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時代のニーズを捉えた多彩な事業を基盤に、
グループ経営で質の高い安定成長へ。
1958年の創業以来、私たちAOKIグループは「社会性の追求」「公益性の追求」「公共性の追求」を経営理念に掲げ、
変わりゆく時代の中で、つねにお客様のご要望や社会のニーズを見据えた事業を展開してきました。人々の価値観が多様化した現在、
人生のより多くのシーンでお客様のご要望にお応えできるよう、新しい分野への事業拡大を果たしています。
こうした多彩な事業経営が、収益基盤の確立につながり、グループ全体で、質の高い安定成長を実現しています。

Financial Highlight

売上高推移

（注1） 第30期の合計には、その他事業の売上高が含まれております。
（注2） 第29期よりセグメント別に表示しております。
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（注1） 第29期の合計には、連結上の消去、第30期及び第31期の合計にはその他事業及び連結上の消去が含まれております。
（注2） 第29期よりセグメント別に表示しております。
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ビジネススーツに加え、生活
のあらゆるシーンでのスタイ
リングや、レディスウェアの提
案を通じて、より多くのお客
様に向けて、そのお客様に
合ったベストスタイリングを
提供しています。　　　　

■ファッション事業

■アニヴェルセル・ブライダル事業

■エンターテイメント事業

ファッションのベストスタイリングストア

AOKIグループ

「ファッションを楽しみたい」という20代から30代のニューファミリーのお
客様のライフスタイルに合った、新しいビジネス＆ビジカジスタイルを提案
しています。

自分のスタイルを楽しむ世代のライフスタイルショップ

30歳代を中心とした女性とその家族をターゲットに、普段着をコーディ
ネートファッションで提供し、より豊かで楽しいカジュアルライフを創造します。

ファミリー向けカジュアル専門店チェーン

南仏のリゾート地をテーマに
した上質な空間で、最新の
カラオケと本格的な食事を
楽しんでいただく“パーティー
リゾート”をコンセプトに、お客
様に明日への活力を提供し
ます。

上質な空間と食を提供するカラオケ・パーティースペース
“癒し”をテーマとした快適な
空間で、インターネット、ゲー
ム、コミック・雑誌や、マッ
サージチェアなど、多彩な
サービスをコンビニ感覚でご
利用いただける“リラクゼー
ションカフェ”です。

快適な空間で極上のリラックスを提供する複合カフェ

トレンドの発信地、表参道に
ふさわしい上質な空間で、大
切な日をより上質に、自分ら
しく演出いただくためのトータ
ルな商品・サービスを提供し
ています。

“記念日”をテーマとする館
独立型チャペルとプライ
ベートガーデンを有するゲス
トハウスを備えた「ウエディン
グビレッジ」や、地中海のリ
ゾート地、モナコをイメージし
た「パルティーレ迎賓館」で、
大切な日を感動的に演出し
ます。

ゲストハウスウエディングのパイオニア
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株主の皆様には、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の拡大や民間設

備投資の増加などを背景に、緩やかな回復基調が続いております。

メンズを始めとする小売業界におきましては、天候不順や所得の伸び

悩みなどにより、個人消費は力強さに欠けるものの、雇用環境の改善

などから全般的に底堅く推移いたしました。

このような環境のもとで、当社グループは質の高い安定成長を図るため、

グループ各事業の更なる進化と新たな成長のための準備を進めてまいり

ました。ファッション事業では、新ロゴによる「AOKI」への進化と新ブランド

投入などによる商品力の強化、ブライダル事業では、新たなエリアへの進

出による業容の拡大と将来に向けた内部体制などの強化を図りました。

また、エンターテイメント事業では、複合カフェ運営事業の積極的な出店

を行うとともに、既存店の活性化などにより収益基盤を強化いたしました。

事業の深耕・進化を推進し、売上高・経常利益で過去最高を達成しました。

代表取締役社長

青木 擴憲
取締役副社長

青木 寶久
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4  To Our Stakeholders



てまいります。具体的には、AOKIでは商品面で新ブランドの「MAJI」

「JEAN RENO」及び大ヒットした「もてスリム」スーツの更なる拡大を

図るとともに、団塊世代に向けた商品の磨き上げを行ってまいります。さ

らに人材育成を強化するとともに業務改善を継続して徹底することで、

更なる収益性の向上を図ってまいります。ORIHICAに関しては、プロト

タイプ店舗を更に進化させ、ブランドイメージの向上を図ってまいります。

また、新たに連結子会社となった株式会社マルフルは、現状の課題解

決に注力すると同時に、グループとしてのシナジー効果を最大限に発

揮してまいります。アニヴェルセル・ブライダル事業では、2店舗の新規

出店と、次年度以降の出店に備えてまいります。エンターテイメント事業

では、カラオケルーム運営事業（コート・ダジュール）の安定成長と、複合

カフェ運営事業（快活ＣＬＵＢ）を含めた30店舗程度の積極的な新規

出店により、新たな成長基盤を整備してまいります。

これらの結果、当連結会計年度の業績は売上高1,121億43百万円

（前年同期比5.1％増）、営業利益は108億89百万円（同7.1％増）、

経常利益は117億49百万円（同5.7％増）、当期純利益は51億51百

万円（同5.2％減）となり、当社グループとして、創業以来、売上高、営

業利益、経常利益がそれぞれ過去最高を達成することができました。

今後も、景気は引き続き緩やかな回復基調が続くと思われますが、海外

景気や原材料価格の動向、国民の税金負担増加などの影響により、

先行きは予断を許さない状況が続くと思われます。当社グループといた

しましては、質の高い安定成長を目指し、経営の効率化や財務体質の

強化を推し進めるとともに、顧客ニーズを捉えた企画商品やサービスの

充実により「顧客満足の創造と追求」を継続してまいります。翌連結会

計年度は、ファッション事業ではAOKIとORIHICAで年間35店舗前後

の積極的な新規出店を継続しながら、既存店売上高の安定化を図っ
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「仕事・旅行・礼装であてにされる店になり、かつ新たなスタイリングを通じて、豊かなファッション文化向

上に貢献する」をコンセプトに、更なる魅力ある業態への進化に努めてまいりました。

商品におきましては、ターゲットを明確にした商品拡充として、団塊ジュニアのお客様には新ブランド

「MAJI」や「もてスリム」スーツ、ミドル層には大人の新ブランド「JEAN  RENO」及び機能商品、団塊

世代にはジャケットを中心とした旅行ウエアの充実とトータルスタイリングの提案を強化してまいりまし

た。またスタイリスト制度をさらに強化・拡大し、お客様に本当にご満足いただけるスタイリングを引き続

きご提案してまいりました。また新ロゴによる「AOKI」への看板変更や店舗環境の整備により、お客様

からは「店舗が明るくなり、きれいになり、お洒落になった」とご好評いただきました。

さらに2006年より業務改革プロジェクトを立ち上げ、業務効率等の改善にも取り組んでおります。

プロトタイプの磨き上げによる業態の確立を図るとともに、ショッピングセンター内へ積極的に、15店舗

の新規出店を行い多店舗化を推進いたしました。また、商品企画・開発体制をさらに強化し、ライフスタ

イルにあった新しいビジネス＆ビジカジスタイルとレディスにはORIHICAらしいスーツスタイルを提案す

ることで、主要顧客層である20代から30代のお客様への浸透を図ってまいりました。

ファッション事業

「ベストスタイリングストア」として、魅力ある店舗・商品の実現に努めました。

ショッピングセンターを中心に出店を強化し、業態の確立を推進しました。

さまざまな施策を推進し、グループ価値の向上を図りました。

AOKI カンパニー
プレジデント
清水 彰

ORIHICA
カンパニー
プレジデント
青木 彰宏

当社は、創業以来、カジュアルウェアの販売を通じ、「お客様の立場に立って豊かな暮らしを創造する

こと」をモットーにしてまいりました。今後はAOKIホールディングスとのシナジーを最大限に発揮し、お客

様からより一層のご支持をいただくべく業容の拡大と健全な経営体質の実現を目指します。そして商

品力・営業力の強化を最優先課題とし、より豊かで楽しいカジュアルライフを創造してまいります。

営業基盤を強化し、M/Xブランドの確立を図ります。
株式会社マルフル
代表取締役社長
八木 隆
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記念日のトータルプロデュースという独創的なビジネスモデルのもと、表参道にふさわしい洗練された

空間で、上質な商品とサービスを提供してまいりました。ショコラ、シャンパン、ジュエリーなど多彩なライ

ンナップのギフトコレクション、ハイセンスなパーティドレスやアクセサリーを揃えたウイメンズコレクショ

ン、また2006年11月には、記念日のギフトとして欠かせないオリジナルケーキをご提案する「アニヴェ

ルセル表参道パティスリー」が誕生し、多くのお客様からご好評いただいております。

上質な商品とサービスが、多くのお客様からご好評いただきました。

人生最良の記念日に、心に残る感動をご提供するため人材教育に注力し、店舗数の拡大へ向けた衛

生管理などの内部体制を強化いたしました。また収益力改善のため、仕入先の集約化によるコストダウ

ンと業務の効率化を推進。施設面では、関西エリアへの出店を開始、2006年９月にパルティーレ神戸

ウエディングビレッジ（兵庫県神戸市）、10月にパルティーレ大阪迎賓館（大阪府大阪市）をオープン。

また、2007年3月には、パルティーレ立川ウエディングビレッジ（東京都立川市）をオープンいたしました。

人材教育や内部体制を強化しつつ、出店を加速しています。

カラオケルーム運営事業では、サービスの差別化によりコアターゲットである30代以上の社会人、

ファミリー、シニアの各客層の利用が増加いたしました。また、グランドメニューの刷新とシーズンメ

ニューの提供による食の強化を図り、飲食売上高が引き続き好調に推移いたしました。

複合カフェ運営事業では、積極的な出店を継続するとともに、お客様により快適により便利にご利用

いただくため、料金システムの見直しやキャンペーンなどを実施。また、本事業においてもグランドメ

ニューの刷新、シーズンメニューを投入したため、フード売上が好調に推移しております。

「カラオケ」「複合カフェ」の2業態が、ともに順調に売上を伸ばしました。

アニヴェルセル・ブライダル事業

エンターテイメント事業

アニヴェルセル
カンパニー
プレジデント
平井 雅丈

株式会社ラヴィス
代表取締役社長
石坂 勝美

株式会社ヴァリック
代表取締役社長
栗田 宏
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多彩な層のお客様に、より親しみをもっていただ

けるよう、店舗デザインをリニューアル。また、お

客様に最適なスタイリングをご提案できるよう、

商品別・アイテム別のコーナー展開から、陳列そ

のものがコーディネート提案になる売り場環境

に進化させています。

お客様の多彩なニーズに応えるべく、ＡＯＫＩは今、
ファッションの“ベストスタイリングストア”への進化・発展をめざした取り組みを推進しています。
当期は、商品の拡充やPR戦略・接客の強化など、同業他店との差別化や、顧客層の拡大を図りました。

スタイリング提案の基盤
───店舗デザイン・売り場を一新

Concept

06年3月期

「仕事・旅行・礼装であてにされる店になり、かつ新た
なスタイリングを通じて、豊かなファッション文化向上に
貢献する」をコンセプトに、スタイリング提案を強化して
います。

コンセプト

“ベストスタイリングストア”への次なる一歩

Feature 質の高い安定成長へ■1

AOKIの新展開
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フランスの俳優ジャン・レノ氏の魅力を投影した「JEAN RENO」をミドル層向け
に、パリメンズコレクションのファッションデザイナー山地正倫氏が監修した
「MAJI STYLED BY MA-JI MASATOMO」「MAJI MAJI」を団塊ジュニア向
けに発売。世代別の志向に応じたオリジナリティの高い商品で、同業他店との
差別化を図りました。

他店にはない魅力ある商品の拡充をめざして

有名俳優やデザイナーとの共同企画で、
ファッション性の高い新ブランドを提案

多彩なターゲットへの認知度向上をめざして

世代に応じた広告宣伝で
幅広い層に商品の魅力をアピール

多様なニーズに応える接客の実現をめざして

「スタイリスト制度」の有資格者を育成し、
ベストスタイリング提案を推進

ヤングマーケット向けのテレビＣＭには、男女問わず若者から人気のある女優の
上戸彩さんを起用。また、ミドル層向けのスーツやジャケットのテレビＣＭには、俳
優の役所広司さんを起用するなど、商品の訴求ターゲットに応じたPR活動を展
開し、多彩な層のお客様に対して、効果的に商品をアピールしました。

ライフスタイルが多様化するなか、お客様にさまざまなシーンでファッション
を楽しんでいただけるよう、全国の販売員にファッション知識のレベルに応
じて与えられる社内資格の取得を奨励。店長を中心に、約1,000人の“ス
タイリスト”がＡＯＫＩの店頭でお客様に合ったベストスタイリングを提案して
います。

07年3月期

「JEAN RENO」「MAJI」

リクルーター向けテレビCM

ミドル層向けテレビCM「ジャケット物語」

スタイリストが着用するバッジ 積極的にコーディネートを提案
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体型がよりスリムに見える
AOKIのスーツの総称。

「　　　　」とは？

一部のトレンドから人気が広がった

スリムなシルエットのファッションスタ

イルが、ビジネススーツにおいても求

められてきました。また、20代から30

代の男性に「スーツスタイルについ

て誰の視線を気にしているか」という

アンケートを実施したところ、自分の

世代に近い女性の視線を気にしているということが判明しました

（ＡＯＫＩ調べ）。

こうしたトレンドに着目し、ＡＯＫＩでは、女性からの好感度も高そう

な、ヤング向けのスリムラインのスーツを開発。タイトなシルエット

の上着に、ノータック、ワンタックの細身のパンツで、脚長効果も

抜群のスーツのラインナップを、お客様に分かりやすいワード「も

てスリム」でくくり、2006年秋より発売しています。

商品企画・デザイン

時代のトレンドを
反映した“スリム”なデザイン

20代から30代のビジネスマンやフレッシュマン、リクルーターを中心に、
好評を博しているスーツラインナップ「もてスリム」。
そこには、ヒット商品を生み出すＡＯＫＩのVMDのノウハウが詰まっています。

「 」に見るVMD※システムの磨き上げ

Feature 質の高い安定成長へ■2

AOKIのこだわり
※ＶＭＤ（バーティカルマーチャンダイジング）とは、原材料段階から
　お客様の手元にわたるまでの一貫したマーケティング計画です。

ウエストラインを程よく
シェイプ！

従来よりも着丈が短く、
脚長効果バツグン！

細身のパンツで腰回りや
脚のラインもよりスリムに！
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ＡＯＫＩでは、“思わず袖を通したくなる”

スーツづくりをめざし、糸の一本から自

社で製造することをモットーとしていま

す。「もてスリム」では、色、柄、素材に

至るまでスリムな

シルエットを追求し

ました。

素材開発・製造

糸から作る製造ラインを
活かして「スリム」を追求

「もてスリム」の新シリーズとして４月から発売
開始。「細身で格好いい」に加え、春夏用とし
てニーズの高い「涼感」に着目、「爽やかで格
好いい」スタイリングを提案しています。

暑い季節もカッコよく！
「　　　　　　」

And NEXT…

「もてスリム」では、スーツだけでなく、

シャツやネクタイなどのコーディネート

小物も豊富にラインナップしていま

す。そして、社内資格をもったスタイリ

ストが、スタイリン

グ提案を推進。

ファッションに敏感

なヤングの購買意

欲を喚起しました。

接客

スタイリストがお客様に
合ったスタイリングをご提案

店頭での接客やアンケートを通じ、お

寄せいただいたお客様のご意見を商

品開発に反映していきます。「もてスリ

ム」では、夏用スーツの発売を希望す

るご意見を多数い

ただき、新シリーズ

「もてスリムCool」

の開発につながり

ました。

マーケティング

お客様のご意見を財産に
次なる商品を開発

ヤングから高い人気を誇る、女優の上

戸彩さんをテレビＣＭに起用し、大々

的なキャンペーンを展開。商品特長で

ある「細身で格好いい」スーツを、女

性の視点から魅

力的にアピール

し、ターゲット層へ

の認知度向上を

図りました。

PR戦略

テレビCMを中心に
大々的なキャンペーンを展開
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オリジナルな挙式披露宴を求める消費者意識の高まりから、ゲストハ

ウスの市場規模は順調に拡大しています。ラヴィスでは、ヨーロッパス

タイルの独立型チャペルと開放感あふれるガーデン付ゲストハウスを

基本に、郊外から都心まで、立地に応じた3種類のスタイルで店舗を

展開。当期は関西エリアへの初出店をはじめ、新たに3店舗を出店し

ました。

ブライダル事業

個性豊かな３つの業態を活かした
出店戦略を展開

成長市場への出店攻勢で、収益基盤の確立へ

Feature 質の高い安定成長へ■3

ブライダル・エンターテイメント事業の取り組み

ブライダル事業を担う株式会社ラヴィスと、エンターテイメント事業を担う株式会社ヴァリックでは、
拡大する市場ニーズを的確にとらえた出店戦略を推進することで、収益基盤の確立をめざします。

関西エリアに続き、2007年末には東海
エリア（名古屋）へ「パルティーレ白壁迎
賓館」の出店を予定しています。今後
も、首都圏、関西、東海などの主要エリ
アを中心に、地域特性を踏まえた最適な
店舗の出店を強化していきます。

関西エリアに続き、
　東海エリアにも進出予定

3つのゲストハウス

・広大な敷地に独立型チャペル
　と一戸建て邸宅
・ヨーロッパ建築様式の採用
・花と緑溢れる貸切ガーデン

・記念日をテーマとした複合施設
・表参道という好立地
・独立型チャペルとワンフロア完
　全貸切施設

・様々な用地に柔軟に対応
・独立型チャペルと邸宅型バン
　ケットの融合施設
・全天候型ガーデンを設置
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ヴァリックは、カラオケ「コート・ダジュール」、複合カフェ「快活CLUB」を

中心に積極的な出店を進めています。当期はトータルで30店舗を出

店しました。2007年度は、引き続き出店を強化するとともに、既存サー

ビスの磨き上げと新コンテンツ・サービスの提案を推進していきます。

また、メニュー開発、食材仕入れ、備品購入などの一元化と運営ノウハ

ウの共有による管理コストの削減を行い、経営の効率化を図ります。

エンターテイメント事業

事業間のシナジー効果を最大限に発揮し、
経営基盤を強化

2006年9月、長野市中心市街地の長
野昭和通りにヴァリック初となるカラオ
ケとフィットネスの複合店舗がオープン。
これまで数多くのお客様にご利用いた
だき、好評をいただいています。

カラオケとフィットネスの
複合店舗をオープン

カラオケ複合カフェ

150150

50

100

200200

店舗数の推移
（店舗数）

181

45

0

82

136
153

第27期 第30期第29期第28期 第31期

45
63

19

54

82

64

89

89

92
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T o p i c s

「ＡＯＫＩ」「ＯＲＩＨＩＣＡ」は、2007年4月より株式会社ハマキョウレックスと新たな物流体制を構築

し、物流業務を委託しました。ファッション事業の規模拡大に対応するとともに、店舗業務の効率

化を図りつつ接客サービスの向上をめざします。

これまで、仕入れ先のメーカーから直接納品されていたカジュアル・服飾雑貨などの商品を、ハマ

キョウレックスが新設した物流センターに一旦集約し、店舗ごとに一括配送。これにより、各店舗

での入荷検品作業の簡略化、荷受作業及び商品陳列などの業務を計画的に行えるようになる

ため、スタッフはより接客サービスに注力することが可能になります。今後は海外物流体制構築

も視野に入れ、両社の協力関係を強化していきます。

新規顧客の獲得と来店頻度の向上を狙い、2007

年2月より、AOKI全店で、ヤマダ電機との提携ポイン

トサービスを開始しました。両社は、今後も共同で販

売促進活動を積極的に展開し、サービスの拡充とさ

らなる顧客満足の向上をめざしていきます。

AOKI /ORIHICA
ファッション事業のさらなる拡大を
実現する新物流体制

AOKI
ヤマダ電機と
提携ポイントサービスを開始

ハマキョウレックス藤沢第二物流センター新物流体制（カジュアル、服飾雑貨、ビジネス洋品など）

ハマキョウレックス
藤沢第二
物流センター 店舗

定
時
一
括
配
送

メーカー様工場

14  Topics



「ららぽーと」など、話題性の高い商業施設への出店

を進める「ＯＲＩＨＩＣＡ」。このたび、ファッション業界紙

が行った「ディベロッパー大賞＆テナント大賞」におい

て、「プロポーズ賞」を受賞。この賞は、商業施設から

人気の高いテナントに送られるもので、「ＯＲＩＨＩＣＡ」

が多くの商業施設から高く評価された証といえます。

静岡、甲信、北関東エリアのロードサイドとショッピン

グセンターに展開している、カジュアル専門店「Ｍ/Ｘ」

が、2007年4月、ＡＯＫＩグループに加わりました。

「M/X」は30歳代を中心とした女性とその家族をター

ゲットとする、普段着をコーディネートファションでお求

めやすい価格でご提供し、より豊かで楽しいカジュア

ルライフを創造する店舗です。「Ｍ/Ｘ」の強みである

カジュアル分野の専門人材力やカジュアルとしての

ブランド力に加え、AOKIは商品の企画、生産、物流シ

ステム、出店の統合などでシナジー効果を最大限に

発揮していきます。

記念日のスペシャリティストア「アニヴェルセル表参

道」では、2006年11月にオリジナルケーキをご提案

する「アニヴェルセル表参道パティスリー」がオープン

しました。贈る方の想いを自由に表現できるオーダーメ

イドケーキをはじめ、誕生日や結婚記念日、ヴァレンタ

インなど、大切な記念日にふさわしいケーキを提案して

います。

ORIHICA

M/X

アニヴェルセル表参道

多くの商業施設から高評価を得、
業界紙から表彰

カジュアル専門店が
AOKIグループの一員に

大切な記念日にふさわしい
ケーキの提案を開始

ORIHICAららぽーと横浜店

M/X北本店

アニヴェルセルオリジナルケーキ
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Information

個人・その他 5,943名
18,006千株 36.7%

外国法人 112名
7,137千株 14.5%

金融機関 66名
5,119千株 10.4%

国内法人 341名
18,861千株 38.4%

所有者別株式分布
発行済株式の総数
計49,124,752株

役員（平成19年6月22日現在）

会社概要（平成19年3月31日現在）株式の状況（平成19年3月31日現在）

代表取締役社長

取締役副社長

専 務 取 締 役

専 務 取 締 役

専 務 取 締 役

専 務 取 締 役

常 務 取 締 役

常 務 取 締 役

取 締 役

取 締 役

常 勤 監 査 役

監 査 役

監 査 役

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

青 木 拡 憲

青 木 寶 久

長谷川八郎

中 村 憲 侍

中 林 佑 烝

清 水 　 彰

吉 田 文 男

塚 田 　 悟

野 口 達 巳

田 村 春 生

稲 垣 　 稔

渡 邉 一 正

金子三千男

牧 倫 匡

青 木 彰 宏

柳 　 智 棊

刑 部 秀 成

勝 家 　 巧

齊藤秀次郎

投 元 谿 太

荒 木 　 渉

平 井 雅 丈

グループ事業統括 店舗開発担当

グループ事業統括 管理担当

グループ事業統括 経営企画戦略担当

AOKIカンパニー プレジデント

AOKIカンパニー バイスプレジデント
兼 店舗環境企画部長

グループ事業統括 人事・監査担当

グループ商品担当

グループ財務担当

グループ事業開発担当

ORIHICAカンパニー プレジデント

経理部長

総務部長

情報システム部長

グループ物流担当

経営戦略企画室長

AOKIカンパニー 計画管理室長

アニヴェルセルカンパンニー プレジデント

商 　 　 号
事 業 内 容

会 社 設 立
資 本 金
従 業 員 数

株式会社AOKIホールディングス（AOKI Holdings Inc.）
紳士服及び服飾品並びにファッション商品の企画販売
記念日を軸とした商品の販売並びにサービスの提供
昭和51年8月21日
23,282百万円
3,878名（男性1,209名、女性349名、パート2,320名）

株式の状況
発行可能株式総数

発行済株式の総数

株主数

133,679,900株

49,124,752株

6,462名

大株主名及び持株数

株式会社アニヴェルセルHOLDINGS

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505025

青木　拡憲

青木　寶久

青木　柾允

青木　彰宏

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

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

AOKIホールディングス取引先持株会

17,685

2,282

2,129

1,669

1,605

1,604

1,561

1,417

843

711

36.0 

4.6 

4.3 

3.4 

3.3 

3.3 

3.2 

2.9 

1.7 

1.4 

株主名 持ち株数
（千株）

出資比率
（％）

（注1） 当社は、自己株式を4,339千株保有しておりますが、上記大株主から除いております。
（注2） 株式会社アニヴェルセルHOLDINGSは、平成18年7月1日をもって株式会社
　　　トレイデアーリより商号を変更しております。



店舗数合計
AOKI
ORIHICA
アニヴェルセル
ウエディングビレッジ
パルティーレ迎賓館
コート・ダジュール他
快活CLUB他

357
35
1
6
3
92
89

都道府県別店舗数（平成19年3月31日現在）

AOKI ウエディングビレッジ パルティーレ迎賓館 コート・ダジュール他アニヴェルセルORIHICA 快活CLUB他

福岡県　　1

北海道　　10

長野県　　22 　1 　13 　1
山梨県　　5 　1 　1

奈良県　　　1 　2

岐阜県　　5 　1
静岡県　　16 　1三重県　　　9 　4 　5

和歌山県　　1

宮城県　　　3 　6 　1
岩手県　　　2 　2 　2

山形県　　　3

福島県　　　4 　1 　2 　3

滋賀県　　3 　2 　1
京都府　　2 　1 　3

秋田県　　　1 　1

愛知県　　　35 　2 　5 　8

神奈川県　　37 　5 　1 　12 　8

千葉県　　　37 　5 　1 　3 　11
茨城県　　　13 　2 　4 　8
埼玉県　　　42 　4 　1 　3 　11
栃木県　　　7 　1 　1 　1

岡山県　　　1

大阪府　　　18 　3 　1 　2 　8

広島県　　　3

兵庫県　　8 　5 　1 　1 　3

富山県　　7 　4

石川県　　7 　4
福井県　　2 　5

群馬県　　7 　1 　3

新潟県　　7 　1 　3 　3

東京都　　　45 　6  　1 　2 　4 　6

主要な事業所

〒107-0061 東京都港区北青山三丁目5番30号
TEL：03-3478-2888（大代表）
（注）平成１８年１１月１日、本社所在地を変更いたしました。

〒224-8588 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6番56号
TEL:045-941-1888（大代表）

〒224-8588 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6番56号
TEL：045-941-3488（代表）

〒224-8588 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6番56号
TEL：045-945-5188（代表）

〒107-0061 東京都港区北青山三丁目5番30号
TEL：03-3478-5488（代表）

本 社

横 浜 本 社

AOKIカンパニー

ORIHICAカンパニー

アニヴェルセルカンパニー

連結子会社

〒224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田三丁目
1番50号
TEL：045-590-4888（代表）

〒135-0063 東京都江東区有明三丁目1番9号
TEL：03-3570-1120（代表）

〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津
4932番地
TEL:0555-72-1980（代表）
〒224-8588 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6番56号
TEL：045-943-8188
(注)株式会社ソレイユは、シニアレジデンス運営事業(高級有
料老人ホーム)を開始すべく準備を進めております。
(平成21年3月開業予定)

株式会社ヴァリック
　

株式会社ラヴィス

株式会社マルフル

株式会社ソレイユ



事 業 年 度

配 当 金 受 領
株 主 確 定 日

定時株主総会

株主名簿管理人

同事務取扱場所

同 連 絡 先
  お問合せ先
  郵便物送付先

同 取 次 所

上場証券取引所

公 告 方 法

4月1日～翌年3月31日

期末配当金は3月31日、中間配当金は9月30日、その
ほか、基準日を定めて剰余金を配当することができます。

毎年6月に開催いたします。

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-232-711（フリーダイヤル）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店
野村證券株式会社　全国本支店

東京・大阪

電子公告により行います。
http://www.aoki-hd.co.jp/index.html
やむを得ない事由により、電子公告による公告をするこ
とができない場合は、日本経済新聞に掲載します。

（　　　）

株主メモ

住所変更、名義書換請求及び配当金振込指定に必要な各用紙ご請求
は、株主名簿管理人のフリーダイヤル0120-864-490で24時間受付けし
ております。

お知らせ

株式会社AOKIホールディングス
お問合せ先：横浜本社総務部　TEL：045-941-3888
http://www.aoki-hd.co.jp/ VOC（揮発性有機化合物）成分ゼロの100％植物油のインクおよびFSC認証用

紙を使用し、印刷工程で有害廃液を出さない「水なし印刷方式」を採用しています。


