
■ 第42期中間事業報告書
平成17年4月1日から平成17年9月30日まで
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財務ハイライト

連結売上高（百万円） 82,399 86,267 89,344 186,400 195,968

連結営業利益（百万円） 5,438 6,629 6,634 16,570 20,142

連結中間（当期）純利益（百万円) 2,495 2,977 3,376 8,317 4,650

一株当たり中間（当期）純利益（円） 37.96 45.25 51.38 123.76 67.87

株主資本比率（%） 74.9 71.4 73.3 70.8 69.4

平成15年9月中間期　 平成16年9月中間期 平成17年9月中間期 平成16年3月期 平成17年3月期

（注）金額は単位未満を切捨てています。

（9月30日現在）
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To Our Shareholders株主の皆様へ

代表取締役社長兼執行役員社長

青 山 理

5期連続の営業増益を達成

株主の皆様におかれましては、平素より私ども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。当中間期は、当社が新経営体制となっ

て初めて迎えた中間決算でしたが、お蔭様をもちまして、５期連続の営業増益

を達成することができました。今後は経営スピードをさらに加速し、株主の皆

様のご期待に沿えるよう頑張ってまいりたいと思います。

■ 当初計画を上回る成果

当中間期の業績は、連結売上高で前年同期比
3.6%増の893億44百万円、連結営業利益で同
0.1%増の66億34百万円となりました。中間期
としては5期連続の増収増益です。
小売業界では現在、消費者の選別眼が一段と厳

しくなるとともに、シェア確保のための価格競争
も激しさを増しています。
この中で私たちは、主力の紳士服販売事業では、

店舗網の拡充や高付加価値商品の販売拡大などの
施策を通じ、収益力と競争力を強化してまいりま
した。一方では「カジュアルランドあおやま株式
会社」の分社化など、グループ経営全体の基盤整
備にも取り組んでまいりました。こうした結果、
当中間期の業績は当初計画を上回ることができま
した。
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■ 変わらず現場主義の姿勢で

新体制が発足して半年が経とうとしています。執行
役員13人（内、取締役兼務2人）のうち、43歳を最年
少に6人が40代という若い体制です。その効果で、
小売業の命である事業展開のスピードに磨きがかか
り、一方では失敗を恐れずに果敢に挑戦する土壌もで
きつつあります。

マーケットの成熟化と競争激化という環境にありま
すが、常に現場に足を運び、自分の目で現状をたしか
め、現場の人が働きやすい環境を作る。この“現場主
義”が業績の伸展に大きく貢献します。これが私に求
められている役割です。

■ 店舗網再構築に“追い風”

これから、少子化や団塊の世代のリタイアに伴い、紳
士服の市場規模は頭打ちが予想されます。一方では
業界の寡占化が進んでおり、生き残りを賭けた競争は
より激しくなっていくでしょう。このような中、皆様のご
期待に沿うためには、競合他社に打ち勝ってシェアを
上げ、事業を拡大するほかありません。
事業の拡大には、さらなる出店攻勢が必要です。こ

れに関しては、当社にはひとつの大きな優位点があり
ます。それは、1990年代前半に年間70～90店ず

つ出した店舗が、今後次々と契約満了を迎えることで
す。契約満了で移転する場合、大きな損失を出さずに、
新たな商業集積地への移転などの店舗網再構築が可
能になるのです。
前回の出店ラッシュから15年が経ち、その間に、大

型ショッピングセンターの建設などで、人の流れは大き
く変化しています。最新の状況に最も適した店舗網を
再構築することで、競合他社との競争に勝ち抜きます。

これらの施策を通じて収益力をさらに高め、通期で

は40円配当を予定しています。株主の皆様におか

れましては、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。

■“人”あっての組織、評価制度の一層の徹底

企業は、やはり最終的には“人”あってこそ成り立つ

ものであります。社員一人ひとりの力をさらに高めな

ければ、この厳しい環境の中で生き残ることはできま

せん。潜在能力を最大限に発揮して働いてもらうた

めに、能力主義人事制度や評価報酬制度の徹底を行

い、これまで以上に頑張れば頑張っただけの報酬が

得られるようにしたいと思います。

ザ・シャツカンパニー 新宿三越店
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Store Network Strategy特集1 出店戦略

■業態の多様化が集中出店を可能に

集中出店の第一弾として当社では、東京・新宿駅周

辺に、都心のビジネスマンを対象にしたスーツ専門店

「ザ・スーツカンパニー（TSC）」、シャツ販売に特化し

女性向け商品も充実させた「ザ・シャツカンパニー

（tsc）」、ファッション感度の高い30代を中心とした

男女を対象としたセレクトショップ「ユニバーサル・ラ

ンゲージ（UL）」を矢継ぎ早にオープンし、「洋服の青

山」などの既存店舗も合わせ、新宿駅を囲んだ徒歩圏

当社の出店戦略が、新しい局面を迎えています。一例が、展開するさま

ざまな業態の店舗を、都心部の一定の地域に集中して出店する“ドミナン

ト戦略”です。客層の違う店舗を集中配置することで、人の流れが集中す

る都心部から最大限の果実を引き出すというこの戦略で、当社はかねて

からの念願だった“都心攻略”を目指します。一方では、新機軸の店舗運

営や店舗網の再構築にも取り組み、販売力をさらに強化していきます。

内に計6店舗を集中させました。また、若者が集まる

東京・渋谷駅周辺にも新たにULとtscを出店、TSC

を含め計3店舗の体制をとっています。

この戦略に踏み切ったのは、TSCの本格展開の過

程で、同店と「洋服の青山」とではほとんど競合がない

ことが判明したためです。さらに近年、tsc、ULといっ

た若年層向け新業態の開発にも成功し、当社のライン

ナップは厚みを増しています。

「洋服の青山」だけでは、都心に集中出店した場合

当社は、セレクトショップ「Universal Language（UL）」の3号店を10月20

日、大阪市北区のファッションビル「NU_ chayamachi」内にオープンしました。

ULが関西へ進出するのは初めてです。12月には、横浜市西区のJR横浜駅西口

に4号店をオープンする予定で、今後も全国の都心部への展開を進めていきます。

ULのターゲットは、都心部に住むファッション感度の高い30代を中心とした男

女です。イタリアの輸入生地を使ったオリジナルスーツやヨーロッパから買い付けたデニムや靴、

独自にセレクトしたCDなどを扱っています。

「ユニバーサル・ランゲージ」、関西地区に初の展開

ドミナント戦略で都心攻略へ

ザ・スーツカンパニー新宿西口店

ユニバーサル・ランゲージ梅田NU_茶屋町店
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■女性に“近い”店舗づくりを

一方で当社は、店舗の運営体制に今までとは違った

要素を導入し始めました。それは、“女性”の視点です。

「青山スーツ工房」札幌宮の沢店では今年8月から、

スタッフは全員女性という店舗の試みを始めました。

会計用テーブルにテーブルクロスや花瓶を置くなど、

“自社競合”に陥ってしまい、高い出店コストをまかな

い切れなかったでしょう。しかし、業態の多様化に目途

をつけたことで、商圏人口の多さという都心部のメリ

ットを最大限に享受できるようになったのです。得意

のロードサイド店に続く、新しい選択肢の誕生です。

今後は、新宿などでの成果を見極めたうえで、首都

圏や関西の大都市部への集中出店を検討していき

ます。

女性ならではの、女性に好感を持っていただける店づ

くりに取り組んでいます。

家庭で財布を握っているのは主婦層です。また、ス

ーツを買う際に、奥様や恋人を同伴して選んでもらっ

たり、購入自体を任せたりする男性も少なくありませ

ん。そこで当社では、女性へのアピール強化が売上拡

大につながるのでは、と考えたのです。

更に、「TSC」名古屋栄店に女性衣料専用フロアを

設置するなど、女性向け商品の展開も拡充しています。

また、10月に分社化した「カジュアルランドあおやま

（株）」でも、レディース・キッズの構成比を現在の

30％から50％へと高めていきます。売れ筋動向に

敏感に反応するため、初期発注分を従来の8割から5

割に削減、残りを2ヶ月の短サイクルで補充する体制

も整えました。

紳士服市場は、団塊の世代の引退などで今後頭打ち

が予想されます。これを乗り越えるために、あらゆる意

味で、女性に“近い”店づくりに取り組み、新たな成長

への第一歩とします。

当社は「青山スーツ工房」札幌宮の沢店（札幌市西区）で、女性社員のみで店舗を運

営するという新たな試みを始めました。女性ならではのコーディネート提案で、ライバ

ル店との差別化を図ります。

更に10月には、「洋服の青山」伊丹店もスタッフ全員女性の2号店にするなど、女性

の力の活用を模索しており、今後、社員に占める女性の割合も高めていく方針です。

女性だけの店舗・「青山スーツ工房」札幌宮の沢店

ザ・スーツカンパニー銀座数寄屋橋店

「青山スーツ工房」札幌宮の沢店のスタッフ
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地域別店舗数（平成17年9月末現在）
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Store Network Strategy特集1 出店戦略

■今こそがチャンス、スーツマーケットシェアの一層

の拡大

紳士服販売業界はいま、大手4社の寡占が進んで

います。限られたパイの中で競争に勝ち抜くには、販

売効率の良い、収益性の高い店舗網を築いていくこ

とが不可欠です。

当社は株主資本比率73.3％と、財務の健全性で

は業界でもトップクラスであります。さらに、1990

年代前半に出店した店舗が今後数年間で契約満了

を迎えるため、違約金なしに店舗の統廃合を進める

ことが可能です。TSCも、60万都市・岡山の店で出

店3年目にして黒字化の目途が付き、中規模地方都

市への進出の道筋が開けました。今こそ、ライバル

に差をつけるチャンスです。この優位点をフルに活

用し、利益率を保ちつつ、スーツマーケットシェア

の一層の拡大を目指します。

店舗数の推移

平成16年9月末 平成17年3月末 平成17年9月末

店舗数 店舗数 店舗数 （出店） （移転） （閉店）

洋服の青山 624 644 651 （10） （8） （3）

青山スーツ工房 24 22 22 （－） （－） （－）

ザ・スーツカンパニー 24 29 30 （2） （－） （1）

キャラジャ 81 78 78 （1） （－） （1）

合計 753 773 781 （13） （8） （5）
（注）1.「プラスエー・ザ・スーツ・アオヤマ」（平成17年9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17年9月末で3店舗(東京都 2店舗・埼玉県 1店舗)）並びに「ユニバー
サル・ランゲージ」（平成17年9月末で2店舗（東京都））は、「ザ・スーツカンパニー」に含めてお
ります。

（単位：店）

「洋服の青山」熊本近見店（熊本県）
2005年10月開店
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トピックス Topics

当社は10月1日、カジュアルウェア店を展開する「キャラジャ」部門を、新設の当社100%子会社「カジュアルランドあお

やま株式会社」に承継しました。今後は独立した経営責任のもと、迅速かつ柔軟な経営判断を行い、市場競争力を高めるこ

とにより収益力を強化していきます。

当社を分割会社、「カジュアルランドあおやま株式会社」を新設会社とする分

社型の新設分割で、新設会社に承継される資産が当社全資産の20分の1以下

となるため、株主総会決議を伴わない、商法上の簡易分割の方法により実施さ

れました。「カジュアルランドあおやま株式会社」は承継に伴い、普通株式200

株を発行、全てを当社に割り当てました。分割交付金の支払いはありません。

なお、「カジュアルランドあおやま株式会社」社長には、当社顧問（前取締役第

二商品部長）の藤原弘太郎、会長には当社代表取締役会長の青山五郎が就任し

ています。

「キャラジャ」部門を新会社に承継

当社では本年9月、東京都台東区の「ザ・スーツカンパニー（TSC）上野店」で、業界にさ

きがけてICタグの本格導入を始めました。当初の対象は靴約100種類で、添付のICタグ

に生産地やこだわりの製造方法、色の種類などの商品情報を記録するとともに、在庫検索

の効率化を図っています。

店頭の専用端末で、お客様自ら商品情報や在庫を検索することが可能で、お買い物がし

やすくなります。

上野店での成果をにらみつつ、TSC全店へ順次拡大を予定しています。また、その靴に

合う服装の写真や着こなし提案をICタグに記録しておき、端末から読み取って画面表示す

る新サービスも研究中です。

業界にさきがけICタグを本格導入

靴に添付されたICタグ

商品情報・
在庫の検索

新会社設立に伴いリニューアルした
「カジュアルランドあおやま」松江店
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■3ブランドを相次いで投入

今秋、当社では、3つの新ブランドを立ち上げました。

コシノジュンコ氏プロデュースの20代～30代向けブ

ランド「Mr.JUNKOⅡ世」、イトキン株式会社などとの

提携で生まれた30代後半～40代のニューファミリ

ー向けブランド「a.v.v」、イタリアンクラシコをベース

とした40代～50代向けブランド「クリスチャン・オラ

ーニ」がそれです。価格帯は、「Mr.JUNKOⅡ世」

当社では今秋、以下の3ブランドを投入しました。いずれも「洋服の青山」で取り扱っています。

Product Strategy特集2 商品戦略

新ブランド投入で顧客層のさらなる拡大へ ●スーツの販売着数・平均販売単価の推移
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景気回復に伴う消費の活性化により、紳士服市場では現在、2極化が

進みつつあります。従来の「低価格志向」に加え、高くとも良い品を求め

る「高額志向」が急速に勢いを増しているのです。当社でも、前期より全

店展開しているハイグレード・スーツ「サビルロウ」シリーズがヒット商品

へと成長しました。当社では、レギュラー価格商品の品質向上に努める

一方で、各年齢層に対応した、比較的価格帯の高い新ブランドを相次い

で投入、顧客層のさらなる拡大を目指します。

【a.v.v】
女性向けブランド「a.v.v（アー・ヴ

ェ・ヴェ）」を紳士服分野で展開。タ

ーゲットは30代後半～40代のニュ

ーファミリー層です。

【Mr.JUNKOⅡ世】
都会的でシャープなデザインが特

徴。20代～30代がターゲットで、

初年度4万着が目標です。

【クリスチャン・オラーニ】
イタリアンクラシコをベースにした

「モテるおやじ服」がテーマ。ターゲ

ットはおしゃれに関心のある40代～

50代。初年度15万着を目指します。

今秋から展開する3ブランド
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「a.v.v」が3万円台から5万円台、「クリスチャン・オラ

ーニ」が5万円台から6万円台となっております。い

ずれも「洋服の青山」で取り扱います。

このように、対象年齢層を変えた複数のブランドを

同時展開したのは、これまで百貨店などでスーツを購

入していた層を、年齢層を問わず当社の新しい顧客と

して獲得するためです。団塊の世代の引退や少子化

で、紳士服市場は早晩、頭打ちが予想されます。その

中で成長を持続していくには、新しい顧客層を開拓し、

業態の違うライバルのシェアをも取り込んでいくほか

ありません。

幸い当社では、「サビルロウ」の展開を通じ、立体裁

断などの生産技術をさらに向上させることができまし

た。それらを存分に活かして質の高い新ブランドを機

動的に立ち上げ、変化の波に柔軟に対応することで、

顧客満足度をいっそう高めていきます。

■クールビズが追い風に

事前に、スーツの売上への影響が懸念されたのです

が、いざフタを開けてみれば、ネクタイなしでも着られ

るボタンダウンシャツなどの先導でシャツ類が好調に

推移いたしました。また、逆風が予想されたスーツ類

も堅調に推移し、販売着数としては上期として過去最

高の1,045千着（前年上期：1,036千着）となりまし

た。

景気回復に伴う消費意欲の盛り上がりに加え、クー

ルビズが話題になったことから男性のファッションへ

の関心が高まり、客足が伸びたことが主な原因と思わ

れます。当社ではこのタイミングをとらえ、高機能素

■団塊世代向け新商品を開発へ

当社の商品戦略における今後の最大の課題は、団

塊の世代の引退、いわゆる「2007年問題」への対応

です。先に説明した新ブランドの投入もその対策のひ

とつですが、さらに、団塊の世代そのものへの対応も

必要となります。そこで、2007年をターゲットに、団

塊の世代に対し、これまで着ていたスーツに代わるセ

カンドウェアのような新商品を開発、提案します。現在、

彼らの嗜好に合わせたテイストやグレード感を実現で

きるよう研究中です。

科目 平成16年9月中間期 平成17年9月中間期 平成17年3月通期
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

スーツ・スリーピース・中衣料 25,255 36.8 26,151 36.6 60,908 37.9

ジャケット 3,043 4.4 3,047 4.3 7,347 4.6

スラックス 4,570 6.7 4,553 6.4 8,679 5.4

コート 54 0.1 75 0.1 4,403 2.7

礼服 10,082 14.7 10,335 14.5 19,932 12.4

洋品類その他 18,106 26.4 20,323 28.4 43,039 26.8

キャラジャ 5,283 7.7 4,836 6.8 11,718 7.3

ポイント還元額 988 1.4 827 1.2 1,995 1.2

補正加工賃 1,200 1.8 1,239 1.7 2,662 1.7

合計 68,585 100.0 71,388 100.0 160,688 100.0
（注）金額は単位未満を切捨てています。

（単位：金額は百万円、構成比は％）

商品別売上高の推移

材などで夏場の快適性を高めた「清涼スーツ」など

を展開いたしました。クールビズ効果で来店したお

客さまに対しても積極的にお勧めしたことが、売上

増につながったのです。
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Review of Operations事業の概況

当事業の売上高は、前年同期比5.1%増の665

億42百万円となりました。

主力業態の「洋服の青山」では、引き続き2着目

1,000円などの価格訴求型販促を行う一方、ハイグ

レード商品の販売も強化いたしました。また、顧客

データを活用した対象層別ダイレクトメールなど、き

め細かなマーケティング活動も実施しました。

「ザ・スーツカンパニー」では、店舗数の着実な増

加でブランド力が確立されてきたほか、クールビズ需

要に合致した品揃えを実現

できたため、業績は順調で

した。

これらの結果、スーツ事

業の既存店来店客数は前

年同期比0.5%増加いた

しましたが、客単価が前年

同期比0.7%減となったた

め、既存店売上高は前年同

期比0.2%の減少となりま

した。

当事業の売上高は、前年同期比8.3%減の48億

46百万円となりました。

当事業では、店舗コンセプトを30代中心のファミリ

ーカジュアルと位置付け、品質を重視しつつブランド、

トレンドなどを取り入れた高付加価値商品をタイムリ

ーに、お買い求めいただきやすい価格で提供し、他社

との差別化を図ってまいりました。その結果、既存店

ベースでみると、客単価は前年同期比0.1%増となっ

たものの、来店客数の減少から売上高は3.5%減とな

りました。

なお、当事業は10月1

日付けで当社の100%出

資子会社「カジュアルラン

ドあおやま株式会社」とな

りました。カジュアル店と

しての専門性を一層強化

しつつ、柔軟かつ機動的

な事業活動を行ってまい

ります。

スーツ事業 キャラジャ事業

当社グループの中核事業で、主力業態の「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」「ザ・シャツカンパニー」

「ユニバーサル・ランゲージ」の各店舗を全国で展開しています。

当中間期には、競争力強化のための積極的な出店・移転・建て替え

を実施する一方で、都心部集中出店などの新たな試みも手掛けた

結果、売上高は前年同期比4.1%増の713億88百万円、営業利

益は同4.1%増の46億59百万円となりました。なお、当事業で

は当中間期に、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用し、減損

損失35億16百万円を計上しています。
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●売上高・営業利益の推移
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●売上高・営業利益の推移

●売上高・営業利益の推移

●売上高・営業利益の推移
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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。当中間期の
売上高（営業収益）は前年同期比6.3%増の41億15百万円、営業利益は同0.1%
減の12億4百万円となりました。
当事業の主たる目標は、紳士服販売事業の効率的な販売促進を支援することで

す。そこで「AOYAMAカード」会員の募集に注力するとともに、生活に密着した金
融サービスを展開した結果、8月末現在の有効会員数は前期末に比べ14万人増
の290万人となりました。また、新たな成長基盤として位置付けている、インター
ネットを利用した語学学習サービス「ランゲージ・チャンネル」への取り組みを本格
化し、テレビCMの放映を7月より始めました。
なお、当事業の資金は、青山商事（株）からの借入れと社債発行により調達してい

ます。

当事業には連結子会社の（株）アスコンが従事し、ダイレクトメールやチラシな
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。当中間期の売上高は前年同期比12.8%増の47億85百万円、
営業利益は同38.0%増の1億43百万円となりました。
印刷・広告業界においては、折込広告が2年連続で増加するなど明るい兆しが

見え始めたものの、同業社間の競争は一層激しさを増しています。このような中、
当事業では既存取引先への深耕と新規開拓の強化、採算重視の受注、コスト削減
の徹底などを重要施策として、営業基盤と収益の拡大に取り組みました。

当事業には連結子会社の（株）青五が従事し、100円ショップ「ダイソー&
アオヤマ100YEN PLAZA」を展開しています。当中間期の売上高は前年
同期比1.2%減の106億57百万円、営業利益は同0.5%増の3億57百万
円となりました。
当事業では、「洋服の青山」「キャラジャ」の閉鎖店舗の再利用や、シナジー

効果を狙った「洋服の青山」との併設などの形で出店を進めています。当中
間期には、9店舗を出店する一方で非効率な5店舗を閉鎖した結果、8月末
現在の店舗数は前年同期比4店舗増の131店舗となりました。

4.6%
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業

● 売上高構成比率（平成17年8月中間期）

3.6%
● 売上高構成比率（平成17年9月中間期）

11.9%
● 売上高構成比率（平成17年8月中間期）
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■　連結財務の状況 Consolidated Financial Review

●売上高

連結売上高は、前年同期比3.6%増の893億44百万

円となりました。積極的な店舗展開などから、売上高が同

4.1%増の713億88百万円となった紳士服販売事業が

牽引した格好で、このほか、雑貨販売事業を除く全ての事

業でも増収を達成できました。

連結営業外損益では、前期に時価会計を導入した「包括

的長期為替予約契約（クーポンスワップ契約）」に係るデリ

バティブ評価益42億83百万円を営業外収益として計上

しています。また、社債の償還などにより、支払利息が前年

同期比75.8%減の40百万円に減少しました。その結果、

連結経常利益は前年同期比65.2%増の112億49百万

円となりました。

特別損益においては、紳士服販売事業と雑貨販売事業で

「固定資産の減損に係る会計基準」を適用し、減損損失38

億77百万円を特別損失に計上しました。また、店舗閉鎖・

移転・建替・リニューアルなどに伴う固定資産除却・売却損

4億38百万円、過年度役員退職慰労引当金繰入額8億

74百万円も計上しています。

これらの結果、連結中間純利益は前年同期比13.4%増

の33億76百万円となりました。1株当たり中間純利益は、

前年同期の45円25銭から51円38銭に増加しました。

●その他の損益

連結売上総利益は、前年同期比4.0%増の486億32

百万円でした。紳士服販売事業において、営業店でのハイ

グレード商品などの売上拡大に努力した結果、連結売上総

利益率を同0.2ポイント増の54.4%に改善できたことが

主な要因です。

連結営業利益は、同0.1%増の66億34百万円となりま

した。主な要因としては、カード事業での営業貸付金増加

が挙げられます。同事業は期初には、インターネット語学学

習サービス「ランゲージ・チャンネル」のテレビCM費用の

計上による減益が見込まれていたのですが、営業貸付金の

増加により前年同期並みの水準を確保できました。また、

紳士服販売事業で、ブランドスーツなど高額商品の販売拡

大から売上総利益率が改善し、減価償却費や人件費など

の増加はあったものの、営業利益が前年同期比4.1%増の

46億59百万円となったことも、連結営業利益の拡大に大

きく貢献しました。

● 営業費用及び営業利益

営業成績

● 売上高の推移 ● 営業利益／営業利益率／経常利益の推移● 売上総利益／売上総利益率の推移
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現金及び現金同等物（以下「資金」）の当中間期末残高

は、170億1百万円（前年同期比32.0%減）となりました。

期首に比べ147億85百万円の減少です。

● 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果使用した資金は、60億26百万円（前年

同期は29億88百万円の使用）となりました。

税金等調整前中間純利益60億31百万円、減価償却費

29億13百万円、減損会計導入による減損損失38億77

百万円などの資金獲得に対し、カード事業での営業貸付金

の増加額26億34百万円、未払金の減少額47億31百万

円、法人税等の支払額65億36百万円などの資金使用の結

果です。

● 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、61億50百万円（前年

同期は29億93百万円の使用）となりました。

有価証券の売買に伴う獲得資金2億円（純額）などの資金

獲得に対し、新規出店・リニューアル実施に伴う有形固定資

産の取得による支出61億7百万円などの資金使用があっ

た結果です。

科目 第41期 第42期 第41期
（平成16年9月中間期）（平成17年9月中間期） （平成17年3月通期）

売上高 86,267 89,344 195,968

売上原価 39,520 40,712 89,961

売上総利益 46,747 48,632 106,007

販売費及び一般管理費 40,118 41,998 85,865

営業利益 6,629 6,634 20,142

営業外収益 414 4,684 877

受取利息及び受取配当金 152 120 285

デリバティブ評価益 - 4,283 -

その他 261 280 592

営業外費用 232 68 323

支払利息 165 40 230

その他 66 27 93

経常利益 6,810 11,249 20,696

特別利益 56 27 140

特別損失 1,543 5,245 11,879

固定資産除却・売却損 586 438 1,421

過年度役員退職慰労引当金繰入額 941 874 972

減損損失 - 3,877 -

デリバティブ評価損失 - - 9,234

その他 15 54 248

税金等調整前中間（当期）純利益 5,323 6,031 8,957

法人税、住民税及び事業税 2,371 2,507 8,710

法人税等調整額 △158 90 △4,664

少数株主利益 133 57 261

中間（当期）純利益 2,977 3,376 4,650

（単位：百万円）

中間連結損益計算書（要約）
キャッシュ・フローの状況

● 中間純利益／中間純利益率の推移 ● 総資産回転率／株主資本純利益率の推移● 1株当たり中間純利益の推移
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（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 Consolidated Financial Review

●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、26億9百万円（前年

同期は59億4百万円の獲得）となりました。

配当金の支払額26億25百万円が主な要因です。
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● 総資産／株主資本／株主資本比率の推移 ● 設備投資額／減価償却費の推移

科目 第41期 第42期 第41期
（平成16年9月中間期）（平成17年9月中間期）（平成17年3月通期）

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,988 △6,026 14,860

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,993 △6,150 △4,499

フリー・キャッシュ・フロー △5,981 △12,176 10,361

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,904 △2,609 △3,660

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －

現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △77 △14,785 6,700

現金及び現金同等物の期首残高 25,086 31,786 25,086

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 25,008 17,001 31,786

（単位：百万円）

中間連結キャッシュ・フロー計算書（要約）

（注）金額は単位未満を切捨てています。

（注）業績の季節変動について
上半期における営業キャッシュ・フローは、通常次の要因によりマ

イナスになる傾向があります。
・下半期の売上に対応する営業支出が翌年度の上半期にずれ
込む。

・前期に係る法人税などの支払い時期が翌年度の上半期にな
る。
この傾向は当中間期についても変わりありません。
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● 有利子負債／デット・エクイティ・レシオの推移
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科目 第41期 第42期 第41期
（平成16年9月末） （平成17年9月末） （平成17年3月末）

流動資産 143,824 131,532 145,657

現金及び預金 20,437 16,087 24,371

受取手形及び売掛金 4,630 4,820 8,706

有価証券 19,900 7,798 14,097

たな卸資産 36,683 39,550 37,098

営業貸付金 44,758 52,044 49,410

その他 18,034 11,759 12,572

貸倒引当金 △620 △530 △598

固定資産 139,231 148,190 148,266

有形固定資産 77,591 82,941 83,476

建物及び構築物 47,619 50,284 50,812

土地 23,557 26,363 25,948

その他 6,415 6,293 6,713

無形固定資産 1,138 1,235 1,184

投資その他の資産 60,500 64,013 63,605

投資有価証券 8,440 11,506 8,492

敷金・保証金 44,641 43,195 43,850

役員・従業員に対する保険積立金 185 187 187

その他 7,297 9,189 11,118

貸倒引当金 △64 △65 △43

資産合計 283,055 279,722 293,924

科目 第41期 第42期 第41期
（平成16年9月末） （平成17年9月末） （平成17年3月末）

流動負債 61,993 43,805 60,366

支払手形及び買掛金 13,535 14,887 17,777

短期借入金 3,920 3,640 4,280

一年以内償還予定の社債 20,000 ― ―

未払金 13,048 14,570 18,842

その他 11,489 10,707 19,466

固定負債 17,575 29,483 28,137

社債 10,000 10,000 10,000

長期借入金 30 10,475 10,000

その他 7,545 9,008 8,137

負債合計 79,569 73,289 88,504

〈少数株主持分〉 1,243 1,333 1,370

〈資本の部〉

資本金 62,504 62,504 62,504

資本剰余金 62,405 62,438 62,411

利益剰余金 100,618 102,605 102,214

土地再評価差額金 △19,563 △19,314 △19,486

その他有価証券評価差額金 41 301 71

自己株式 △3,764 △3,436 △3,665

資本合計 202,242 205,100 204,049

負債、少数株主持分及び資本合計 283,055 279,722 293,924

〈資産の部〉 （単位：百万円） 〈負債の部〉 （単位：百万円）

中間連結貸借対照表（要約）

（注）金額は単位未満を切捨てています。



15

■　単独財務諸表 Non-Consolidated Financial Statements

（注）金額は単位未満を切捨てています。

中間貸借対照表（要約） 中間損益計算書（要約）

科目 第41期 第42期 第41期
（平成16年9月末） （平成17年9月末） （平成17年3月末）

流動資産 124,932 110,801 125,667

固定資産 138,114 147,422 147,318

有形固定資産 72,355 78,134 78,418

無形固定資産 875 991 934

投資その他の資産 64,883 68,295 67,965

資産合計 263,047 258,224 272,986

〈資産の部〉 （単位：百万円）

科目 第41期 第42期 第41期
（平成16年9月中間期）（平成17年9月中間期） （平成17年3月通期）

売上高 68,585 71,388 160,688

売上原価 29,717 30,789 70,399

売上総利益 38,867 40,599 90,288

販売費及び一般管理費 34,415 35,937 74,240

営業利益 4,451 4,662 16,048

営業外収益 791 4,943 1,434

営業外費用 159 56 235

経常利益 5,083 9,549 17,247

特別利益 195 27 333

特別損失 1,440 4,742 11,633

税引前中間（当期）純利益 3,837 4,833 5,946

法人税、住民税及び事業税 1,587 1,832 7,298

法人税等調整額 △33 149 △4,592

中間（当期）純利益 2,283 2,851 3,240

前期繰越利益 525 535 525

土地再評価差額金取崩額 － △172 △76

中間（当期）未処分利益 2,808 3,214 3,689

（単位：百万円）

科目 第41期 第42期 第41期
（平成16年9月末） （平成17年9月末） （平成17年3月末）

流動負債 55,398 37,534 53,718

固定負債 7,240 18,605 17,768

負債合計 62,639 56,140 71,486

〈資本の部〉

資本金 62,504 62,504 62,504

資本剰余金 62,405 62,438 62,411

利益剰余金 98,592 99,398 99,473

土地再評価差額金 △19,372 △19,122 △19,295

その他有価証券評価差額金 42 301 71

自己株式 △3,764 △3,436 △3,665

資本合計 200,408 202,083 201,499

負債・資本合計 263,047 258,224 272,986

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

【 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）

社　　　名

設　　　立

資　本　金

従 業 員 数

事　業　所

営 業 店 数

（平成17年9月30日現在） （平成17年9月30日現在）

：

：

：

：

：

：

青山商事株式会社

昭和39年5月6日

625億471万円

3,345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

781店

役員の状況会社概要



■　株式情報
（平成17年9月30日現在）

Stock Infomation
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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 7,028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） 6,413 9.52

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 4,250 6.31

㈲青山物産 3,380 5.02

青山五郎 3,360 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 1,905 2.83

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 1,210 1.80

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口4） 1,158 1.72

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 1,105 1.64

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 21,923 32.5

証券会社 30 424 0.6

その他の法人 264 7,887 11.7

外国法人等 292 24,518 36.4

個人・その他 6,364 12,640 18.8

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1,607千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。



■　株主情報
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Shareholders Information

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
株主名簿に記載又は記録された株主各
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」「カ
ジュアルランドあおやま」にてご利用いただけます。

a AOYAMA DATA f  電子公告
b ニュースリリース g 月次情報
c 株価情報 h 決算短信情報（単独及び連結）
d 株主優待券 i  社長挨拶
e 有価証券報告書 j Business Report（英語版）

■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

（ ）

（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




