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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、ファッション事業及びエンターテイ
メント事業において80店舗の新規出店を行いま
した。同時にファッション事業のAOKIでは、約
120店舗の大規模改装を実施し、中長期的な成
長を見据えた店舗環境面の整備や改善を図ると
ともに、各事業で環境の変化に対応した新商品・
サービスの提供を行いました。

その結果、新規出店効果及びファッション事
業の既存店が好調に推移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改装
セール等に伴う売上総利益率の低下や改装費
用の増加、アニヴェルセル・ブライダル事業にお
ける施行組数の減少及びエンターテイメント事
業における新規出店数の増加に伴う費用の増
加等により減益となりました。

次期におきましては、消費者ニーズの多様化
に対応した諸施策を実施し、効率的な経営を推
進するとともに、既存店の活性化に積極的に取
り組み、事業基盤の強化に努めてまいります。

ファッション事業は、AOKI、ORIHICA合わせ
て14店舗の新規出店と引き続き改装による店
舗環境の整備及び商品開発、スタイリスト制度
の深耕による既存店の活性化に注力いたしま
す。同時に大きいサイズの専門店「Size MAX

（サイズマックス）」を強化してまいります。
アニヴェルセル・ブライダル事業はブランド力

向上とサービスの拡大及び更なる営業効率の
改善を図ります。

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27店舗の新規出店と既存店の活
性化に注力いたします。

当期末の利益配当は22円（年間43円）とさせ
ていただきました。また、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、中間配当金を1株
当たり1円増額し22円、期末配当金を同額の22
円とし、年間配当金は44円を予定しております。

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

トップメッセージ
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平成27年
3月期

平成28年
3月期

平成29年
3月期

平成30年
3月期（予想）

189

101

176

97

138

73

140

76

経常利益／親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：億円）
■経常利益　■親会社株主に帰属する当期純利益

平成27年
3月期

平成28年
3月期

平成30年
3月期（予想）

平成29年
3月期

1,838
227
175
309

1,126

1,885

293
182
270

1,140

2,005
339
190
278

1,199

1,940
302
186
268

1,182

売上高 （単位：億円）
■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27年
3月期

平成28年
3月期

平成29年
3月期

平成30年
3月期（予想）

36.00

18.00

18.00

40.00

20.00

20.00

43.00

22.00

21.00

44.00

22.00

22.00

■中間　■期末
1株当たり年間配当金 （単位：円）

平成27年
3月期

平成28年
3月期

平成29年
3月期

平成30年
3月期（予想）

190
18
17
42

107

177
22
14
35

98

144
18
8
27

81

145
1919
99
28

85

営業利益 （単位：億円）
■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

利益配分に関する基本方針
利益配分につきましては、経営の重点政策の１つとして認識しており、将来の事業展開、財務体
質の強化等を勘案し、配当については、前年実績以上を維持しつつ配当性向30％以上を基本と
すること、また、自己株式取得を含めた総還元性向については、特別な資金需要が無いことを前
提に50％以上を目指すことを基本方針といたします。

連結業績及び配当金の推移
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AOKIグループの社会・環境 活動
AOKIグループは、経営理念である「社会性」「公益性」「公共
性」を追求する中で、地域の皆様のお役に立つ社会・環境活
動に積極的に取り組んでいます。

経営理念である「公共性の追求」の一環として、昭和48年よりスター
トし、平成23年より毎年開催している、「AOKIグループハーモニー
コンサート」を平成28年8月31日に行いました。約2,000名のお客様
を無料ご招待し、美しいハーモニーをお届けしました。今後も地域の
皆様にお喜びいただけるよう、ビジネス以外でも世の中に貢献できる
文化振興活動を続けてまいります。

「第19回 ＡＯＫＩグループ ハーモニーコンサート」を東京赤坂のサントリーホール 大ホールにて開催

平成29年1月、横浜銀行様とともに、未来を担う子どもたちの育成に寄与
する、私募債を発行しました。〈はまぎん〉CSR私募債は、私募債を発行する
企業から銀行が受け取る手数料の一部を用い、地域の学校に寄贈する地域
貢献活動で、今回は横浜市立茅ケ崎東小学校に記念品を贈呈しました。

「〈はまぎん〉CSR私募債～夢みる未来～」を発行
横浜市立茅ケ崎東小学校に記念品を贈呈

横浜市教育委員会主催の「はまっ子未来カンパニープロジェクト」に協賛し
ました。企業や行政機関と横浜市内の学校約30校がタッグを組み、起業体験
に関する学習を通じて、子どもたちの「生きていく力」を地域ぐるみで育む活動
となっています。今回AOKIホールディングスは、小学生がTシャツを企画・制
作・販売するお手伝いをいたしました。また、この「はまっ子未来カンパニープロ
ジェクト」を継続・発展させる「よこはま子どもアントレ博2017」にも協賛し、平成
29年3月にはアニヴェルセル みなとみらい横浜にて、発表会が行われました。

「第１回はまっ子未来カンパニープロジェクト」に協賛し、横浜市内の小学校とコラボレーション

特 集

地域社会
への貢献

新日本フィルハーモニー交響楽団　ⒸK.MIURA
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AOKIグループの社会・環境 活動

（財）日本次世代企業普及機構による「第2回ホワイト企業アワード」において、（株）
AOKIがダイバーシティ部門大賞を受賞しました。従業員のライフサイクルに応じて、
育児や介護、病気治療との両立が図れる「ギアチェンジパッ
ケージ」を中心に、働きやすい環境を整備している点が評価
されました。また、雇用形態を柔軟に変更できる点や、一連
の取り組みによる業績数値や定着率が向上している点など
も含め、統合的な判断から、最も多様な働き方を支援してい
る企業であるとの受賞評価をいただきました。

第2回ホワイト企業アワード
ダイバーシティ部門にてAOKIが大賞を受賞

将来の企業成長に向けて、グループ一体となった人財育成を
進めるとともに、多様な働き方支援を推進しています。

厚生労働省が実施した平成28年度パートタイム労働者活躍推進企業表彰におい
て、（株）AOKIが優良賞を受賞しました。同賞は、パートタイム労働者の働きや貢献に
見合った正社員との均等・均衡待遇の推進、正社員への転換促進、キャリアアップの支
援など、その活躍推進に取り組んでいる企業などが表彰さ
れるものです。

全従業員の約半数がパートタイム社員として、主に各店
舗で販売員として活躍するAOKIでは、基本給を勤務地が
限定された正社員（エリア社員）と同水準に設定しているほ
か、販売目標の到達度などに応じた報奨金の支給、キャリア
アップや正社員への登用制度などを整備しており、こうした
取り組みを高く評価いただきました。

パートタイム労働者活躍推進企業としてAOKIが優良賞を受賞

●  勤務形態や勤務地による社員区分を
設定し、短時間労働者も全員無期契
約で安定的な育成等が可能に

●  働き方によって不利にならないよう工
夫された待遇

審査員の方からご評価いただいたポイント

「ギアチェンジパッケージ」「エリア正社
員」などの施策が今後の多様な働き方
を生み出す施策であると評価いただき
ました。

受賞理由

従業員
への約束

お客様 地球環境 従業員 次世代 地域
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新ライン「エレガンスライン」

ファッション事業  AOKI

働く女性向けレディースアイテムの提案を継続してきたAOKIで
は、今後増加が見込まれる女性管理職のニーズにお応えするため、
平成28年10月より「エレガンスライン」の展開を開始しました。光沢
感のあるインポート素材の使用により、見た目から伝わる高級感を
追求。AOKIのレディーススーツの特長である「シルエット美」をキー
プしながら、名刺やスマートフォンなどビジネスアイテムを収納でき
る内ポケットをジャケットに施すなど機能性にもこだわりました。また、
レディースのパーソナルオーダースーツも新システム「AOKI OASYS」
を使い全店舗で発注できるようにするなど、レディースアイテムの継
続的な強化を図っています。

レディース新ライン「エレガンスライン」を新設

● NECSAS 〜ピーク時のお客様の待ち時間を短縮〜
従来、レジ前でしか対応できなかった商品のバーコード読み取り

や裾上げ等の補正データの入力、お渡し日・宅配日の設定、在庫
照会などが売り場でもできるようになりました。お客様の利便性向
上・お買い物環境の快適化につなげています。
● Origami Pay 〜より便利でお得なショッピング体験を提供〜

インストールした専用アプリ（iOS/Android対応）にクレジットカー
ドなど支払い情報を登録するだけで、スマートフォンがお財布感覚
で利用できるスマホ決済サービス「Origami Pay」をAOKI全店舗に
導入しました。より便利でお得なショッピング体験のご提供につな
げています。

お客様の利便性が向上する、新システムを全店舗に導入

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

店舗のご案内

NECSASお会計画面イメージ

「Origami」アプリイメージ

トピックス
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FASHION

ファッション事業  ORIHICA

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

店舗のご案内

「スーパーノーアイロンシャツ」
累計販売枚数16万枚を突破

スマートシルエットのドレスシャツでありながら、アイロン
掛けが不要なORIHICAの「スーパーノーアイロンシャツ」の
販売枚数が、累計16万枚を突破しました。乾きが早く、シ
ワや型崩れにもなりにくいため、出張や旅行など、外出先
で汚れても気軽に洗えてすぐに着用できると、20代~40代
の男性から人気を集めています。また、洗濯やアイロン掛
けをすることが多い奥様方からも大変ご好評をいただいて
おり、代理購入も多い商品となっています。平成28年秋冬
シーズンは、お客様からのお声が多かった色柄を加え、バ
リエーションを増やし発売しました。

平成23年より展開しているORIHICAの「走れるパンプ
ス」は、屈曲性の高いアウトソールと、衝撃を吸収する高反
発インソールによる、足になじむフィット感と歩きやすさが
人気となり、これまでに7万8,000足を販売しました。平成
28年秋冬シーズンは木型とインソールを改良し、履き心地
の良さとデザイン性を両立させた新作が登場。セレモニー
スーツなどにも合わせやすく、幅広く使える一足となってい
ます。

大好評「走れるパンプス」累計7万8,000足を販売

「走れるパンプス」

「スーパーノーアイロンシャツ」
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メンズ・レディースのサイズも豊富な品ぞろえ！
サイズだけでなく様々なスタイル・ブランドもご用意しています！

京都大学アメリカンフットボール部と共同開発
アスリートのための最強スーツ「アスリートMAXスーツ」が誕生！！

●オンラインショップでも取扱い中 
   https://www.aoki-style.com/static/sizemax/

1表 地、袖 裏、
ウエスト部分に
ストレッチ素材
を使用

2袖 付け部 分
のパワーネット
で腕の動きやす
さを追求

「アスリートMAXスーツ」商品特長アスリート体型の京都大学アメリカンフットボール
部を対象に実施したアンケートで判明した、従来の
スーツは「窮屈で動きにくい」という悩み。そこで、
独自の型紙やストレッチ素材など当社のノウハウを生
かし、着心地のよさ、動きやすさ、カッコよさを徹
底追求した「アスリートMAXスーツ」を開発しました。

「Size MAX」とはメンズ・レディースの2
Ｌ～8Ｌのカジュアルをはじめ、スーツ、
フォーマルからシューズやベルトといった小
物までを取り揃える、大きなサイズの衣料
品専門店です。

お客様に「えらべるシアワセ」をご提供 
するべく、現在全国に約60店舗展開 
しています。今後も、より多くのお客様に 
ファッションを楽しんでいただけるよう、
Size MAXの店舗数を拡大し、第三の柱
として強化してまいります。

をあなたに！
「えらべるシアワセ」

AOKI＆京都大学

アメリカンフットボール部
「アスリートMAX

スーツ」を着る

ビジネススタイルからカジュアルまで約1万点の品ぞろえ！
トータルコーディネートで洋服選びをより楽しく！

続々オープン！

https://www.aoki-style.com/
static/sizemax/athlete/

3アスリート体型専用の型紙
で立体的なシルエットを実現

ビジネススタイルも！

カジュアルも！

特 集
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BRIDAL

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

アニヴェルセルメンバーズクラブ会員への特典の拡充を実施
ゲストハウスウエディングを展開するアニヴェルセルは、

結婚式後もおふたりの人生における様々な記念日を祝福
するため、アニヴェルセルメンバーズクラブ会員特典の
拡充を行います。AOKI、ORIHICA、コート・ダジュール、
快活CLUB、アニヴェルセル カフェのほか、クックパッド
料理教室、ファイナンシャルアカデミーグループ利用時
に使えるお得なクーポン発行、会員限定のサービスやス
ペシャルイベントなどを実施してまいります。
● 住まい講座

おふたりの生活の基盤である「住まい」をテーマに、「暮
らしの提案」のリノベーション事業を展開している株式会
社リビタと連携し、 会員向け「住まい講座」を開始しまし
た。第1回は、マイホームをお考えのおふたりに知ってほ
しい新発想の住まい講座「中古×リノベーションで叶える、
賢く素敵な住宅購入」を開催しました。
● 料理講座

田中伶子クッキングスクールにて会員限定アニクック料
理教室「大切な人たちにつくりたい！季節のおもてなしコー
ス」と「休日にふたりでつくる！夫婦で楽しく学ぶコース」を
開催しています。家族となられたおふたりの心と体を支え
る大切な役割を果たす「食」について学びます。また、家
庭円満の秘訣や仕事と両立しながら料理をするコツなど
のお話もご好評いただいています。

https://members.anniversaire.co.jp/ 

 アニヴェルセルメンバーズクラブ
会員ページ

住まい講座イメージ

料理講座イメージ

アニヴェルセル・ブライダル事業

トピックス
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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/

コート・ダジュール Pokémon CLUBをスタート
コート・ダジュールは、小学生以下を対象としたポケモンキッズ会員に

加え、中学生以上も年齢を問わず入会可能なLINE@コート・ダジュール 
Pokémon CLUBをスタートしました。ポケモン関連情報の紹介やお誕生
日月のご来店でホールケーキをプレゼントするサービスや、キャンペーン実施など、
幅広い世代に人気のポケモンの会員制度拡大により、店舗の利用促進を図ります。

カラオケルーム運営事業  コート・ダジュール

ENTERTAINMENT

快活CLUB、鳥取・沖縄・福井に初出店
出店エリアは44都道府県に

バリのリゾートホテルをイメージしたコミック・インターネットカフェ
「快活CLUB」では、お客様にくつろげる空間をご提供し、活力を得てい
ただきたいという想いを込めて、全国に店舗網を拡大してまいりました。

当期は、鳥取・沖縄・福井に初出店し、出店エリアは44都道府県
になりました。

今後も人気の「女性専用エリア」、1~2名専用「ワンツーカラオケ」な
ど、快活CLUB独自のコンテンツも多数導入し、従来のインターネット
カフェのイメージを変え、忙しい日々の中で誰もが安心・安全に、気軽
に楽しみ、リラックスと活力を得られる空間を提供することで社会貢献
してまいります。

http://www.kaikatsu.jp/shop快活CLUB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

トピックス
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株主御優待券について

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、
下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 カフェ（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・割引特典等と1件限り併用いただけます。
※コート・ダジュール、快活CLUBは、他の割引券及び割引特典並びにサービスとの併用はできませんのでご了承下さいませ。

100株以上
1,000株未満 総額20%割引券 10枚

1,000株以上 総額20%割引券 30枚

コート・ダジュール／
快活ＣＬＵＢ

快活CLUBコート・ダジュール

100株以上
1,000株未満 20%割引券 5枚

1,000株以上 20%割引券 10枚

ＡＯＫＩ／ＯＲＩＨＩＣＡ／
アニヴェルセル カフェ

AOKI ORIHICA

アニヴェルセル

アニヴェルセル

100株以上 披露宴
10万円割引券 1枚

10
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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 中林　佑烝 
取締役副社長 田村　春生 
常 務 取 締 役 島屋　紀明 
常 務 取 締 役 栗田　　宏
常 務 取 締 役 清水　　彰
常 務 取 締 役 荒木　　渉
常 務 取 締 役 野口　達巳 
常 務 取 締 役 中村　宏明
常 務 取 締 役 青木　柾允

社 外 取 締 役 稲垣　　稔
社 外 取 締 役 尾原　蓉子
常 勤 監 査 役 牧　　倫匡
監 査 役 中村　憲侍
社 外 監 査 役 渡邉　一正
社 外 監 査 役 發知　敏雄
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 榎本　雅也
執 行 役 員 立原　　昇
執 行 役 員 照井　則男

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 4,252名（5,914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。

会社情報（平成29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
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