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期末配当金は3月31日、中間配当金は9月30日、その
他必要があるときは、あらかじめ公告いたします。

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

東京都豊島区西池袋一丁目7番7号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-707-696（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

日本経済新聞

当社ホームページ
（http://www.aoki-hd.co.jp/index.html）に
掲載いたしております。

株主メモ 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）
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ORIHICAカンパニー
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TEL：03-3570-1120（代表）
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1番50号
TEL：045-590-4888（代表）
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この冊子は、環境への配慮のため「古紙100％の再生紙」、「植物性
大豆油インク」を使用しています。また、印刷は印刷工程で有害廃液を
出さない「水なし印刷」で行っています。



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。

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・キッズへ
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
グを提供していきます。売上高推移

（注1)第30中間期期の合計には、その他事業の売上高が含まれております。
（注2)第29中間期期よりセグメント別に表示しております。
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メンズファッションのスペシャリティストア

AOKIグループ

「ファッションを楽しみたい」
というお客様の想いに応え
るために、ディテールにこだ
わり、遊び心を利かせた個性
的なスタイリングを提案して
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

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

（注1)第29中間期の合計には、連結上の消去、第30中間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中間期よりセグメント別に表示しております。
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　ORIHICA（オリヒカ）は、20代から30代のニューファミリーとカップルをメ

インターゲットとし、個性的なスタイリングと新しいライフスタイルを提案する

ショップとして、商品構成の見直し、VMD（ビジュアルマーチャンダイジン

グ）の仕組みづくりの実施等によりプロトタイプ店舗の磨き上げを行いまし

た。

　店舗面におきましては、AOKIでは新CI導入店舗を10店舗出店する一

方、移転を含め3店舗を閉鎖し、ORIHICAは、ショッピングセンター内へ６

店舗を新規出店し、1店舗を閉鎖いたしました。この結果、中間期末店舗

数は、それぞれ349店舗（前期末342店舗）、及び26店舗（前期末21店舗）

となっております。

　これらの結果、売上高は317億41百万円（前年同期比3.2％減）、営業

利益は10億37百万円（前年同期比34.8％減）と減収減益となりましたが、

前年同期において株式会社トリイが７ヶ月決算であったことや合併前の完

全閉店御礼セールにより売上高と営業利益を大幅に伸ばしたことと、当期
におけるORIHICAの新規出店費用の増加等によるものです。

戸ウエディングビレッジをオープンしたことにより、中間期末店舗数は9店舗
（前期末8店舗）となりました。これらの結果、売上高は84億68百万円（前
年同期比9.1％増）、営業利益は8億26百万円（前年同期比16.3％増）とな
りました。なお、この10月には関西2店舗目のパルティーレ大阪迎賓館が
オープンしております。

　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。
　当中間期におけるわが国経済は、設備投資や企業収益の改善などに
より緩やかな回復基調が続いており、個人消費も概ね堅調に推移しまし
た。当社グループにおいては、ファッション事業の安定成長を図るとともに、
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では積極的に新市
場の開拓に取り組みました。その結果、売上高485億56百万円（前期比
0.9％増）、経常利益28億50百万円（前期比17.4％減）、当中間純利益11
億42百万円（前期比132.1％増）となりました。これにともない、当中間期の
利益配当金は１株当たり12円とさせていただきました。

安定成長をめざし、
事業の深耕と拡大に取り組みました。

To Our Stakeholders

代表取締役社長 

青木 擴憲 
取締役副社長 

青木 寶久 

当期の概況

　ＡＯＫＩでは、今年度を「新生ＡＯＫＩのファッション元年」と位置づけ、
ファッションのスペシャリティストア（専門店）として、商品・販促・売場・接客を
連動させ、お客様のニーズ・ウォンツに対応できる更に魅力ある店舗づくり
の実現に努めてまいりました。 
　商品面においては営業と連動して、20代から30代のビジネスマンをター
ゲットとし、新庄剛志さんを起用した「Shinjo Biz」キャンペーン、40代から
50代の大人の男性をターゲットとし、役所広司さんを起用した「オトナBiz」
キャンペーンを実施し、2年目を迎えた「クールビズ」関連商品をさらに充実
いたしました。またビジネスマン以外のお客様にも、生活のあらゆるシーン
におけるベストスタイリングをご提案できる商品企画・開発を継続して実施
してまいりました。
　営業面では、「クールビズ」とともに、「糸からつくるAOKI」キャンペーン
の実施により、物作りへのこだわりを訴求するとともに、スタイリスト制度の
更なる深耕を図ることで、顧客満足の向上よる固定客化を推進してまいり
ました。また新CI導入による「新生AOKI」への進化のための改装セール
を実施したことにより、客数の増加につながりました。

ファッション事業

　アニヴェルセル表参道は、お客様の“ハレの日”を彩るスペシャリティスト
アとして、表参道にふさわしい洗練された空間で、引き続き上質な商品と
サービスを提供しており、ショコラ、シャンパン、フラワー、ジュエリーなど多彩
なラインアップを誇る1階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2階のウィメンズコレクションは、多くの女性の皆様より
ご好評いただいております。
　連結子会社の株式会社ラヴィスは、お客様の人生最良の記念日に“喜
び”と“感動”をご提供させていただくためのサービスの向上と、今後ますま
す需要が高まるオリジナルウエディングへ対応する業態確立のため、更な
る内部体制と営業力の強化を図り、人材教育に注力してまいりました。施
設面では、平成18年9月に、初の関西エリア進出店舗としてパルティーレ神

アニヴェルセル・ブライダル事業

　株式会社ヴァリックは、「お客様のくつろぎと元気のある生活をお手伝い
したい」という企業理念のもと、カラオケルームと複合カフェ運営事業とのシ
ナジー効果を最大限に発揮し、業態の進化を推し進めるとともに、拡大す
る事業規模を支える経営基盤の強化を図りました。
　カラオケルーム運営事業は、グランドメニューの刷新とシーズンメニュー
の企画提供を行うと同時に、クリンリネスや、接客力向上等の内部体制を
強化し、顧客満足の追求に努めました。
　複合カフェ運営事業は、お客様により快適に、より便利にご利用いただく
ために、コンテンツの拡充とサービスの充実、メニュー開発等を行い、幅広
いお客様からご支持をいただきました。また、平成18年9月、長野市の複合
施設「TOiGO（トイーゴ）パーキング」1階にフィットネス事業の２号店となる
『快活フィットネスCLUB長野昭和通り店』をカラオケ「コート・ダジュール長
野昭和通り店」に隣接させて新規開設いたしました。
　店舗面に関しましては、カラオケルーム運営事業で２店舗、複合カフェ運
営事業で19店舗の新規出店により市場シェアを拡大し、中間期末店舗数
はそれぞれ91店舗（前期末89店舗）及び83店舗（前期末64店舗）となりま
した。
　これらの結果、売上高は８３億46百万円（前年同期比10.8%増）、営業
利益は5億2百万円（前年同期比31.6％減）と減益になりましたが、これは
複合カフェ事業の新規出店数の増加に伴う初期費用の増加によるもので
す。

エンターテイメント事業
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（前期末8店舗）となりました。これらの結果、売上高は84億68百万円（前
年同期比9.1％増）、営業利益は8億26百万円（前年同期比16.3％増）とな
りました。なお、この10月には関西2店舗目のパルティーレ大阪迎賓館が
オープンしております。

　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。
　当中間期におけるわが国経済は、設備投資や企業収益の改善などに
より緩やかな回復基調が続いており、個人消費も概ね堅調に推移しまし
た。当社グループにおいては、ファッション事業の安定成長を図るとともに、
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では積極的に新市
場の開拓に取り組みました。その結果、売上高485億56百万円（前期比
0.9％増）、経常利益28億50百万円（前期比17.4％減）、当中間純利益11
億42百万円（前期比132.1％増）となりました。これにともない、当中間期の
利益配当金は１株当たり12円とさせていただきました。

安定成長をめざし、
事業の深耕と拡大に取り組みました。

To Our Stakeholders

代表取締役社長 

青木 擴憲 
取締役副社長 

青木 寶久 

当期の概況
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　営業面では、「クールビズ」とともに、「糸からつくるAOKI」キャンペーン
の実施により、物作りへのこだわりを訴求するとともに、スタイリスト制度の
更なる深耕を図ることで、顧客満足の向上よる固定客化を推進してまいり
ました。また新CI導入による「新生AOKI」への進化のための改装セール
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ファッション事業

　アニヴェルセル表参道は、お客様の“ハレの日”を彩るスペシャリティスト
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アニヴェルセル・ブライダル事業
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施設「TOiGO（トイーゴ）パーキング」1階にフィットネス事業の２号店となる
『快活フィットネスCLUB長野昭和通り店』をカラオケ「コート・ダジュール長
野昭和通り店」に隣接させて新規開設いたしました。
　店舗面に関しましては、カラオケルーム運営事業で２店舗、複合カフェ運
営事業で19店舗の新規出店により市場シェアを拡大し、中間期末店舗数
はそれぞれ91店舗（前期末89店舗）及び83店舗（前期末64店舗）となりま
した。
　これらの結果、売上高は８３億46百万円（前年同期比10.8%増）、営業
利益は5億2百万円（前年同期比31.6％減）と減益になりましたが、これは
複合カフェ事業の新規出店数の増加に伴う初期費用の増加によるもので
す。

エンターテイメント事業
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ファッション事業の中核業態である「ＡＯＫＩ」は、「新生AOKIのファッション元年」と位置づけ、
ファッションのスペシャリティストアとして更に魅力ある業態への進化をめざした取り組みを推進しています。
また、そのほかの業態では新市場の開拓に取り組み、新たな収益基盤の確立をめざしています。

“ファッションのスペシャリティストア”として進化をめざす「AOKI」

「AOKI」のさらなる進化と新たな収益基盤の確立をめざして。
新市場の開拓をめざす3事業

Feature AOKIグループの成長戦略 

世代別の顧客開拓をねらって、フランスの俳優 
ジャン・レノ氏の魅力を投影した「ＪＥＡＮ ＲＥＮＯ」
を中高年男性向けに、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」
と「MAJI MAJI」を若年男性向けにそれぞれ発
売しました。

商品 
中高年と若者向けに、
それぞれ新ブランドを提案。

ショッピングセンターへの、積極
的出店を推進。“個性的なスタ
イリングと新しいライフスタイル
を提案する”という「ＯＲＩＨＩＣＡ」
のコンセプトを確立させ、主要
顧客層である２０～３０代のお
客様への浸透を図ります。

９月に「パルティーレ神戸ウエ
ディングヴィレッジ」、１０月に「パ
ルティーレ大阪迎賓館」の出店
により、初めて関西地域に進
出。首都圏に次ぐ規模の市場
開拓に努めるとともに、全国展
開を見据え、安定的な継続出
店を推進していきます。

成長し続ける複合カフェ「快活
CLUB」は、郊外ロードサイドに
おいて、カラオケ店「コート・ダ
ジュール」が既にある地域への
出店を加速。地域特性を把握
しているため出店しやすく、ま
た、人材や食材の共有化に
よってさらに効率的な運営が可
能になります。２業態の相乗効
果を追求することで、収益力の
向上をめざします。

積極的出店を推進し、
店舗ブランドの確立へ。

全国30店舗体制の構築をめざし、
新たに関西地域に2店舗を出店。

同一地域への複数業態出店を加速し、
相乗効果を追求。

全店舗の３分の２がリニューアル完了。イメージキャラクターの上
戸彩さんらを起用した告知ＣＭも全国でオンエアされました。来年
３月までには全店のリニューアルが終了する予定です。

店舗 
全国135店舗をリニューアルし、
告知CMも放送。

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7００人の
“スタイリスト”が誕生し、
「ＡＯＫＩ」の店頭でお客
様に合ったファッション
を提案しています。

接客 約700人の“スタイリスト”が
全国の店頭でお客様に提案。

パルティーレ大阪迎賓館 パルティーレ神戸ウエディングビレッジ
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Information

個人・その他 5,442名
18,058千株 36.8%

外国法人 108名
6,158千株 12.5%

金融機関 47名
5,849千株 11.9%

国内法人 351名
19,057千株 38.8%

所有者別株式分布
発行済株式の総数
計49,124,752株

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
快活CLUB

：355
：27
：1
：6
：3
：90
：85

都道府県別店舗数（平成18年11月1日現在）

本店所在地の変更に関するお知らせ

平成18年11月1日より、下記のとおり本店所在地を変更いたしましたので、
お知らせいたします。

役員（平成18年11月1日現在）

会社概要（平成18年9月30日現在）株式の状況

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

常 務 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

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

稲垣　稔

渡邊　一正

金子　三千男

牧　倫匡

青木　彰宏

柳　智棊

野口　暉充

刑部　秀成

勝家　巧

齋藤　秀次郎

田村　春男

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

グループ事業開発担当

ORIHICAカンパニー　プレジデント

グループ商品担当

総務部長

情報システム部長

グループ物流担当

グループ財務担当

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
23,282,626,306円
3,771名（男性1,206名、女性363名、パート2,202名）

株式の状況
会社が発行する株式の総数

発行済株式の総数

株主数

133,679,900株

49,124,752株

5,948名

大株主

株式会社アニヴェルセルHOLDINGS

日本トラスティ・サービス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505025

青木　拡憲

青木　寶久

日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口

青木　柾允

青木　彰宏

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

自社取引先持株会

17,685

2,353

2,267

2,129

1,669

1,626

1,605

1,604

793

701

36.0％

4.7％

4.6％

4.3％

3.4％

3.3％

3.2％

3.2％

1.6％

1.4％

株主名 持ち株数
（千株）

出資比率
（％）

（注）当社は、自己株式を4,251千株保有しておりますが、上記大株主から除いております。

１.新本店所在地
　東京都港区北青山三丁目５番30号

2.変更の理由
　グループ企業の連携強化によるシナジーの向上と情報の共有化に
　よる意思決定の迅速化を図るため、本店を上記所在地に変更する
　ことといたしました。

3.変更後の体制
　変更後は、ＡＯＫＩホールディングスの本社機能（社長室、経営戦略
　企画室、人事部、広報室）を、東京都港区に移転し、名称を「本社」
　といたします。「本社」では、グループ経営の強化、推進を図ってまい
　ります。
　神奈川県横浜市の現在の本社は、名称を「横浜本社」とし、ＡＯＫＩ、
　ＯＲＩＨＩＣＡの各カンパニーの本部及びＡＯＫＩホールディングスの事
　務機能を置き、各カンパニーとの連携とサポートを推進してまいります。

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

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 　2 　3

滋賀県　　3 　2 　1
京都府　　2 　1 　3

秋田県　　1 　1

愛知県　　33 　2 　5 　8

神奈川県　　37 　4 　1 　12 　8

千葉県　　37 　3 　1 　3 　11
茨城県　　13 　2 　4 　6
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 　7

広島県　　3

兵庫県　　8 　4 　1 　1 　3

富山県　　7 　4石川県　　7 　3
福井県　　2 　5 群馬県　　7 　1 　3

新潟県　　7 　3 　2

東京都　　45 　4  　1 　2 　3 　6
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役員（平成18年11月1日現在）

会社概要（平成18年9月30日現在）株式の状況

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

常 務 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

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

稲垣　稔

渡邊　一正

金子　三千男

牧　倫匡

青木　彰宏

柳　智棊

野口　暉充

刑部　秀成

勝家　巧

齋藤　秀次郎

田村　春男

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

グループ事業開発担当

ORIHICAカンパニー　プレジデント

グループ商品担当

総務部長

情報システム部長

グループ物流担当

グループ財務担当

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
23,282,626,306円
3,771名（男性1,206名、女性363名、パート2,202名）

株式の状況
会社が発行する株式の総数

発行済株式の総数

株主数

133,679,900株

49,124,752株

5,948名

大株主

株式会社アニヴェルセルHOLDINGS

日本トラスティ・サービス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505025

青木　拡憲

青木　寶久

日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口

青木　柾允

青木　彰宏

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

自社取引先持株会

17,685

2,353

2,267

2,129

1,669

1,626

1,605

1,604

793

701

36.0％

4.7％

4.6％

4.3％

3.4％

3.3％

3.2％

3.2％

1.6％

1.4％

株主名 持ち株数
（千株）

出資比率
（％）

（注）当社は、自己株式を4,251千株保有しておりますが、上記大株主から除いております。

１.新本店所在地
　東京都港区北青山三丁目５番30号

2.変更の理由
　グループ企業の連携強化によるシナジーの向上と情報の共有化に
　よる意思決定の迅速化を図るため、本店を上記所在地に変更する
　ことといたしました。

3.変更後の体制
　変更後は、ＡＯＫＩホールディングスの本社機能（社長室、経営戦略
　企画室、人事部、広報室）を、東京都港区に移転し、名称を「本社」
　といたします。「本社」では、グループ経営の強化、推進を図ってまい
　ります。
　神奈川県横浜市の現在の本社は、名称を「横浜本社」とし、ＡＯＫＩ、
　ＯＲＩＨＩＣＡの各カンパニーの本部及びＡＯＫＩホールディングスの事
　務機能を置き、各カンパニーとの連携とサポートを推進してまいります。

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

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 　2 　3

滋賀県　　3 　2 　1
京都府　　2 　1 　3

秋田県　　1 　1

愛知県　　33 　2 　5 　8

神奈川県　　37 　4 　1 　12 　8

千葉県　　37 　3 　1 　3 　11
茨城県　　13 　2 　4 　6
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 　7

広島県　　3

兵庫県　　8 　4 　1 　1 　3

富山県　　7 　4石川県　　7 　3
福井県　　2 　5 群馬県　　7 　1 　3

新潟県　　7 　3 　2

東京都　　45 　4  　1 　2 　3 　6

10 Information 11Information



AOKI Report
平成18年4月1日～平成18年9月30日

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　TEL045-941-3888
http://www.aoki-hd.co.jp/

事業年度

配当金受領
株主確定日

定期株主総会

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

公告掲載新聞

公告のホーム
ページのご案内

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
他必要があるときは、あらかじめ公告いたします。

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

東京都豊島区西池袋一丁目7番7号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-707-696（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

日本経済新聞

当社ホームページ
（http://www.aoki-hd.co.jp/index.html）に
掲載いたしております。

株主メモ 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

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

〒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）

株式会社ラヴィス

株式会社ヴァリック

（　　　）

この冊子は、環境への配慮のため「古紙100％の再生紙」、「植物性
大豆油インク」を使用しています。また、印刷は印刷工程で有害廃液を
出さない「水なし印刷」で行っています。


