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■ 第43期株主通信
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

株
主
通
信

Credit Card Business

Commercial Printing Business

Menswear Sales Business

Sundry Sales Business
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株主の皆様へ

代表取締役社長兼執行役員社長

青 山 理

6期連続の増収、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。お陰様をもちまして、当社グ

ループは当期も引き続き業績を拡大し、6期連続の増収、営業増益を達

成することができました。今後も失敗を恐れぬチャレンジ精神のもと、紳

士服販売事業を核に収益を拡大し、皆様のご期待に応えていきたいと存じ

ます。

■ 競争力強化に向けた諸施策が結実

当期の当社グループの業績は、連結売上高が前期
比5.4%増の2,137億3百万円、連結営業利益が同
5.2%増の229億29百万円となりました。一方、連
結当期純利益は、「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が7億
93百万円と前期（67億19百万円）に比べ59億26
百万円減少したことなどにより、同13.5%減の
115億24百万円となりました。
当期におきましては、暖冬による冬物衣料の伸び

悩みに加え、年金・税制改革などによる将来の家計
負担増への懸念や選択的消費支出の増加などから、
紳士服小売業界では楽観できない状況が続きました。
このような中、当社グループでは、主力のスーツ

事業において、幅広い品揃えと積極的な出店、移転
と既存店のリニューアルを実施しシェア拡大を進め
た結果、当期の業績は当初計画を上回ることができ
ました。

To Our Shareholders

財務ハイライト

連結売上高（百万円） 176,075 186,400 195,968 202,720 213,703

連結営業利益（百万円） 12,784 16,570 20,142 21,795 22,929

連結当期純利益（百万円) 6,392 8,317 4,650 13,328 11,524

1株当たり連結当期純利益（円） 94.81 123.76 67.87 199.81 175.37

1株当たり配当（円） 35 40 40 45 50

連結ROE（%） 3.1 4.1 2.3 6.3 5.3

平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

（注）金額は単位未満を切捨てています。

（3月31日現在）



当社は、今期「新5つの目標」を掲げ、その実現に
向けて取り組んでおります。
その一つ目は、人材育成です。従業員各層に合わせ
た教育プログラムをｅ-ラーニングや各役職別研修で実
施し、人材のレベルアップを図ります。
二つ目は、インターネットと全国展開している有店
舗とを組み合わせた、他社では出来ない販売戦略の強
化です。当社では、既にネット上で店舗では品揃えの
少ないキング・トール・スモールサイズの商品の試着
予約サービス「Ｗorld Ｗide Size」（ワールド・ワイ
ド・サイズ）を展開しており、昨冬からはレディス商
品も対象に加えました。また今年2月に「Web戦略推
進部」を新設し、当社のインターネット戦略を一層強
化する方針です。
三つ目は、顧客分析の精度アップです。顧客データ
の分析を強化し、より効率的な顧客アプローチを実現
していきます。
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■ さらなる収益拡大を目指して

少子高齢化や団塊世代のリタイヤに伴う2007年
問題で、スーツ市場の縮小が予想される中、前期末
より本格的に取扱いを開始いたしましたレディスの
リクルートスーツ・フォーマルの品揃え強化や、売
場環境の整備等に努め新たな客層の取込みに注力い
たしました。
また、昨年2月より提携を始めたカルチュア・コン

ビニエンス・クラブ（株）のポイントプログラム
（Ｔカード）を活用し、若年層との取引拡大に努めま

した。
そして昨年4月より出店を開始いたしました「ザ・

スーツカンパ二ーズ　ウィークエンド」（平成19年3
月末で9店舗）につきましては、今後も郊外の大型シ
ョッピングセンターへ積極的に出店し、中心顧客層
である団塊ジュニア世代のファミリー層などの獲得
を図ってまいります。
このような取組みなどにより、さらなる収益拡大

を目指してまいります。

■「新5つの目標」で一段と存在感を

四つ目は、レディス商品の強化です。前期末より本
格的に取扱いを開始いたしましたレディス商品の品揃
えをさらに強化してまいります。
そして最後は新業態の展開です。当社では、今年4

月より郊外型ショッピングセンターを中心に団塊ジュ
ニア世代のファミリー層をターゲットにした新業態
「プラスエー・ザ・スーツ・アオヤマ」の展開を開始い
たしました。「ビジネスシーンをサポートするショップ」
をコンセプトに、メンズとレディスのスーツを中心と
したビジネスウェアに特化した商品展開を行ってまい
ります。
これらの実現により、競争が激化する業界内で一段
と存在感を増していきたいと存じます。株主の皆様に
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。
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出店戦略 Store Networks Strategy

新業態の展開で新たな市場を開拓

■郊外型ショッピングセンターで新需要を開拓

団塊の世代が一斉に退職する2007年を迎え、紳士服小売業界の競争は一層激しさを増しています。そのよ
うな中、さらなる成長を達成するため、当社は新たな市場の開拓に力を注いでおります。

新市場開拓の軸となるのが、新業態の展開です。
当社はこの4月より、団塊ジュニア世代のファミリ
ー層をメインターゲットにした新業態「プラスエ
ー・ザ・スーツ・アオヤマ」の展開を、郊外のショ
ッピングセンターを中心に始めました。（今年4月
末現在で2店舗）メンズとレディスのスーツを中心
に関連アイテムを取り揃え、ショッピングセンター内

にはまだ比較的出店の少ない、ビジネスウェアに特
化した商品展開を行っております。
また、今年3月にオープンした「ザ・スーツカン

パニー」新潟ラブラ万代店では、メンズとレディス
のエントランスを分け、異性の目を気にせず買い物
を楽しめるよう配慮いたしました。

プラスエー・ザ・スーツ・アオヤマ　ロックシティ水戸南店（平成19年4月オープン）

ザ・スーツカンパニー
新潟ラブラ万代店

（平成19年3月オープン）
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■ターゲットに応じた業態を展開
また、「ザ・スーツカンパニー」業態では郊外の

大型ショッピングセンターを出店立地とし、団塊ジ
ュニアのファミリ―層を主要ターゲットにした
「ザ・スーツカンパニーズ　ウィークエンド」が、
今年3月末には9店舗にまで増加いたしました。
一方では、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「ユニバーサル・ランゲージ」

も今年3月末には6店舗となっており、現在、収益
体制の確立を目指しております。
当社は今後とも、一段と高まるお客様の商品・サ

ービスに対するご要望にお応えすべく、過去の経験
にとらわれず、新たな発想とチャレンジ精神を持っ
て取り組んでまいります。

洋服の青山　アクロスプラザ小倉店（平成19年3月オープン）

ザ・スーツカンパ二ーズ ウィークエンド
けやきウォーク前橋店（平成19年3月オープン）

ユニバーサル・ランゲージ　札幌ステラプレイス店
（平成19年3月オープン）

CALAJA フォレオタウン筒井店（平成18年10月オープン）



洋服の青山

青山スーツ工房

ザ・スーツカンパニー

キャラジャ

合計

出店戦略 Store Networks Strategy
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店舗数の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：店）
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■紳士服販売事業の店舗網

地域別店舗数（平成19年3月末現在）

1.「青山スーツ工房」は平成18年9月末をもって、11店舗（北海道9店舗、福島県
2店舗）を「洋服の青山」に業態変更しております。なお、この業態変更をもって、
「青山スーツ工房」業態は解消いたしました。
2.「ザ・スーツカンパニー」の閉店は「ザ・シャツカンパニー」の閉店であり、この
閉店をもって、「ザ・シャツカンパニー」業態は解消いたしました。

3.「ユニバーサル・ランゲージ」（平成19年3月末で6店舗（北海道1店舗、東京2店
舗、神奈川2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。

4.「ザ・スーツカンパニーズ　ウィークエンド」（平成19年3月末で9店舗（茨城県1
店舗、群馬県1店舗、埼玉県2店舗、千葉県1店舗、神奈川県1店舗、岐阜県1店舗、
愛知県1店舗、三重県1店舗））は、「ザ・スーツカンパニー」に含めております。

5.キャラジャ事業につきましては、平成17年10月1日に新会社（カジュアルランド
あおやま（株））を設立し、同事業を承継させました。

（注）
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Topicsトピックス

当社はこのほど、店舗では品揃えの少ないキング・

トール・スモールサイズのインターネット試着予約

サービス「World Wide Size（ワールド・ワイド・

サイズ）」（http://wws.aoyama-syouji.co.jp/）

にレディス商品を追加いたしました。

3種類のジャケットに、パンツやスカートを組み

合わせられます。色は黒とグレーの2種類で、サイ

ズは1～3号、19～29号を取扱っております。ま

た、その他にも、ブラウスやパンプスも取り揃えて

おります。ご希望日の5日以上前に、上記のURLよ

りご予約頂ければ、ご希望の店舗での試着が無料で

可能となります。お気に召さない場合は、ご購入の

必要はありません。

ワールド・ワイド・サイズにレディス商品を追加

当社は、平成18年11月より各店舗で働く約5,000人の販売員（パート従業員含む）を対象に、

e-ラーニングによる研修を開始いたしました。

e-ラーニングは自宅のパソコンから利用ができ、専用サイトに衣料品に関する基礎知識や「洋服の

青山」「ザ・スーツカンパニー」など業態ごとの接客方法、商品知識を問う問題集を各役職ごとに

応じて合計6,000問用意しており、理解できないところは用語解説の辞書機能を使用したり、メー

ルや電話で担当部署に問い合わせができる様にいたしました。また継続的な参加を促すためレベルア

ップ試験や販売士試験の模擬テストを実施したり、定期的に実施する研修とあわせて、全販売員の接

客技術や商品知識の向上を図ってまいります。

全販売員を対象にe-ラーニングを開始

ワールド・ワイド・サイズのレディスページ
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Product Strategy商品戦略

新しい商品が新市場を切り拓く
当期のスーツ販売着数は新商品投入などにより、前期比5.4％増の265万6千着となり、6期連続で過去最

高を更新いたしました。また、前期末より本格的に取扱いを開始いたしましたレディス商品が好調に推移して
おり、現在新たな市場開拓のため商品の品揃えを強化しております。

■レディス商品の品揃え強化
当社は当期、レディス商品の品揃えを強化し、キ

ャリア向け、リクルート向けのスーツはもちろん、
ブラウスや小物まで幅広く品揃えいたしました。ま
た、今年5月からはフォーマルにつきましてもスー
ツに続き全店展開を開始いたしました。
その中で、大学生向けのリクルートスーツの売上

が新卒採用状況の好転などを受けて、好調に推移い
たしました。
また、この4月からは、レディス商品の割合を全

体の3割にまで高めた新業態「プラスエー・ザ・ス
ーツ・アオヤマ」の展開を始めたほか、「ザ・スーツ
カンパニー」「ユニバーサル・ランゲージ」「ザ・ス
ーツカンパ二ーズ　ウィークエンド」でも女性のお
客様を意識した商品展開を進めております。
今後も、レディス商品の売上拡大を図るために、売

り場環境の整備や商品の品揃えを強化してまいります。
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●スーツの販売着数・平均販売単価の推移

洋服の青山
姫路砥堀店 レディスコーナー

プラスエー・ザ・スーツ・アオヤマ
ロックシティ水戸南店のレディスコーナー

洋服の青山　イメージキャラクター
松浦亜弥さん



当社は、業界初の大通気量を実現した新清涼スーツ「スー

スースーツ」を「洋服の青山」全店で発売いたしました。従

来の盛夏用スーツと比べ、約4度体感温度を下げる効果があ

ります。（日本毛織（株）製素材でレフランプ法による熱遮
ねつしゃ

蔽性
へいせい

試験を実施。）

この生地は、ウールとセラミック含有繊維を特殊な製法で

加工したもので、織り目の空間が大きく、1cm2当たり秒間

180ccの空気を通します。これは通常涼しいとされる目安

の通気量100ccを大幅に上回るものです。さらにセラミッ

ク含有繊維の効果により熱遮蔽性
ねつしゃへいせい

が高まり、通気性と合わせ

たダブル効果で涼しさが体感していただけます。
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また、メンズ商品では、当社の最高級スーツブランド「サ
ビルロウ」シリーズの売上が予想以上となり、中でも、英国
産稀少生地「モクソン」を使用したスーツが、その稀少価値の
高さや細部にまでこだわった仕立てで、好評を博しました。
「モクソン」は英国王室御用達の老舗テキスタイルメーカー

で、その生地は通常の3倍近い時間を費やして織られる稀少
価値の高いものです。この生地を、人間工学に基づくハンドメ
イド仕立てで機能美と着心地を両立させることにより、中高
年層から高い支持を得ました。
また、2007年夏の商戦では、フランスの最高級テキスタイ

ルメーカーである「ドーメル」素材を使用した、サビルロウ清
涼スーツも開発いたしました。今後も、このような個性的な商
品を打ち出し、多様化するお客様のニーズに応えてまいります。

■ 最高級スーツサビルロウ「モクソン」がヒット

世界最高峰の英国産稀少生地を使用した
サビルロウ「モクソン」

業界初の大通気量を実現「スースースーツ」を発売
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■　事業の概況

●売上高・営業利益の推移
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当部門の売上高は1,675億73百万円（同7.0%増）でした。「洋服
の青山」では、15店舗を出店、22店舗を移転するなどシェア拡大を
進めたほか、レディスのスーツの品揃え強化などを通じ、新たな客層
の獲得に努めました。
また、「ザ・スーツカンパニー」「ユニバーサル・ランゲージ」の店

舗網を拡大し、新業態「ザ・スーツカンパニーズウィークエンド」は9
店舗を新規出店いたしました。

スーツ事業

キャラジャ事業

紳士服販売事業の当期の売上高は1,774億37百万円（前期比

6.2%増）、営業利益は192億57百万円（同7.5%増）となり、

6期連続の増収、営業増益を達成いたしました。

紳士服販売事業

4.3%

● 売上高構成比率（平成19年3月期）

83.0%

●売上高・営業利益の推移
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当部門の売上高は98億64百万円（同6.9％減）となりました。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づけ、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てまいりました。
店舗につきましては、2店舗を出店、1店舗を移転、非効率な28店

舗を閉店いたしました。

カード事業

カード事業の当期の売上高（営業収益）は92億46百万円（前

期比10.9%増）、営業利益は21億円（同2.2％減）となりました。

平成19年2月末の「AOYAMAカード」の有効会員数は329万人、

営業貸付金残高は623億33百万円となっております。また、コ

ンプライアンスの徹底と内部管理体制の強化に努めるべく、プラ

イバシーマークを取得いたしました。

Review of Operations
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●売上高・営業利益の推移

●売上高・営業利益の推移
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0
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640

700
21,315

603

20,549 20,211

571
596

売上高� 営業利益�（百万円）� （百万円）�

平成17年�
2月期�

平成18年�
2月期�

平成19年�
2月期�

�

3.2%

● 売上高構成比率（平成19年3月期）

9.5%
● 売上高構成比率（平成19年3月期）

商業印刷事業の当期の売上高は104億85百万円（前期比0.5%

増）、営業利益は5億29百万円（同7.1%増）となりました。競争

激化に伴う印刷単価の下落など、経営環境は引き続き厳しくはあり

ますが、情報セキュリティの確立、既存取引先の深耕と新規開拓の

強化、採算性重視の受注を重点施策として、営業基盤と収益の拡大

に取り組んでまいりました。

商業印刷事業

雑貨販売事業

雑貨販売事業の当期の売上高は202億11百万円（前期比

1.6%減）、営業利益は5億96百万円（同4.3%増）となりました。

当事業では、100円ショップ「ダイソー＆アオヤマ100YEN

PLAZA」を、「洋服の青山」「キャラジャ」の閉鎖店舗利用や、

「洋服の青山」との併設などによる出店を行っております。当期

には20店舗を出店、12店舗を閉鎖した結果、平成19年2月末の

店舗数は142店舗となりました。
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■　連結財務の状況 Consolidated Financial Statements

営業成績

● 売上高の推移 ● 売上総利益／売上総利益率の推移

0

190,000

200,000

210,000

220,000

195,968

202,720

213,703

平成17年�
3月期�

平成18年�
3月期�

平成19年�
3月期�

（百万円）�

0

110,000

115,000

120,000

125,000

0

53
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55

56

平成17年�
3月期�

平成18年�
3月期�

平成19年�
3月期�

（百万円）� （％）�売上総利益� 売上総利益率�

106,007

111,130

117,778

55.1

54.1

54.8

（単位：百万円）

連結損益計算書（要約）

（注）金額は単位未満を切捨てています。

●売上高

当期の連結売上高は、前期に比べ109億83百万円増
加し、6期連続の増収となりました。紳士服販売事業が
前期比103億4百万円の増収となったことが主な要因で
す。

●営業外収益

営業外収益の減少は主に、「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が
7億93百万円と、前期の67億19百万円に比べ59億
26百万円減少したことが主な要因です。

●特別損失

紳士服販売事業や雑貨販売事業等で減損損失15
億97百万円、並びに店舗の閉店・移転に伴う固定
資産除却・売却損22億89百万円を計上しました。

科目 第42期 第43期
（平成18年3月期） （平成19年3月期）

売上高 202,720 213,703

売上原価 91,590 95,925

売上総利益 111,130 117,778

販売費及び一般管理費 89,335 94,849

営業利益 21,795 22,929

営業外収益 7,743 1,851

受取利息及び受取配当金 276 407

デリバティブ評価益 6,719 793

その他 746 649

営業外費用 223 303

支払利息 93 116

その他 129 187

経常利益 29,314 24,477

特別利益 24 93

特別損失 6,180 3,984

固定資産除却・売却損 1,365 2,289

減損損失 3,886 1,597

過年度役員退職慰労引当金繰入額 874 －

その他 54 97

税金等調整前当期純利益 23,158 20,586

法人税、住民税及び事業税 9,052 9,661

法人税等調整額 580 △808

少数株主利益 196 208

当期純利益 13,328 11,524
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科目 第42期 第43期
（平成18年3月期） （平成19年3月期）

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,205 20,016

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,811 △5,634

フリー・キャッシュ・フロー △10,606 14,381 

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,774 △5,604 

現金及び現金同等物の増加額 2,167 8,777 

現金及び現金同等物の期首残高 31,786 33,954

株式交換による現金及び現金同等物の増加額 － 397

現金及び現金同等物の期末残高 33,954 43,129

（単位：百万円）

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。

キャッシュ・フローの状況

● 営業利益／営業利益率の推移 ● 当期純利益／当期純利益率の推移
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20,142

10.3 22,929
10.7

21,795

10.8

●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、200億16百万円
（前期は132億5百万円の獲得）となりました。
税金等調整前当期純利益205億86百万円、減価償却

費66億97百万円などによる資金の増加に対し、カード
事業での営業貸付金の増加額66億42百万円、法人税等
の支払額97億8百万円などにより資金が減少した結果
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、56億34百万円
（前期は238億11百万円の使用）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、リニュ

ーアル実施に伴う有形固定資産の取得127億98百万円
などによる資金の減少に対し、有価証券・投資有価証券
の売買などによる72億9百万円（純増）などにより資
金が増加した結果です。

●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、56億4百万円
（前期は127億74百万円の獲得）となりました。
借入金8億50百万円（純増）及び自己株式の処分12

億73百万円などによる資金増加に対し、自己株式の取
得33億68百万円及び配当金の支払い42億83百万円な
どにより資金が減少した結果です。
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■　連結財務の状況 Consolidated Financial  Statements
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● ROE

連結株主資本等変動計算書

株主資本

資本金 資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式 株主資本
合計

評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産
合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

平成18年3月31日
残高

株式交換による増加
または減少

自己株式の取得

自己株式の処分

役員賞与（注1）

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の
変動額（純額）

連結会計年度中の
変動額合計

連結会計年度中の
変動額

平成19年3月31日
残高

当期（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

（注1）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目です。
（注2）金額は単位未満を切捨てています。

（単位：百万円）

62,504 62,449

202

112,557 △3,374

374 576

234,138 1,179

評価・換算
差額等合計

新株
予約権

△19,314 △18,135 1,472 217,476

剰余金の配当（注1）

剰余金の配当

当期純利益

土地再評価差額金の　
取崩

△2,962 △2,962

576

257

△1,321 △1,321

△2,962

△1,321

△187 △187△187

11,524 11,524

△1,241

△3,368

1,016 1,273

11,524

△1,241

△3,368

△1,241

△3,368

1,273

△135 1,194 1,241 2,299 28 114 2,442

－ 459 5,811 △1,977 4,293 △135 1,194 1,241 2,299 28 114 6,735

62,504 62,908 118,369 △5,351 238,431 1,043 △18,072 △15,835 1,587 224,2111,194 28

－ －

（注）自己資本は、純資産合計から少数株主持分と新株予約権を控除しております。
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科目 第42期 第43期
（平成18年3月末） （平成19年3月末）

〈資産の部〉
流動資産 165,971 171,882
現金及び預金 28,648 32,839
受取手形及び売掛金 9,320 10,769
有価証券 21,796 11,842
たな卸資産 38,664 39,104
繰延税金資産 2,998 2,214
営業貸付金 55,691 62,333
その他 9,353 13,292
貸倒引当金 △502 △515
固定資産 150,445 154,639
有形固定資産 86,389 89,781
建物及び構築物 52,872 55,238
土地 27,263 28,296
その他 6,253 6,246
無形固定資産 1,301 1,345
投資その他の資産 62,754 63,511
投資有価証券 9,909 12,275
長期貸付金 8,272 7,539
繰延税金資産 5,068 5,948
敷金・保証金 35,320 33,326
役員・従業員に対する保険積立金 1,691 2,106
その他 2,553 2,385
貸倒引当金 △61 △70

資産合計 316,416 326,521

科目 第42期 第43期
（平成18年3月末） （平成19年3月末）

〈負債の部〉
流動負債 54,304 55,839
支払手形及び買掛金 19,442 20,234
短期借入金 4,010 3,890
未払金 17,653 20,852
その他 13,198 10,862
固定負債 44,636 46,470
社債 20,000 20,000
長期借入金 15,415 16,385
その他 9,221 10,085
負債合計 98,940 102,310
〈少数株主持分〉
少数株主持分 1,472 －

〈資本の部〉
資本金 62,504 －
資本剰余金 62,449 －
利益剰余金 112,557 －
土地再評価差額金 △19,314 －
その他有価証券評価差額金 1,179 －
自己株式 △3,374 －
資本合計 216,003 －
負債、少数株主持分及び資本合計 316,416 －
〈純資産の部〉
株主資本 － 238,431
資本金 － 62,504
資本剰余金 － 62,908
利益剰余金 － 118,369
自己株式 － △5,351
評価・換算差額等 － △15,835
その他有価証券評価差額金 － 1,043
繰延ヘッジ損益 － 1,194
土地再評価差額金 － △18,072
新株予約権 － 28
少数株主持分 － 1,587
純資産合計 － 224,211
負債純資産合計 － 326,521

（単位：百万円）

（単位：百万円）

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。

（注）金額は単位未満を切捨てています。

●純資産合計

剰余金の配当により42億83百万円、自己株式の純
増により19億77百万円がそれぞれ減少しましたが、
当期純利益を115億24百万円計上したことにより、
前期末に比べ67億35百万円増加いたしました。

●営業貸付金

カード事業の営業貸付金の増加により、前期末に比べ
66億42百万円増加いたしました。

●有形固定資産

新規出店、移転などに伴い、前期末に比べ建物及び構
築物が23億65百万円、土地が10億33百万円増加いた
しました。
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科目 第42期 第43期
（平成18年3月末） （平成19年3月末）

〈資産の部〉

流動資産 124,292 127,997

固定資産 151,886 156,349

有形固定資産 81,546 84,989

無形固定資産 1,065 1,150

投資その他の資産 69,274 70,209

資産合計 276,178 284,346

〈負債の部〉

流動負債 45,228 46,514

固定負債 18,794 19,617

負債合計 64,022 66,131

〈資本の部〉

資本金 62,504 －

資本剰余金 62,449 －

利益剰余金 108,520 －

土地再評価差額金 △19,122 －

その他有価証券評価差額金 1,178 －

自己株式 △3,374 －

資本合計 212,156 －

負債資本合計 276,178 －

〈純資産の部〉

株主資本 － 233,830

資本金 － 62,504

資本剰余金 － 62,908

利益剰余金 － 113,768

自己株式 － △5,351

評価・換算差額等 － △15,643

その他有価証券評価差額金 － 1,043

繰延ヘッジ損益 － 1,194

土地再評価差額金 － △17,881

新株予約権 － 28

純資産合計 － 218,214

負債純資産合計 － 284,346

（単位：百万円）

科目 第42期 第43期
（平成18年3月末） （平成19年3月末）

売上高 161,385 167,539

売上原価 68,718 69,599

売上総利益 92,667 97,940

販売費及び一般管理費 74,834 78,246

営業利益 17,832 19,694

営業外収益 8,288 2,438

営業外費用 131 234

経常利益 25,990 21,898

特別利益 24 93

特別損失 5,596 3,362

税引前当期純利益 20,418 18,629

法人税、住民税及び事業税 7,731 8,251

法人税等調整額 712 △524

当期純利益 11,973 10,902

前期繰越利益 535 －

土地再評価差額金取崩額 △172 －

当期未処分利益 12,336 －

■　単独財務の状況 Non-Consolidated Financial Statements

貸借対照表（要約） 損益計算書（要約）

（注）金額は単位未満を切捨てています。

（単位：百万円）

（注）金額は単位未満を切捨てています。



16

■　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
専 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 】

専 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

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）

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）

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）

水谷　修（TSC商品部長）

社　　　名

設　　　立

資　本　金

従 業 員 数

事　業　所

営業店鋪数

（平成19年3月31日現在） （平成19年6月28日現在）

：

：

：

：

：

：

青山商事株式会社

昭和39年5月6日

625億471万円

3,504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

737店

役員の状況会社概要
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（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1,936千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。

発行可能株式総数 174,641,100株

発行済株式数 67,394,016株

株主数 6,604名

株式の状況 大株主

株主数 持株数 持株比率
（名） （千株） （％）

金融機関 69 18,632 27.7

証券会社 31 518 0.7

事業法人等 240 9,149 13.6

外国法人等 297 26,875 39.9

個人・その他 5,967 12,218 18.1

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。

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） 4,752 7.1

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 3,613 5.4

㈲青山物産 3,541 5.3

青山五郎 3,360 5.0

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 2,546 3.8

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口4） 1,743 2.6

ピクテ アンド シー ヨーロッパ エスエー 1,366 2.0

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505019 1,158 1.7

バンク　オブ　ニューヨーク　ジーシーエム　クライアント
アカウンツ　イー　アイエスジー 1,063 1.6

星野商事㈲ 1,001 1.5

■　株式情報
（平成19年3月31日現在）
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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。

■株主優待割引券の発行基準

毎年3月31日及び9月30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 …………………… 3枚
1,000株以上3,000株未満 ………………… 4枚
3,000株以上………………………………… 5枚

■有効期限

対象株主の確定日　　　　 郵送時期　　　　　 有効期限

3月末日現在の株主　　　同年 7月上旬 翌年 6月末日
9月末日現在の株主　　　同年12月上旬　　　 翌年12月末日

■取扱い店舗

「洋服の青山」「プラスエー・ザ・スーツ・アオヤマ」「ザ・スーツカンパニー」
「ユニバーサル・ランゲージ」「ザ・スーツカンパニーズ ウィークエンド」「キ
ャラジャ」にてご利用いただけます。

①IRニュース ④決算説明会資料

②月次情報 ⑤有価証券報告書

③Business Report ⑥株主通信

■ホームページ上で入手できる財務情報（主なもの）

本社・総合企画部 電話（084）920-0029
FAX（084）921-8129

お問い合わせ先

（ ）

事業年度 4月1日から3月31日まで

定時株主総会 毎年6月に開催いたします。

基準日 事業年度末現在の株主名簿及び実質株主名簿によりその事業年

度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。その他必要がある時は、その都度公告いたします。

期末配当金 事業年度末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。

中間配当金 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。

株主名簿管理人 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。

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）

プラスエー・ザ・スーツ・アオヤマ　ロックシティ水戸南店
（平成19年4月オープン）

■　株主情報 Shareholders Information




