
証券コード：8201

株主メモ

事業年度 毎年2月21日から翌年2月20日まで
定時株主総会 毎年5月中旬までに開催
配当金受領 期末配当金　毎年2月20日 
株主確定日 中間配当金　毎年8月20日

基準日
毎年2月20日 
その他必要があるときは公告いたします。

株主名簿管理人および 
特別口座の口座管理機関

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

株主名簿管理人
事務取扱場所

　（郵便物送付先）

　（電話照会先）

東京都中央区八重洲二丁目3番1号
住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒183-8701　東京都府中市日鋼町1番10
住友信託銀行株式会社　証券代行部

0120-176-417
公告掲載新聞 日本経済新聞
上場証券取引所 東京証券取引所　市場第一部

株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について

証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会は、
口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主
様は、上記の電話照会先にご連絡ください。

特別口座について

株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった
株主様には、株主名簿管理人である上記の住友信託銀行株式会社に口座（特別口
座といいます。）を開設いたしました。特別口座についてのご照会および住所変更等
のお届出は上記の電話照会先にお願いいたします。

環境に配慮したFSCTM認証紙と植物性インキを使用しています。

平成22年2月21日から平成22年8月20日まで
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雑貨の分野でヒット商品が生まれ、売上高の低下に歯止め
が掛かってきました。

店舗のリストラについては、当第２四半期連結累計期間
において、当社グループで17店舗閉鎖し、1店舗置換え出
店いたしました。これにより当第２四半期連結累計期間末で
は、きもの250店舗、雑貨91店舗、ジュエリー3店舗、合計
344店舗になりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、営業収
益151億7百万円（前年同四半期比16.1％減）となり、利益
面においては、営業利益23百万円（前年同四半期比67.7％
減）、経常利益20百万円（前年同四半期比75.9％減）、四
半期純損失89百万円（前年同四半期比31百万円の悪化）
となりました。

景気の先行きには不透明感が出ており、低価格・節約志向
という消費動向は続くものと予想しております。

当社グループといたしましては、再建計画最終年度において
リストラ策を完遂するとともに、店頭力強化を始めとする重点課
題を着実に実行し、今後の成長の基盤をしっかり固めてまいり
ます。

なお、通期の連結業績予想につきましては、平成２２年４月８
日付けで公表した数字から変更はありません。
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謹啓

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

また、平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社では、再建計画の３年目に当る当期を「成長へ向けた基盤作りの年」と位置づけ、全社を 

挙げて取り組んでおります。

上期におけるきもの事業は、きものお手入れアイテムの拡販、廉価のフォーマルきものの集中販売に努め、前年の客数を上

廻ることができました。しかし、客単価の減少をカバーするにはいたらず、売上高は前年を下廻っております。

また、ホームファッション事業は健康グッズやキッチン雑貨の分野でヒット商品が生まれ、売上の減少に歯止めが掛かってき

ました。

この結果、営業収益につきましては、計画を若干下廻りましたが、利益面につきましては、計画を上廻ることができました。

今後とも、店頭力の強化、内部統制、コンプライアンスの遵守、ローコストへの継続的な取り組みを重点課題として、再建

計画を着実に進め、経営基盤をより強固なものとしてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも引き続きご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

なお、中間配当につきましては、未だ充分な利益の計上にいたっておらず、引き続き無配とさせていただきました。

一日も早い復配を目指し、全力を尽くす所存でございますので、ご理解のほどあわせてお願い申し上げます。

謹白

平成22年11月

代表取締役社長

ごあいさつ 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出
や生産の拡大が続き企業業績が改善するなど、着実に回復
しております。しかしエコカー補助金の終了や円高・株安の流
れの中で、景気の先行きは不安視されております。

また個人消費の動向は低価格・節約志向が続いており、大
手小売業の売上高は依然として前年を下廻っております。き
もの業界においても夏場のメイン商材である浴衣が苦戦する
など、厳しい環境が続いております。

このような状況の中で、当社グループの中核である㈱さが
美は、再建計画最終年度にあたる当年度を「成長へ向けた
基盤作りの年」と位置づけ、①店頭力の強化、②内部統制、
コンプライアンスの遵守、③ローコストへの継続的な取り組
みを重点課題として、それらの実現に取り組んでおります。
また、子会社である㈱匠美の清算、ロックマン事業の撤退と
いう再建計画に掲げたリストラ策の完遂に向けて準備を進
めております。

この間、きもの事業におきましては、前年度に引き続き客数
増を一番の営業課題としてきもののお手入れアイテムの拡
販、廉価のフォーマルきものの集中販売に努め、前年の客数
を上廻ることができました。しかし客単価の減少をカバーす
るにはいたらず、売上高は前年を下廻っております。また
ホームファッション事業におきましては、健康グッズやキッチン

株主の皆様へ

通 期 の 見 通 し

当第２四半期連結累計期間の経営成績
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事業別の概要

　きもの事業では、3年前に「さまざまな、きものとの出合いを
演出し創造するさが美」とビジョンを掲げ、きものを販売する
だけでなく、きものに付随するメンテナンス、着付けなどのサー
ビスの創出、提供に努めております。
　具体的には、『リーズナブルな商品』の提案と致しましては、
きものと帯で１万円という「おでかけセット」や、お仕立て代込
み１０万円でお誂えいただける「訪問着」を全店舗で展開し、
きものを購入したいと考えているお客様がイメージする価格
帯でのご提供に努めております。
　『メンテナンス』の提案と致しましては、「きもののお手入れ
企画」を引き続き実施し、特に今期は従来のきものクリーニン
グの京洗いに加え、新たに浴衣のクリーニング「イオンウォッ
シュ」をお客様に知っていただく為に、全店の店頭にタペスト
リーを掲示致しました。その結果、前年よりも多くのお客様に
ご利用いただくことができました。

　また、この秋からは、きものの表面についたホコリや簡単な
汚れを優しく拭い取るベルベットの天然素材でできた「きもの
お手入れ布団」を新たにご提案し、お着物をよくお召しにな
られるお客様にご好評いただいております。
　『着付け』の提案と致しましては、着付けを学びたいお客
様のニーズに応えられるよう、ホームページで着付け方法を
ご提供するとともに、一部の地域ではありますが、着付け教
室「さが美きもの文化学苑」を運営いたしております。また、

「着付けアドバイザー制度」を導入し、ご来店されたお客様
へ着付けのアドバイスができるよう、販売員のスキルと知識の
向上にも取り組んでおります。
　さが美はきものライフのサポートをさせていただきたいと考
えております。今後もお客様のニーズを把握しながら、お客
様に喜んでいただける事業を展開し、企業価値の向上を
図ってまいります。

きもの事業

きものでお出掛けを楽にするラクチン帯やストレッチ足袋、
大切なきもののお手入れに便利なきものお手入れ布団などおすすめの着物関連アイテムを紹介致します。

ベルベットの天然素材が、大切なきものの
表面についたホコリや簡単な汚れを優しく
拭い取ります。

履きやすく、お手入れしやすい「ストレッチ
足袋」。足裏に「綿素材」を付けることに
よってさらに滑りにくく改良しました。草履を
履いたときに滑りにくく、新素材のストレッチ
加工が足の動きにフィットするので疲れにく
く、きものに慣れていない初心者の方にも
おすすめです。

披露宴やクラス会、観劇やお茶会など華
やかな席にも似合う訪問着が、お仕立て
代込みで10万円と大変お求めやすい価格
でご提供しております。柄のタイプは人気
の辻が花をはじめ、型友禅、伏せ、手描き、
絞り、とバラエティー豊かに揃えました。オー
トクチュール感覚でお召しになる方のサイ
ズで誂える訪問着です。

上手に帯が結べない、急いでいる時に簡単
に帯を結びたい、柄合わせがうまくいかな
い、等でお悩みの方におすすめの「ラクチン
帯」。マジックベルト式と紐式の2種類があり
加工代はどちらも税込5,250円。「帯結びが
本当に楽」とお客様よりご好評をいただいて
おります。

消臭、調湿、抗菌、防虫効果のある竹炭を
用いた衣装ケース。布製なので破れにくく、
さらに竹炭の作用で大切なきものを優しく
保管することができます。

きものお手入れ布団

ストレッチ足袋

10万円で誂える本格派訪問着

ラクチン帯

竹炭シート

550円（税込）

1,000円（税込）

素材：（表地・共八掛）絹100%
　　　（胴裏）絹100％
縫製：海外手縫い
100,000円（税込）

加工代　5,250円（税込）

1,500円（税込）

着付
アイテム

帯結

仕立て上がったきものと帯のセットで1万円
と既製服感覚ですぐに着ることができます。
合繊なのでご自宅でお洗濯でき、お手入れ
が楽なのも魅力です。

１万円おでかけセット 

各お仕立上り品
きもの＋帯（ポリエステル100%）
10,000円（税込）

さが 美  T O P I C S
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アジアンスタイルのインテリア・リビング雑貨の

専門店であるKarako。その観光地立地型店舗

のフラッグシップショップ「赤レンガ倉庫店」が5月

29日（土）、装いも新たにリニューアルオープンし

ました。「軽やかな洗練、癒されるココロ、調和

するオリエンタル」をコンセプトに観光地ならでは

のオリジナル商品を揃えるなど、横浜観光に訪れ

たお客様より早くも注目が集まっています。

K
カ

ar
ラ

ak
コ

o 「赤レンガ倉庫店」
５ブランド 定番商品紹介

注目ショップ訪問レポート

観光地としても人気の高い横浜赤レンガ倉庫は、
2011年で創建100周年をむかえイベントも多数催
されております。Karako赤レンガ倉庫店は5月末に
リニューアルを行い、以前よりもさらにお客様との距
離が縮まり、スタッフ一同楽しく接客をしております。
海に面し横浜ベイブリッジやみなとみらいの夜景も
望める、横浜観光におすすめの立地となっておりま
す。季節によってさまざまな景色も楽しめるKarako
赤レンガ倉庫店に皆様ぜひお立ち寄りくださいま
せ。

店長イチ押し！  オススメアイテム

大切な方への贈り物に
ハンドメイドのアンティーク調ウォッチ

（左）28,350円　
（右）15,540円

白崎 朝子

Karako
「赤レンガ倉庫店」

店長

COMMENT

事業別の概要

　ホームファッション事業は、きもの事業に次ぐ柱として、利益
基盤の早期確立に取り組んでおります。
　ホームファッション事業は今期アパレル事業の帽子専門店

「SHAZBOT」を新たに加え5ブランドにて展開しております。
　東洋的な伝統と素材に現代の感覚を加えたニュースタン
ダードを取り揃えた「Ｋarako」、様式にとらわれず、欧米
やアジア、アフリカ、日本などさまざまな国のリビングスタイル
を融合させた生活雑貨を提案する「LIVEONCE」。安心
で楽しい食のシーンをイメージしたキッチン雑貨を取り揃え

た「ORANGE　HOUSE」、守り継がれてきた日本の心を
アレンジし、ポストモダンなライフスタイルを提案しております

「我楽屋おかめ」、そして、帽子という概念にとらわれない
デザインや素材で帽子の新しい可能性を提案しております

「SHAZBOT」。
　ホームファッション事業では、商品のファッション性、エンター
テイメント性の強化を図るとともに、より時代にマッチしたショッ
プ展開を目指しております。

ホームファッション事業 Karako ORANGE　HOUSE

オマージュクッション（丸）、
オマージュピロー（長方形）
 どちらも￥1,260（税込）

触るとマシュマロのようにふわふわ気持
ちよいマイクロファイバー生地を使用した
Ｋarakoのオリジナル商品。ふちにつけた
ポンポンがかわいく、生地の色とのカラー
リングもおしゃれです。丸洗い可能で、汚れ
を気にせずお使いいただけます。

フリーサイズ 各￥3,045（税込）

今年のトレンドでもあるノルディック柄のボンボン
付きニット帽。
柔らかい素材でどなたでもかぶりやすい形です。 
プレゼントにも最適です。

フラットケトル（2.2L） ￥4,200（税込）
ミルクパン（16cm） ￥2,100（税込）
片手鍋（19cm） ￥3,465（税込）
両手鍋（22cm） ￥3,990（税込）

ORANGE　HOUSEオリジナルホーロー
ウェアです。明るいカラー展開でキッチンを
楽しく演出します。直火、IH200V対応。

無水鍋　20ｃｍ（4号炊き）
 ￥9,240（税込）
　　　　24ｃｍ（6.5号炊き）
 ￥11,340（税込）

サイズ ：７０ｘ１３０ｃｍ
柄 ：10柄
価 格 ：￥1,260（税込）

煮る・炊く・蒸す・炒める・揚げる・ゆでる・
焼く・点火と１台で8役できる日本のロング
セラーです。

ひざかけ、ショール、ボレロ、腰巻の４通り
の使い方ができるフード付きのリヴァンスオ
リジナル４wayブランケット。
ブランケットを折りたたんでフードに入れると
クッションにもなります。

想像力に満ち、それぞれ
の作家のこだわりが伝わ
る独特な風合いと、細か
いデザインが人気です。
赤レンガ倉庫にお立ち寄
りの記念や大切な方への
プレゼントにおすすめです。

SHAZBOT我楽屋おかめLIVEONCE
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四半期連結貸借対照表（要約）

資産の部

　流動資産 7,279 7,302

　固定資産 9,690 9,948

　　有形固定資産 3,786 3,808

　　無形固定資産 138 147

　　投資その他の資産 5,765 5,992

資産合計 16,969 17,250

負債の部

　流動負債 5,781 5,744

　固定負債 1,908 2,128

負債合計 7,690 7,872

純資産の部

株主資本 10,045 10,134

　資本金 9,217 9,217

　資本剰余金 8,812 8,812

　利益剰余金 △ 7,642 △ 7,552

　自己株式 △ 342 △ 341

評価・換算差額等 △ 765 △ 756

　その他有価証券評価差額金 2 11

　土地再評価差額金 △ 768 △ 768

純資産合計 9,279 9,377

負債純資産合計 16,969 17,250

四半期連結損益計算書（要約）

科目

（注）記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

連結財務諸表

平成22年8月20日現在 平成22年2月20日現在

当第2四半期 前　期

（単位：百万円）

総資産

総資産については169億69百万円とな
り、前連結会計年度末に比べて2億80
百万円減少しました。これは主として商品
や差入保証金が減少したことなどによるも
のです。

営業利益

営業利益につきましては、前第2四半期と
比較し51百万円悪化し、23百万円の利益
となりました。これは主として売上高の低
下を、売上総利益率の改善、営業費の削減
でカバーできなかったためです。

負債

負債については76億90百万円となり、 
前連結会計年度末に比べ1億82百万円減
少しました。これは主として長期借入金や
事業構造改善引当金が減少したことなどに
よるものです。

経常利益

経常利益につきましては、前第2四半期と比
較し66百万円悪化し、20百万円の利益とな
りました。これは主として営業利益の悪化に
よるものです。

純資産

純資産については92億79百万円となり、前
連結会計年度末に比べ98百万円減少しまし
た。これは主として当第2四半期連結累計期
間において四半期純損失を計上したことなど
によるものです。

四半期純損失

四半期純損失につきましては、前第2四半期
と比較し32百万円悪化し、89百万円の損
失となりました。特別損失として45百万円
の店舗閉鎖による損失が発生しております。

科目

売上高 15,013 17,899

売上原価 6,627 7,958

　売上総利益 8,385 9,941

営業収入 93 114

　営業総利益 8,479 10,056

販売費及び一般管理費 8,455 9,982

　営業利益 23 74

営業外収益 37 47

営業外費用 40 34

　経常利益 20 86

特別利益 10 7

特別損失 45 76

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△） △ 13 17

　法人税、住民税及び事業税 74 75

　法人税等調整額  0 △ 0

四半期純損失（△） △ 89 △ 57
（注）記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 （単位：百万円）

当第2四半期 前第2四半期

平成22年2月21日から
平成22年8月20日まで

平成21年2月21日から
平成21年8月20日まで

（累計） （累計）（ご参考）

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成
19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づき作成しております。なお、
前第2四半期連結累計期間（平成21年2月21日から平成21年8月20日まで）は、改正前の四半期連
結財務諸表規則に基づき作成しております。
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（注）  監査役小野正典および監査役吉田龍美の両氏は、会社法第２条第16号に定め
る社外監査役であります。

発行可能株式総数 117,907,000株
発行済株式の総数 40,834,607株
株　　主　　数 3,521名

連結子会社
株式会社東京ますいわ屋
株式会社九州さが美
株式会社匠美（清算予定）

親会社
ユニー株式会社

当社はホームページを重要な情報発信源の一
つと考えております。さが美グループのホーム
ページ「Life with SAGAMI」では企業情報の
他に、最新の商品情報や店舗情報を掲載して
おります。ぜひ、ご覧ください。

会社の概況 主なグループ会社

取締役および監査役 Webサイト紹介

ユニー株式会社 21,994 55.3

UBS AG SINGAPORE 1,604 4.0

株式会社三菱東京UFJ銀行 1,247 3.1

さが美共栄会 1,192 3.0

株式会社セディナ 854 2.1

第一生命保険株式会社 810 2.0

日本生命保険相互会社 411 1.0

三菱UFJニコス株式会社 384 1.0

さが美社員持株会 314 0.8

あいおい損害保険株式会社 308 0.8

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

1,000株以上の株主様には5,000円相当の買物優待券（5,000円券1枚）、
3,000株以上の株主様には10,000円相当の買物優待券（5,000円券2枚）を
ご提供しております。

【優待対象基準】
2月20日現在の株主名簿に登録されている方が対象です。

株式の情報

大株主

証券会社

証券会社

31名（0.88％）

金融機関

金融機関

24名（0.68％）

自己名義株式

自己名義株式

1名（0.03％）

個人その他

個人その他

3,289名（93.41％）

26,777千株（65.58％）

1,916千株（4.69％）

6,675千株（16.35％）

1,063千株（2.61％）

4,182千株（10.24％）

217千株（0.53％）

その他法人

その他法人

155名（4.40％）

外国法人等

外国法人等

21名（0.60％）

株主数
計3,521名

株　数
計40,834千株

所有者別株主状況

株主優待

URL: http://www.sgm.co. jp/

株式情報
（平成22年8月20日現在）

会社概要
（平成22年8月20日現在）

商　　　号 株式会社　さが美

設　　　立 昭和49年４月15日

事 業 内 容 呉服、宝飾品、婦人洋品、雑貨等の小売業

資　本　金 92億17百万円

本　　　社
〒233 0016
神奈川県横浜市港南区下永谷六丁目２番11号
TEL 045（820）6000

事　業　所 店舗　275店

社　員　数 1,451名（嘱託・パートタイマー等含む）

代表取締役社長 小野山　晴夫

常務取締役 平松　達夫

取締役 渡辺　清高

取締役 宿野　大介

取締役
（ユニー株式会社取締役執行役員） 越田　次郎

常勤監査役 富永　隆彦

監査役 （弁護士） 小野　正典

監査役 （ユニー株式会社監査役） 吉田　龍美

（注1） 当社は自己株式を1,063,884株所有しておりますが、上記には含めておりません。
（注2） 持株比率は自己株式1,063,884株を控除して算出しております。
（注3） 持株比率の計算は、パーセントの小数第２位を四捨五入しております。
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