 △598
固定資産 135,340 148,266
有形固定資産 74,329 83,476
建物及び構築物 45,443 50,812
土地 22,773 25,948
その他 6,112 6,713
無形固定資産 1,082 1,184
投資その他の資産 59,928 63,605
投資有価証券 8,379 8,492
長期貸付金 1,121 1,077
繰延税金資産 3,073 7,616
敷金・保証金 44,105 43,850
役員・従業員に対する保険積立金 866 187
その他 2,532 2,425
貸倒引当金 △148 △43

資産合計 287,081 293,924

〈負債の部〉 （単位：百万円）

科目 第40期 第41期
平成16年3月末 平成17年3月末

流動負債 75,586 60,366
支払手形及び買掛金 10,987 17,777
短期借入金 3,340 4,280
一年以内償還予定の社債 20,000 ―
未払金 21,471 18,842
その他 19,787 19,466
固定負債 6,927 28,137
社債 ― 10,000
長期借入金 680 10,000
その他 6,247 8,137
負債合計 82,513 88,504
〈少数株主持分〉 1,200 1,370
〈資本の部〉
資本金 62,504 62,504
資本剰余金 62,370 62,411
利益剰余金 100,464 102,214
土地再評価差額金 △19,563 △19,486
その他有価証券評価差額金 5 71
自己株式 △2,414 △3,665
資本合計 203,367 204,049
負債、少数株主持分及び資本合計 287,081 293,924

連結貸借対照表（要約）

● 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
（百万円）� （百万円）�

■設備投資額　■減価償却費�

第40期�
（中間期）�
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（中間期）�
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（通期）�
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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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■　単独財務の状況 Non-Consolidated Financial Review ■　会社データ Corporate Data

（平成17年3月31日現在） （平成17年6月29日現在）

役員の状況会社概要

15

〈資産の部〉 （単位：百万円）

貸借対照表（要約）

科目 第40期 第41期
平成16年3月末 平成17年3月末

流動資産 143,127 125,667

固定資産 134,431 147,318

有形固定資産 69,090 78,418

無形固定資産 852 934

投資その他の資産 64,487 67,965

資産合計 277,558 272,986

科目 第40期 第41期
平成16年3月末 平成17年3月末

流動負債 69,385 53,718

固定負債 6,003 17,768

負債合計 75,388 71,486

〈資本の部〉

資本金 62,504 62,504

資本剰余金 62,370 62,411

利益剰余金 99,075 99,473

土地再評価差額金 △19,372 △19,295

その他有価証券評価差額金 6 71

自己株式 △2,414 △3,665

資本合計 202,169 201,499

負債・資本合計 277,558 272,986

（単位：百万円）

損益計算書（要約）

科目 第40期 第41期
平成16年3月期 平成17年3月期

売上高 152,124 160,688

売上原価 67,702 70,399

売上総利益 84,422 90,288

販売費及び一般管理費 71,323 74,240

営業利益 13,099 16,048

営業外収益 1,678 1,434

営業外費用 386 235

経常利益 14,391 17,247

特別利益 134 333

特別損失 2,221 11,633

税引前当期純利益 12,304 5,946

法人税、住民税及び事業税 6,481 7,298

法人税等調整額 △1,102 △4,592

当期純利益 6,926 3,240

前期繰越利益 572 525

土地再評価差額金取崩額 △7 △76

当期未処分利益 7,491 3,689

（注）金額は単位未満を切捨てています。

科目 第40期 第41期
平成16年3月期 平成17年3月期

当期未処分利益 7,491,121 3,689,100

利益処分額

配当金 2,635,001 2,625,422

（1株につき）

役員賞与金 131,100 128,390

（うち監査役賞与金）

別途積立金 4,200,000 400,000

次期繰越利益 525,019 535,288

その他資本剰余金の処分

その他資本剰余金 46,897 87,628

その他資本剰余金次期繰越高 46,897 87,628

（単位：千円）

利益処分計算書

〈負債の部〉 （単位：百万円）

（記念配当金　 5 円）

（6,220） （6,110）

（普通配当金　35 円） （普通配当金　40 円）

（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。 （注）金額は単位未満を切捨てています。

【 取 締 役 】

代 表 取 締 役 会 長

代表取締役副会長

代表取締役副会長

代表取締役社長兼
執 行 役 員 社 長

取 締 役 相 談 役

取締役兼常務執行役員

【 監 査 役 】

常任監査役（常勤）

監 査 役 （ 常 勤 ）

監 査 役

監 査 役

【 執 行 役 員 】

常 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

執 行 役 員

執 行 役 員

青山五郎

宮前洋昭

宮前省三

青山　理

青山睦雄

宮武真人（企画管理本部長兼総合企画部長）

遠藤幸辰

新浜英明※

内林誠之※

大木　洋※

（注）※は社外監査役であります。

宮川道信（開発本部長）

金生嘉夫（東京本部長兼広報室長）

多川幸雄（経理部長兼関連事業部長）

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（販促部長兼情報セキュリティ担当）

畑山房則（関東地区統括兼埼玉ブロック長）

松川修之（営業本部長兼営業企画部長）

藤井満典（TSC営業部長）

岡野真二（商品本部長兼第二商品部長）

青山商事株式会社

紳士服等の製造販売

昭和39年5月6日

625億471万円

3,051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

773店

：

：

：

：

：

：

：

社　　　名

事 業 内 容

設　　　立

資　本　金

従 業 員 数

事　業　所

営 業 店 数
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：

：

：
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：
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■　株主情報

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7月31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」「ユニバーサル・ランゲージ」「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・総合企画部 電話（084）920-0029
FAX（084）921-8129

お問い合わせ先

（ ）

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 7,521名

株式の状況

株主名 持株数 持株比率
（千株） （％）

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 7,217 10.71

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 4,647 6.90

㈲青山物産 3,380 5.02 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 1,421 2.11

インベスターズ バンク ウェストペンション ファンド クライアンツ 1,112 1.65

ステート ストリート バンク アンドトラスト カンパニー 505103 1,089 1.62

ビーエヌピー パリバ セキュリティーズ サービス ルクセンブルグ ジャスデック セキュリティーズ 1,033 1.53

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口4） 1,014 1.51

星野商事㈲ 1,001 1.49

大株主

株主数 持株数 持株比率
（名） （千株） （％）

金融機関 82 25,748 38.2

証券会社 27 257 0.4

その他の法人 256 7,286 10.8

外国法人等 266 20,760 30.8

個人・その他 6,890 13,341 19.8

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ております。
2. 当社は、自己株式1,758千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。

（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
商法改正により単元未満株式買増制度が創設され、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
なりましたので、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

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 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができな

い場合は、日本経済新聞に掲載する。
（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）

■　株式情報
（平成17年3月31日現在）
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