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第38期　株主通信
平成23年2月21日から平成24年2月20日まで



 ごあいさつ
謹啓
　株主の皆さまにおかれましては、ますますご清栄のことと拝察申し上げます。
　また、平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
　当社グループの第38期業績についてご報告申し上げます。
　当社グループにおいては、震災の影響により、第1四半期（3～5月度）の売上高は既設店前年比で88％まで落
ち込み、4店が震災被害で閉鎖いたしました。このため業績予想を下方修正し、震災による落ち込みをカバーすべ
く努力してまいりました。
　主力のきもの事業では、グループ各社とも、全ての顧客を対象とした割引セール、震災後の大型展示販売会の
実施などにより、通期の既設店の売上高前年比は94％まで回復しました。
　ホームファッション事業では、4月度以降の売上高が堅調に推移し、通期の既設店の売上高前年比は98％まで
回復しました。
　その結果、通期の営業収益については既設店前年比95％に回復し、業績予想修正後の計画をほぼ達成することができました。しかし利
益面については、OEM商品の増加やオペレーション改善などにより、ホームファッション事業における売上総利益率は前年より1.7％程
度改善することができましたものの、きもの事業における割引セール実施に伴う売価ダウンの影響もあり、グループ全体の売上総利益率
は1％程度計画を下廻る結果となりました。
　このような状況であるため、配当につきましては、このたびも無配とさせていただきました。震災の影響があったとはいえ、なかなか
皆さまのご期待に応えることができず心苦しいばかりですが、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
どお願い申し上げます。
　株主の皆さまにおかれましては、今後も引き続きさが美ならびにグループ各社のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹白
平成24年5月

代表取締役社長

小野山　晴夫

株主の皆さまへ
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 当期の経営成績
　当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災によって引起されたサプライチェーン（供給網）の崩壊と原発事故による計画停
電の影響等によって、上期は大幅に悪化いたしました。しかしその後は、超円高や欧州危機など逆風はあったものの、生産や輸出は概ね
震災前の水準に回復し、設備投資や個人消費も持ち直しております。
　小売業界は、震災直後は自粛ムードの広がりも見られましたが、震災の復興需要や猛暑などの特需によって回復し、それ以降も前年並
みの堅調な推移をたどっております。
　当社グループにおきましても、第1四半期（3～5月度）の売上高は既設店前年比で88％まで落ち込み、4店が震災被害で閉鎖いたしま
した。このため業績予想を下方修正し、震災による落ち込みをカバーすべく、努力してまいりました。この結果通期では既設店前年比
95％に回復し、業績予想修正後の営業収益計画はほぼ達成することができました。
　主力のきもの事業では、第1四半期（3～5月度）の売上高は既設店前年比で85％、通期で94％になっております。グループ各社とも売
上高を牽引したのは、全ての顧客を対象とした割引セールの展開であります。さらに、㈱さが美においては震災後の大型展示販売会と周
年祭（創業祭）企画が好調でありました。また、㈱東京ますいわ屋においては、百貨店内店舗が特に好調で、6月度から2月度までの売上
高既設店前年比が100％をキープしております。しかし割引セールによる売価ダウンによって、売上総利益率はグループで1％程度計画を
下廻りました。
　ホームファッション事業は、3月度は震災の影響を受けたものの、4月度以降は夏場の
涼感グッズ等が好調で、売上高は堅調に推移しておりました。しかし2月度が天候不順に
より苦戦した結果、通期の売上高既設店前年比は98％と前年を2％程度下廻っております。
11月度には池袋サンシャインにギフト提案を強化した「我楽屋おかめ」を出店いたしま
した。また商品のOEM調達の増加とオペレーション改善などにより、同事業の売上総利
益率は、1.7％程度前年から改善されました。
　店舗面におきましては、きもの事業において震災によるショッピングセンターの閉鎖と
効率悪化により16店舗を閉鎖、2店舗を出店し、ホームファッション事業では効率悪化に
より5店舗を閉鎖、1店舗を出店、ジュエリー事業は1店舗を営業譲渡いたしました。この
結果当連結会計年度末における店舗数は、㈱さが美239店舗、㈱東京ますいわ屋47店舗、
㈱九州さが美15店舗、グループ合計で301店舗になっております。事業別には、きもの
事業225店舗、ホームファッション事業76店舗となっております。
　また当連結会計年度におきまして、「資産除去債務に関する会計基準」の適用により、
資産除去債務のうち過去分を特別損失として3億72百万円計上しております。この結果、
当連結会計年度の業績は、営業収益259億53百万円（前期比12.5％減）となり、利益面
においては、営業損失3億10百万円（前期実績は1億55百万円の営業利益）、経常損失3億7百万円（前期実績は1億46百万円の経常利益）、
当期純損失8億24百万円（前年実績に比べ7億98百万円の損失増）となりました。

 次期の見通し
　経済環境は、原油高騰等不安材料はあるものの、復興需要や超円高に改善傾向が見られることから徐々に好転するものと予想されます。
個人消費におきましても、エコカー減税の継続や復興需要が本格化するなど、基本的には追い風が吹いており、これからも堅調に推移して
いくものと考えております。
　このような状況の下で、本年度はこれからの安定的な成長に向けて重点課題への取り組みを進めることにより、次期の連結業績は、営業
収益262億円（前期比0.9％増）、営業利益2億40百万円（前期業績は3億10百万円の営業損失）、経常利益2億30百万円（前期実績3億7
百万円の経常損失）、当期純利益40百万円（前期実績は8億24百万円の当期純損失）を見込んでおります。

事業別
売上構成

きもの事業
79.1％

ホームファッション事業
17.6％

その他
3.3％

■当期の販売実績
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　きもの事業では、「さまざまな、きものとの出合いを演
出し創造するさが美」の理念にもとづき、きものに関する

「お手入れ相談」、リメイクを提案する「リメイク展」、着

商品トピックス

事業別の概要

 2011年秋冬の新作訪問着
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、さが美が自信を
持っておすすめする本格的な訪問着を今
年もお仕立て代込みで10万円のお求めや
すい価格でご提供しました。
今年は、変わり織りや刺繍など、より高
級感ある新作訪問着もご用意しました。

「もう少し華やかな訪問着を着てみたい」
という方におすすめです。

■ 京友禅訪問着（右）
京都の北山杉と紅葉を思わせる情緒ある
風情をグレーの単色で品良く描いた訪問
着に、シルバーとゴールドの帯を合わせ
ました。
ドレス感覚のエレガントな着姿は、披露
宴はもちろん、パーティーなどの席でも
品格が漂います。
価格：10万円（仕立上り、税込み）

■ 汕頭刺繍訪問着（右）
中国の伝統的な刺繍技法「汕頭（すわと
う）」刺繍の訪問着です。
エキゾチックで豪華な着姿は、結婚式や
お祝いごとなど、華やかな席にピッタリ。
ワンランク上のお洒落をお楽しみいただ
けます。
価格：18万円（仕立上り、税込み）

【汕頭刺繍】
広東州東部の町「汕頭（すわとう）」
が発祥で、1858年の天津条約を機
に、宣教師たちがヨーロッパの刺繍
を伝えたのがはじまりと言われてい
ます。
ヨーロッパと中国古来の技法を融合
し、立体的な美的感覚を取り入れて
おり、今では世界に誇る刺繍となっ
ています。

 きもの事業

付けに関する悩みにお応えする「着かた塾」を開催するなど、お客様の多様なニーズ
にお応えするべく、店舗のサービス機能のより一層の充実に取り組みました。また、
お手入れ相談に関する社内資格制度を導入し、厳しい試験を実施してすべての店長に

「お手入れアドバイザー」資格を取得させるなど、サービスレベルの向上に努めました。
　商品面においては、新作きもののほか、機能性素材を活かした商品やお手入れ・収
納便利グッズなど、よりお客様にご満足いただける商品の開発・提供に努めました。
また、オーダー浴衣やお手入れに関するキャンペーンなどを積極的に実施することに
より、震災とその後の自粛ムードによる売上高の落ち込みをカバーすべく、努力して
まいりました。
　その結果、第2四半期以降は回復を見せはじめ、通期の既設店前年比は94％まで回
復することができました。
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　ホームファッション事業では、多様化するお客様ニーズ
にお応えするとともに、より多くのお客様から支持をいた

だくため、業態変更や複合ブランド店舗のワンブランド化など、ブランドの再構築を
進めました。
　店舗面では、経営効率の観点から5店舗を閉鎖するとともに、2店舗の大幅改装と1
店舗の新規出店を行い、店舗競争力の強化を図りました。
　商品面においては、節約志向に対応したエコグッズや猛暑に対応した涼感グッズ、
防災グッズなどの品揃えを強化したことにより、早期に売上高を回復することができ
ました。また、OEM商品比率を高めることにより、差別化や利益率の改善を図りました。
　業務面においては、商品物流の見直しによる店舗のオペレーション改革を進め、店
舗の作業負担の軽減・効率化を進めました。
　人材面では、各種マニュアルやスタッフ用ハンドブックを整備するとともに研修を
実施し、新規スタッフの早期戦力化、接客レベルのより一層の向上に努めました。
　これらの取り組みにより、前年並みの売上高の水準を維持するとともに、利益面で
は前年を大幅に改善することができました。

商品トピックス
 オリジナル フォトアルバム

すてきな思い出をアルバムに。
思い出ごとにデザインを変えて揃えませんか?
S：縦12.5×横19×奥行5cm 、収納枚数：80枚 1,260円（税込み）
M：縦23.5×横19×奥行6cm、収納枚数：200枚 1,890円（税込み）

 オリジナル リネンハンチング
キレイな発色と落ち着き感のある上品なデザインなので、カジュアルか
らジャケットスタイルなどキッチリした服装など幅広く合わせられます。
目深にかぶるとキリッと引き締まった印象になり、小顔効果も！年齢や
性別に関係なく、気軽にオシャレを楽しめます。

カラー：ブラック／ブラウン／ベージュの3色、
サイズ：フリー（約56～63cm）、素材：麻100％（一部本革） 各3,045円（税込み）

 オリジナル 防災グッズセット
防災を見直す年に、リヴァンスが考える必
要最低限のアイテムが揃ったセットをつく
りました。
使いやすくオシャレな持ち出しリュックが
ポイントです。

カラー：グリーン／パープル／ブラックの3色
各9,800円（税込み）

〈セット内容〉
折りたたみウォータータンク（5L）、LEDランタン、手回し充電ラ
ジオ&ライト、防災用ウェットティッシュ、レスキューシート、軍
手・タオル圧縮セット、ポリラップ、携帯スリッパ、ホイッスル

 オリジナル ハンカチタオル
表はガーゼ、裏がパイルでサラっと優しい肌触りのハンカチタオル。吸収
力や速乾性に優れ、使うほど肌になじんでくるので使い心地バツグンです。
素材：綿100%、柄：クローバー／リンゴ／イチゴ／ツバメ／桜ウサギ 各525円（税込み）

 寿飴 有賀糖（ありがとう）
お口の中で溶けてしまうような不思議な食感。「ありがとう」の気持ち
を込めて、大切な人へのプチギフトに最適です。
種類：さくら／ゆず／抹茶 各180円（税込み）

 オリジナル ステンレス包丁
野菜から肉・魚など、どんな食材にも対応する
オレンジハウスオリジナルの万能包丁です。
日本刀発祥の地、岐阜県・関市で生産していま
す。さびにくく取り扱いしやすいステンレス製。
大きな手にも、小さな手にも、しっくり馴染む
ハンドルです（エストラマー樹脂使用）。
三徳包丁（小）： 刃渡り14.5cm 2,625円（税込み）
三徳包丁（大）： 刃渡り17cm 2,940円（税込み）

 ホームファッション事業
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第38期のトピックス

3月 神奈川県横浜市立「平戸中学校」で
ゆかたの着付けレッスンを実施

ゆかたの着付けにチャレンジする留学生の皆さん

京都市勧業館「みやこめっせ」の開館15周年記念式典で「京
都市の産業の振興と発展に多大な貢献があった」として当社が
表彰され、門川京都市長から感謝状をいただきました。

横浜市「山手学院高等学校」にて、留学生を対象に開催された
文化交流イベントにゆかたを提供するとともに、ゆかたの着付
けレッスンを実施しました。

7月 京都市長より感謝状

神奈川県横浜市「山手学院高等学校」の留学生を
対象にゆかたの着付けレッスンを実施

レッスンを受ける保護者の方と生徒
の皆さん

鶴嶺高等学校の体育祭名物、生徒さ
んによる盆踊りの様子

5月 神奈川県立「鶴嶺高等学校」で
ゆかたの着付けレッスンを実施

日本きもの連盟（※1）の第8期理事総会で、
当社の小野山社長が会長理事に選任さ
れました。

※1 日本きもの連盟
平成16年に和装小売店が業態を越えてきもの市場
の創造と産業の活性化を目的として結成。
全国の呉服小売店1,232 店をはじめ、呉服小売店
団体、染織メーカー、問屋、きもの学院、和裁士
会など161の団体、企業が加盟（2011年3月現在）。

6月 小野山社長、日本きもの連盟会長理事に就任

5



「三渓園」茶道体験イベントの様子

今年も11月15日の「きものの日」にあわせて、さが美きもの
文化学苑の13 教室で「きものの日 無料着付け教室」を開催す
るとともに、神奈川県横浜市の「三渓園」で茶道体験イベント
を実施しました。

11月「きものの日」イベント実施

「日本の文化である、きものを多くの方に知っていただければ…」
との想いから、内閣府青年国際交流事業の「第38回 東南アジ
ア青年の船」に、新柄のおでかけセット（きものと帯）の商品

協賛を行いました。
帰国後、日本青年団代表から、「寄港地での
歓迎式典の際に日本からの参加者全員できも
のを着用し、各国青年団はもちろん、各地で
も大変喜ばれました」と、あらためて当社の
協力に対するお礼と報告のお手紙をいただき
ました。

12月 青年国際交流事業に協賛

さが美「ゆかた大賞」の受賞式の様子

神奈川県藤沢市の遊行寺にて開催された、盆踊りをテーマとす
るイベント「遊行の盆」に、着付教室を運営しているさが美き
もの文化学苑のメンバーが招待され、ゆかたコンテストの審査
員を務めました。

「東北の被災者の方々に地域との絆を深め、少しでも元気を取
り戻していただければ…」との想いから、日本きもの連盟を通
じ、被災者の方々に夏祭りに使用する「ゆかた」「帯」「下駄」
を60セット、南相馬市福祉作業所連絡協議会に寄贈しました。

8月 神奈川県藤沢市「遊行の盆」の
ゆかたコンテストで審査

被災地にゆかたを寄贈

6



● �流動資産は、前連結会計年度末に比べて12.5％減少し、57億55
百万円となりました。これは、主として受取手形及び売掛金が3億
4百万円および商品が2億70百万円減少したことなどによります。

● �固定資産は、前連結会計年度末に比べて4.4％減少し、88億45
百万円となりました。これは、主として回収等により差入保証金
が3億75百万円減少したことなどによります。

● �この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて7.8％減少し、
146億円となりました。

POINT

● �純資産合計は、前連結会計年度末に比べて8.9％減少し、85億
37百万円となりました。

POINT

● �流動負債は、前連結会計年度末に比べて15.6％減少し、39億51
百万円となりました。これは、主として１年内返済予定の長期借
入金が4億円、支払手形及び買掛金が1億78百万円減少したこと
などによります。

● �固定負債は、前連結会計年度末に比べて18.8％増加し、21億11
百万円となりました。これは、主として資産除去債務3億82百万
円が発生したことなどによります。

● �この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて6.1％減少し、
60億62百万円となりました。

POINT

科目 当　期
平成24年2月20日現在

前　期
平成23年2月20日現在

資産の部

　流動資産 5,755 6,579

　固定資産 8,845 9,248

　　有形固定資産 3,764 3,811

　　無形固定資産 99 138

　　投資その他の資産 4,981 5,299

資産合計 14,600 15,828

負債の部

　流動負債 3,951 4,678

　固定負債 2,111 1,776

負債合計 6,062 6,455

純資産の部

株主資本 9,281 10,108

　資本金 9,217 9,217

　資本剰余金 8,812 8,812

　利益剰余金 △8,403 △7,578

　自己株式 △345 △342

その他の包括利益累計額 △743 △735

　その他有価証券評価差額金 14 33

　土地再評価差額金 △758 △768

純資産合計 8,537 9,372

負債純資産合計 14,600 15,828

（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。

 連結貸借対照表（要約）� （単位：百万円）

連結財務諸表
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● �売上高が前連結会計年度に比べて大幅に減少しているのは、おも
に東日本大震災の影響により、第1四半期連結会計期間の売上高
が既設店前年比で88％まで落ち込んだことなどによるものです。
※ なお、通期の売上高は既設店前年比95％まで回復し、業績予想修正後の営業

収益計画は、ほぼ達成しています。

● �東日本大震災による売上高の減少を最小にとどめるために実施し
た割引セールの影響により売価がダウンし、売上総利益率が計画
を1％程度下廻りました。

POINT

● �当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年
度末より1億8百万円増加し、10億85百万円となりました。

● �当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税
金等調整前当期純利益が前連結会計年度は1億46百万円であった
のに対し、当連結会計年度は6億70百万円の純損失になったこと
などにより、69百万円と前連結会計年度に比べ4億69百万円減
少しました。

● �当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、主に定
期預金の払戻による収入が2億円あったことなどにより、4億41
百万円と前連結会計年度に比べ2億41百万円の増加となりました。

● �当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長
期借入金の返済による純支出の増加などにより、△4億2百万円
と前連結会計年度に比べ41百万円の減少となりました。

POINT

● �販売費及び一般管理費については、当初計画を見直し、更なる削
減に努めた結果、計画内に収まりました。しかし震災の影響によ
る売上高の減少をカバーするために実施した割引セール等の影響
による荒利益率低下をカバーするまでには至らず、当連結累計期
間の営業利益、経常利益、当期利益は前期より大幅に悪化し、前
回予想も下廻る結果となりました。

● �特別損失が前連結累計期間に比べて大幅に増加しているのは、お
もに「資産除去債務に関する会計基準」の適用により、過去分に
かかる資産除去債務�3億72百万円を計上しているためです。

POINT

科目
当　期

平成23年2月21日から
平成24年2月20日まで

前　期
平成22年2月21日から
平成23年2月20日まで

売上高 25,759 29,477
売上原価 11,553 13,011
営業収入 194 194
　営業総利益 14,400 16,661
販売費及び一般管理費 14,710 16,505
　営業利益又は営業損失（△） △310 155
営業外収益 54 90
営業外費用 52 99
　経常利益又は経常損失（△） △307 146
特別利益 101 160
特別損失 463 160

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） △670 146

　法人税、住民税及び事業税 148 166
　法人税等調整額 6 5
当期純損失（△） △824 △25

（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。

科目
当　期

平成23年2月21日から
平成24年2月20日まで

前　期
平成22年2月21日から
平成23年2月20日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 69 538
投資活動によるキャッシュ・フロー 441 200
財務活動によるキャッシュ・フロー △402 △360
現金及び現金同等物に係る換算差額 － △0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 108 377
現金及び現金同等物の期首残高 976 598
現金及び現金同等物の期末残高 1,085 976

（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。

 連結損益計算書（要約）� （単位：百万円）

 連結キャッシュ・フロー計算書（要約） � （単位：百万円）
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会社概要 （平成24年2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、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　239店

社 員 数 1,205名（パートタイマー等含む）

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

親会社

ユニー株式会社

URL: http://www.sgm.co.jp/
当社はインターネット上にWebサイトを開設し、当社の事
業、新商品の紹介やトピックス、IR情報などを掲載してお
ります。
当社のより詳細な情報や最新の動向については、ぜひ当社
ホームページをご覧ください。

 会社の概況

（注）  監査役吉田龍美および監査役田中達美の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外
監査役であります。

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（ユニー株式会社常務取締役常務執行役員） 越　田　��次　郎

常勤監査役 富　永　��隆　彦

監査役（ユニー株式会社監査役） 吉　田　��龍　美

監査役（公認会計士） 田　中　��達　美

 取締役および監査役

 当社Webサイトのご紹介

 おもなグループ会社
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1,000株以上所有の株主様には5,000円相当の買物優待券（5,000円券1枚）、
3,000株以上所有の株主様には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。

 株主優待制度

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 3,410名

株主数
計3,410名

株　数
計40,834千株

自己名義株式   １名（0.03%）
金融機関   24名（0.71%）
外国法人等   25名（0.73%）
証券会社 33名（0.97%）
その他法人   145名（4.25%）

個人その他 3,182名（93.31%）

その他法人 26,676千株 （65.43%）

個人その他 6,645千株 （15.99%）
金融機関 3,917千株 （10.35%）
外国法人等 2,080千株 （5.00%）

証券会社 419千株 （0.61%）

自己名義株式 1,093千株 （2.62%）

【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。

 株式情報  所有者別株主状況

（注1） 当社は自己株式を1,093,689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1,093,689株を控除して算出しております。
（注3） 持株比率の計算は、パーセントの少数第2位を四捨五入しております。

株主名 持株数（千株）持株比率（％）
ユニー株式会社 21,994 55.3
UBS�AG�SINGAPORE 1,660 4.2
株式会社三菱東京UFJ銀行 1,247 3.1
さが美共栄会 1,074 2.7
株式会社セディナ 854 2.1
第一生命保険株式会社 810 2.0
三菱UFJニコス株式会社 384 1.0
さが美社員持株会 350 0.9
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 308 0.8
株式会社ダイトー 258 0.7

 大株主
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事業年度 2月21日から翌年2月20日まで

定時株主総会 5月中旬までに開催いたします。

配当金受領
株主確定日

期末配当金　毎年2月20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

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人
事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　（郵便物送付先） 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　（電話照会先）  0120-176-417

単位株式数 1,000株

公告方法 日本経済新聞に掲載いたします。

上場証券取引所 東京証券取引所　市場第一部

証券コード 8201

株券電子化によるご注意
1．  株券電子化にともない、証券会社に口座を開設されている株主様の住所変更、

単位未満株式の買取請求などの手続きは、原則として口座を開設されている証
券会社で承ることになっております。お手続きの際は、口座を開設されている
証券会社等にお問い合せください。

2．  特別口座に記録された株式に関する各種手続きについては、三井住友信託銀行
株式会社が口座管理機関となっております。特別口座についてのご照会および
住所変更等のお届け出は、上記の特別口座の口座管理機関（三井住友信託銀行
株式会社）にお願いいたします。

株主メモ

環境に配慮したFSC©認証紙と植物油インキを使用しています。


