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株主の皆様には、平素よりAOKI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。

当期は、ファッション事業、エンターテイメント
事業における92店舗の新規出店に加え、各事
業で環境の変化に対応した新商品・サービスの
提供や販促施策等の実施に注力いたしました。

その結果、新規出店効果及び平成26年2月
に開業した「アニヴェルセル みなとみらい横浜」
が通年寄与したこと等により増収になったもの
の、ファッション事業における消費税率引き上げ
の影響等により減益となりました。

次期におきましては、シェア拡大のための新規
出店の継続と、事業基盤の強化のため、既存店
の活性化に積極的に取り組むとともに、機動的、
効率的な経営を推進し収益力の向上を図ること
で、増収増益を目指します。

ファッション事業は、商品力の強化、スタイリス
ト制度の更なる深耕による営業力の磨き上げと
時代の変化に対応した既存店の活性化を積極
的に行います。出店は、ＡＯＫＩ、ＯＲＩＨＩＣＡ合わせて
厳選した25店舗を実施し、市場シェアの拡大を
目指してまいります。

アニヴェルセル・ブライダル事業は、ブランド
力の向上と更なる営業効率の改善に努めます。

エンターテイメント事業は、カラオケ、複合
カフェ合わせて40店舗の新規出店の継続と業
態の進化に努めます。

当期末の利益配当は18円（年間36円）とさせ
ていただくとともに、グループ各店舗でご利用い
ただける「株主御優待券」を発行しております。

次期の配当につきましては、１株当たり年間
４円増額し中間配当金を20円、期末配当金を
20円とし年間配当金を40円と予想しております。

今後も各事業が、グループとしてのシナジー
を高めながら質の高い安定成長を図り、企業価
値の向上を目指してまいります。

株主の皆様におかれましては、何卒倍旧の
ご指導ご支援を賜りますよう、お願い申しあげ
ます。

はじめに

今後の成長に向けた課題

株主の皆様からのご支援と
ご期待にお応えして

代表取締役社長　青木 彰宏
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※ 平成26年3月期の中間配当以前の配当金については、平成26年1月1
日付で1株を2株の割合で分割した株式分割を考慮して遡及修正した額
を記載しております。

連結経常利益／連結当期純利益 （単位：億円）

平成25年
3月期

平成26年
3月期

平成27年
3月期

■連結経常利益　■連結当期純利益

平成28年
3月期（予想）

175

98

208

106

189

101

199

113

株主資本利益率（ROE） （単位：%）

平成26年
3月期

平成27年
3月期

平成28年
3月期（予想）

8.8
7.5 8.0

連結売上高 （単位：億円）

平成25年
3月期

平成26年
3月期

平成27年
3月期

■ファッション事業　■アニヴェルセル・ブライダル事業
■カラオケルーム運営事業　■複合カフェ運営事業

平成28年
3月期（予想）

1,605
1,794 1,838

171
152

243

1,039

200
164

261

1,167

227
175

309

1,126

1,926
255
184

310

1,177

■中間　■期末

1株当たり年間配当金※ （単位：円）

平成25年
3月期

平成26年
3月期

平成27年
3月期

平成28年
3月期（予想）

22.50

33.00
36.00

12.50

10.00

18.00

15.00

18.00

18.00

40.00

20.00

20.00

連結営業利益 （単位：億円）

平成25年
3月期

平成26年
3月期

平成27年
3月期

■ファッション事業　■アニヴェルセル・ブライダル事業
■カラオケルーム運営事業　■複合カフェ運営事業

平成28年
3月期（予想）

170
203 190

10
14

29

119

16
15

26

141

18
17

42

107

200
18
17

42

118

平成26年
3月期

平成27年
3月期

平成28年
3月期（予想）

営業利益率 （単位：%）

11.4 10.4 10.4
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ファッション事業		AOKI

AOKI http://www.aoki-style.com/shop/株式会社AOKI

店舗のご案内

ナチュラルフィットスーツ

レディス商品

「ナチュラルフィットスーツ」発売
ノーパッド又は、薄い肩パッド、軽量芯地を用いて“新感覚”の

軽い着心地を実現した「ナチュラルフィットスーツ」をＡＯＫＩ全店で
発売。当商品は、信州大学繊維学部・先進繊維工学課程との
産学協同開発商品です。今後も商品を進化させながら、品揃え
の充実を図ってまいります。

フレッシャーズに向けた、プロモーションを強化
「フレッシャーズ応援 スーツフェア」の一環として、TV-CMを

放映しました。新TV-CMには、人気男性タレントや女性ファッシ
ョン誌『CanCam』専属モデルの山本美月さんと坂田梨香子さん
を起用。さらに、スマートフォンアプリでのキャンペーンを実施し、
フレッシャーズに向けて、ＡＯＫＩブランドの認知度向上を図りま
した。

レディスアイテムを強化
ブラックフォーマルは、品揃えの充実と「品・質・美」を軸とし

た単独TV-CMを放映し、訴求を強化した結果、幅広い年代層に
ご好評をいただきました。また、スーツでは、30代以上のキャリ
ア女性をメインターゲットとしたライン「ブラックネーム」の品揃え
を強化しました。
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Fashion

ORIHICA http://www.orihica.com/shoplist/株式会社AOKI

店舗のご案内

ファッション事業		ORIHICA

甲府昭和総本店 メインディスプレイ

ＡＯＫＩ甲府昭和総本店を建て替え、リニューアルオープン
「甲府昭和総本店」を建て替え、オープンしました。山梨県内

最大の売り場面積とともに、地域のお客さまのニーズに合わせた
品揃えを強化。店内は、“どの年代の方に対してもわかりやすい
売り場”をコンセプトに、安心してお買い物ができる環境づくりに
注力しました。

アトレ川崎店

新規出店の継続とリニューアルの実施
各地域のドミナント化を深耕するため、新規出店を継続。特

に埼玉県では、「ベニバナウォーク桶川店」をはじめとし、3店舗を
新規出店しました。また、リニューアルした「アトレ川崎店」は売り
場面積を2倍に拡大し、レディスコーナーの充実を図りました。

ORC QUALITY STANDARD COAT 売り場

春夏に引き続き、品質・バリエーションを訴求する商品軸のフ
ェア「ORC QUALITY STANDARD」を実施。シーズンに合わせ、
ジャケット、ニット、コートを展開しました。また、英国発のトータ
ルスポーツブランド「Admiral」とコラボしたオリジナルスプリング
コートを発売しました。

商品フェア「ORC	QUALITY	STANDARD」シリーズ/
「Admiral」とのコラボ商品を発売
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ＡＯＫＩ＆マイナビスチューデントが
新たな就活スタイルを提案
● 就活 新スタイル

ファッション事業		AOKI

平成28年卒業予定の学生より、採用活動の解禁時期が変更となり、大手企業を
中心に春から夏にかけて就職活動がピークを迎えます。こうした状況を受け、 
ＡＯＫＩは、学生の就職活動やライフスタイルをサポートしている『マイナビスチュー
デント』と協力し、クールビズを含む“就活スタイル”を新たに提案。就活生はもち
ろん、採用担当者の双方に平成28年卒の採用スケジュールに合わせた最適な 
スタイリングを提唱しています。

※必ず、事前に各企業が提示する服装の基準を確認する。

就活クールビズスタイルの基準

平成28年卒 就職活動スケジュール

選考は7～8月がピークに

就活	cool	biz	
style!

標準sty l e

面接時は原則上着着用。上着は必ず持参する。

ネクタイは必ず持参。
バッグに入れるなど、1本は必ず常備する。

カジュアルスタイルはＮＧ。

1

2

3

3月
平成27年

4月 6月 8月5月 7月 9月
エントリー

企業説明会

内々定

筆記試験・面接

学生の多くが採用スケジュールの
変更に不安を抱いている
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ＡＯＫＩ全店に「就活コーナー」を
設置。AOKIカスタマーズ・スタ
イリストが就活スタイリングをサ
ポートします。また、学生の来店
が多いと想定される大都市圏の
主要10店舗に、「就活ステーショ
ン」を設置。他店舗に先駆けて、
クールビズ商品など季節に合わ
せた商品をラインアップしました。

Fashion

就活	cool	biz	
style!

標準sty l e

就活生に役立つコンテンツを
展開する「ＡＯＫＩ就活magazine 
supervised by 『 マイナビス 
チューデント』」を開設。

AOKIカスタマーズ・
スタイリスト

就活ステーション
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アニヴェルセル http://www.anniversaire.co.jp/アニヴェルセル株式会社

店舗のご案内

アニヴェルセル・ブライダル事業

「カスタムメイド ドレス」イメージ

花嫁の声から生まれた、新感覚ウエディングプラン
1日1組限定「ジ・エレメンツ・オブ・表参道」が誕生

「ジ・エレメンツ・オブ・表参道」イメージ

「みんなを幸せにする、記念日のために」をコンセプト
に、“新生アニヴェルセル記念プロジェクト「NEW 
BIRTH」”により生まれ変わったアニヴェルセル 表参道。
その集大成として、“１組毎のオリジナル空間を叶える”
新感覚のウエディングプランが誕生しました。お好み
のスタイルをベースに、256通り以上のオリジナルアイ
テムを組み合わせ、従来よりも上質な空間をトータル
でコーディネートできる“新感覚”のウエディングプラン
です。都心の夜景が一望できる最上階のテラス付会場
を含む2フロアを貸し切れる贅沢な1日を提供します。

300通り以上にアレンジ自在な、オリジナル「カスタムメイド	ドレス」販売開始
「私らしいドレスを」といったご新婦様のニーズに応え

る、アニヴェルセルのオリジナルウエディングドレスの
販売を全14店舗にて開始いたしました。2型のシンプ
ルなドレスをベースに、素材やデザインが異なるオー
バースカート、ベルト、リボン等のアイテムを自由に組
み合わせることが可能です。300通り以上アレンジが
できる為、自分だけのドレスが 〝賢く・可愛く・簡単〟
に完成します。1着のドレスで、挙式やパーティーなど、
様々なシーンに応じてスタイルの変化を楽しんでいた
だける商品を提供します。
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Bridal
「レストランKinenbi」	
思い出の式場で特別フルコース料理を提供

アニヴェルセルで結婚式を挙げられた方を対象に、
思い出の式場で食事を楽しめるサービス、「レストラン
Kinenbi」をスタートしました。これまで、結婚式を挙
げられた方から「また式場に遊びに行きたい」、「もう一
度あの美味しい料理が食べたい」、「遊びに行きたくても
きっかけがない」というお声を多くいただいていました。
そのニーズにお応えし、思い出の場所である式場で、
オリジナルのフルコース料理をご提供するアフターウエ
ディングサービスを全国の店舗で実施。〝いつでも帰っ
てこられる場所〟 として、お子様連れや親御様とご一
緒でも気軽に足を運んでいただくことができます。
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毎年9月30日及び3月31日現在の株主名簿に記録された株主様に対し、右記の基準に
より当社グループの各店舗でご利用いただける株主御優待券を発行いたします。

※アニヴェルセル表参道（ウエディングを除きます）は10%割引とさせていただきます。 ※ＡＯＫＩ、ＯＲＩＨＩＣＡは、他の割引券・割引特典と併用いただけます。

株主御優待券について

株式会社ヴァリック

店舗のご案内

コート・ダジュール http://www.cotedazur.jp/branch/

カラオケルーム運営事業　コート・ダジュール

タイアップキャンペーン

プレミアムコース ファミリーコース

パーティールーム

コラボキャンペーンが好調
コート・ダジュールのお客様限定でプレミアムＬＩＶＥが当たるキ

ャンペーンや、冬休みに合わせた「みんなで遊ぼう！ポケモンキャ
ンペーン」など、タイアップキャンペーンを開催。ご好評をいただ
き、集客や再来店につながりました。

「コート・ダジュール甲府昭和店」をオープン
山梨県内の「AOKI甲府昭和総本店」2階に「コート・ダジュー

ル甲府昭和店」をオープンしました。同店では、人気のコンセプ
トルームを8種、最新オンラインダーツ2機種を導入。最大80名
収容可能なパーティールーム、さらにフリー Wi-Fiも完備してい
ます。

忘新年会や歓送迎会シーズンに向けた
パーティーコースをご用意

シーズンごとに新しくパーティーコースをご用意しました。忘新
年会コースでは贅沢素材を使用した「プレミアムコース」やママ会に
ピッタリの「ファミリーコース」など、用途や目的に沿ったコース内
容をご提供。カラオケ店ならではの幅広い客層に対応しています。

9

トピックス



Entertainment

ＡＯＫＩ	／	ＯＲＩＨＩＣＡ	／	アニヴェルセル表参道 アニヴェルセル コート・ダジュール	／	快活ＣＬＵＢ

100株以上1,000株未満 20%割引券	5枚
100株以上 披露宴	10万円割引券	

1枚
100株以上1,000株未満 総額20%割引券	10枚

1,000株以上 20%割引券	10枚 1,000株以上 総額20%割引券	30枚

株式会社AOKIホールディングス 

株主様婚礼割引御優待券

快活CLUB http://www.kaikatsu.jp/shop株式会社ヴァリック

店舗のご案内

複合カフェ運営事業　快活CLUB

女性専用エリア ～Villa me time～

担々麺 よくばりトルコライス 

九州出店強化と女性専用エリアの拡大
大分県初出店となる「別府店」や熊本県の繁

華街へ「熊本下通店」をオープン。九州への出
店を継続し、ドミナント化を推進しました。

また、女性専用エリア導入店舗を6店舗オー
プン。都心の駅前や繁華街立地の店舗への導
入を進めるなど、認知度向上を目指します。

ラーメンフェア、トルコライスフェア開催
初の「ラーメンフェア」、恒例の「トルコライスフ

ェア」を開催しました。「ラーメンフェア」では、秋
冬のグランドメニューでも人気のあるラーメン
に、冬季限定で人気味4種を追加し、寒い冬に
ぴったりのメニューをご提供しました。「トルコライ
スフェア」は平成21年よりスタートし、今年で7
回目となります。既存メニューのトルコライスに
加え、2種の期間限定メニューをご用意しました。
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株主メモ

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
期末配当金受領
株主確定日 3月31日

中間配当金受領
株主確定日 9月30日

定時株主総会 毎年6月
株主名簿管理人

（兼特別口座管理機関） 三菱UFJ信託銀行株式会社 

同連絡先 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 
TEL 0120-232-711

（受付時間：土・日・祝祭日を除く平日9：00～17：00）
インターネットアドレス
http://www.tr.mufg.jp/daikou/ 

上場証券取引所 東京証券取引所
公告の方法 電子公告により行います

公告掲載URL http://www.aoki-hd.co.jp/
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電
子公告による公告ができない場合は、日本経済
新聞に掲載して行います。

株式に関するお手続（届出住所・姓名などの変
更、配当金の振込方法、振込先の変更、単元未
満株式の買取・買増の請求など）のご照会及び
お届出につきましては、証券会社での口座開
設の有無に応じて、以下のいずれかの窓口に
ご連絡下さい。

当該証券会社にご連絡下さい。
証券会社で口座を開設されている株主様 

●	株式に関する住所変更等のご照会
	 及びお届出について	

三菱UFJ信託銀行にご連絡下さい。

会社概要 役員
代表取締役会長 青木　擴憲
代表取締役副会長 青木　寶久
代表取締役社長 青木　彰宏
取締役副社長 長谷川八郎 
取締役副社長 中村　憲侍 
取締役副社長 中林　佑烝 
取締役副社長 田村　春生 
常 務 取 締 役 清水　　彰
常 務 取 締 役 中村　宏明
常 務 取 締 役 野口　達巳 
常 務 取 締 役 島屋　紀明 
常 務 取 締 役 栗田　　宏
常 務 取 締 役 青木　柾允

社 外 取 締 役 稲垣　　稔
常 勤 監 査 役 牧　　倫匡
監 査 役 渡邉　一正
監 査 役 栗林　一夫
常務執行役員 柳　　智棊
常務執行役員 投元　谿太
執 行 役 員 三ツ橋和也
執 行 役 員 中島　公夫
執 行 役 員 富田　邦彦
執 行 役 員 小田切満明
執 行 役 員 日下　康幸

商　　 号 株式会社AOKIホールディングス
（AOKI Holdings Inc.）

事業内容 グループ会社の経営管理、
並びにそれに付帯する業務

会社設立 昭和51年8月21日
資 本 金 232億82百万円
従業員数 3,706（5,730名）（連結）

（  ）内は、有期契約の従業員（契約社員、パート社員、アルバイト）の
平均雇用人数（パート社員、アルバイトは1日8時間換算）です。

会社概要（平成27年3月31日現在）

当社株式の市場取引は100株単位となって
おりますので、単元未満株式をお持ちの株主
様につきましては、端数株式が整理できる買
取・買増制度を設けております。
証券会社等にお持ちの口座に単元未満株式
がございます場合には、お取引証券会社等に
ご連絡下さい。
証券会社等に口座をお持ちでない株主様に
つきましては、特別口座管理機関の三菱UFJ
信託銀行にご連絡下さい。

単元未満株式の買取・買増制度のご案内

証券会社で口座を開設されていない株主様


