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 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。
　当第2四半期連結累計期間の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、当第2四半期連結累計期間の売上高は、既設店前年比では100.6％とわずかながら前
年を上廻りましたが、前年比は96.8％と前年の実績を下廻りました。
　きもの事業につきましては、優良顧客向け展示販売会を新たに開催したほか、お手入れ承りや保管用グッズの
拡販など店頭力強化の施策を進め、お客様からもご好評をいただいております。しかし一方では、店舗における
ご招待企画の契約高が大きく減少いたしました。
　ホームファッション事業につきましては、提案型マーチャンダイジングへの改革を進め、「カラコ」「シャズボッ
ト」の両ブランドが前連結会計年度に引き続き売上高を伸ばしております。しかし「我楽屋おかめ」「リヴァンス」「オレンジハウス」の
各ブランドにつきましては、前年度が震災や節電対応等により売上高が拡大した反動もあり、前年実績を大きく下廻りました。
　この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、営業収益124億21百万円（前年同四半期比3.0％減）となり、利益面においては、営業
損失3億6百万円（前年同四半期比1億32百万円の改善）、経常損失2億91百万円（前年同四半期比1億49百万円の改善）、四半期純損失3
億88百万円（前年同四半期比4億78百万円の改善）となりました。
　このような状況であるため、中間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。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。

謹白
平成24年11月

代表取締役社長

小野山　晴夫

株主の皆さまへ
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 当第2四半期連結累計期間の経営成績
　当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要などを背景に、緩やかに回復する兆しが見られました。
一方では欧州債務問題の長期化や、円相場の高止まり、新興国の景気減速感など、依然として懸念材料も多く見られ、景気動向は不透明
な状況が続いております。
　小売業界におきましても、生活者の先行き不安による消費マインドの伸び悩みを受け、大手小売業の売上高は前年を若干下廻って推移
しております。
　当社グループにおきましても、当第2四半期連結累計期間の売上高前年比は96.8％となりましたが、既設店においては同100.6％とわず
かながら前年を上廻ることができました。
　きもの事業におきましては、当第2四半期連結累計期間の売上高は、前年に震災の影響を受けた東日本の店舗では売上高の回復が見られ
たこともあり、既設店前年比101.8％と改善いたしました。㈱さが美におきましては、新たな取り組みである優良顧客向け展示販売会な
どにより、展示販売会の会場契約高はほぼ前年並みとなりました。しかし一方では、店舗におけるご招待企画の契約高が大きく減少いた
しました。
　ホームファッション事業におきましては、当第2四半期連結累計期間の売上高は前年を大きく下廻りました。オリエンタルテイストの
karakoブランドや帽子のSHAZBOTブランドは前連結会計年度に引き続き売上高を伸ばしましたが、LIVEONCEブランド、
ORANGEHOUSEブランドは、前第2四半期連結累計期間における震災復興や節電対応による先取り需要の反動等もあり、当第2四半期連
結累計期間の売上高は前年を大きく下廻りました。
　店舗面におきましては、きもの事業において初めてとなる蔵三昧ブランド（リサ
イクルきもの）の単独出店を行いました。また通常店舗として2店舗を出店し、ディ
ベロッパー閉鎖に伴い2店舗を閉鎖いたしました。ホームファッション事業は契約
満了により1店舗、効率の悪化により2店舗を閉鎖いたしました。これにより当第2
四半期連結会計期間末における店舗数は、㈱さが美238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300店舗となっております。また業態
別店舗数は、きもの事業226店舗、ホームファッション事業74店舗となっております。
　この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、営業収益124億21百万円（前年
同四半期比3.0％減）となり、利益面においては、営業損失3億6百万円（前年同四
半期比1億32百万円の改善）、経常損失2億91百万円（前年同四半期比1億49百万
円の改善）、四半期純損失3億88百万円（前年同四半期比4億78百万円の改善）と
なりました。
　なお、前第2四半期連結累計期間においては、「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。

 通期の見通し
　今後の景気は、復興需要の増加が押し上げ効果となって、緩やかに回復していく
ものと予想しておりますが、欧州債務問題をはじめとする懸念材料は、引き続き存在しています。
　当社グループといたしましては、展示販売会での高額品需要の高まりに応えていくとともに、㈱さが美において当年度より導入いたし
ました新たな営業組織体制の浸透と店頭力強化の推進、改装による既設店の機能性向上と活性化、ホームファッション事業のインターネッ
トモールへの出店などの施策により売上高の回復に努めるとともに、さらなる経費の削減を推し進めてまいります。
　しかしながら、個人消費の低迷は当面続くものと予想されるため、通期の連結業績見通しを修正いたしました。

事業別
売上構成
グラフ

きもの事業
79.3％

ホームファッション事業
16.9％

その他
3.8％

■当第2四半期連結累計期間の販売実績
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　中核である㈱さが美においては、従来組織よりも管理単位を小さくし、3～7店舗
を一つの単位とするエリア制を新たに導入しました。各エリアに店長兼務のエリア統
括、担当バイヤーを配置することにより店舗のサポート体制を強化し、個々の店舗の
競争力向上ときもの事業全体の底上げを図るための取り組みを進めました。
　営業面では、新たに優良顧客向けの展示販売会を開催したほか、オーダー浴衣や浴
衣の引き取り、お手入れなどのキャンペーンを実施し、販売契約高（受注高）や客数
の増加に努めました。
　商品面では、新作きもののほか、お客様の声にお答えした商品の開発、提供に努め
ました。
　店舗面では、きもの事業初となるリサイクルきもの「蔵三昧」の単独出店を行いました。
　これらの取り組みにより、上半期の客単価は前年を下廻りましたが、客数について
は前年を上廻る人数を確保することができました。

注目ショップ さが美水戸駅ビル店　2012年6月22日（金）　新規オープン

事業別の概要

　平成24年6月22日（金）、
茨城県の水戸市にある商業
施設「エクセル」本館3階
に、さが美水戸駅ビル店が
新規オープンしました。
　出店先の「エクセル」は
JR水戸駅に直結しており
通行量が多く、約125店舗
のテナントが入る大型の商
業施設で、さが美水戸駅ビ

ル店の両隣には、着物専門店の「鈴乃屋」、リサイクルきものショップ
の「たんす屋」があります。
　さが美水戸駅ビル店は明るく
開放的な雰囲気の外観で、店内
は水戸市の木と花の梅や萩をモ
チーフにした、水戸の歴史と文
化が感じられる内装デザインに
なっています。

　また店内には「お手入れ承り
カウンター」が設置されており、
お客様の思い出のある大切な着
物や帯のリメイク、お手入れな
どのご相談を承れるようになっ
ています。

店長コメント
　明るく入りやすい店づくりに努めるとともに、
きもののお手入れやリメイクにも力を入れ、地域
の皆様に愛される地域密着型の一番店になれるよ
う、スタッフともども日々励んでまいります。
　水戸にお越しの際は、ぜひ、さが美水戸駅ビル
店までお越し下さい。
　スタッフ一同皆様のご来店を心よりお待ちして
おります。

 きもの事業

店 長
松平 家光
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ご家庭で安心して洗え
る、正絹の長襦袢ができ
ました。
特殊防縮技術による加工
が施してあるため、洗濯
による縮み、スレ、毛羽
立ちが起こりにくく、ご
家庭でも安心して洗濯す
ることができます。

また撥水・樹脂加工とは違い、水を弾かず自然
に浸かりますので、シルク本来のしっとりとし
た風合いをそこなわず、いつも気持ちよくお召
しいただけます。
色：クリーム／ピンク／ラベンダー／ホワイト
価格：68,000円（仕立上がり、税込）

 家庭で洗える長襦袢  ボンソワーリ
お客様の声から生
まれた足に優しい
足袋ができました。
甲部分がクッショ
ン入りなので正座
のとき足が痛くな
りにくく、底地が
ポリウレタン樹脂
なので歩いても足

が疲れにくい、座ってラク、歩いてラクな快適
さが特徴です。
表地にはストレッチ性素材を使用していますの
で、フィット感も抜群です。
サイズ：22.5～25.0cm（対応寸法）
価格：3,300円（税込）

「足にやさしい」
に徹底的にこだ
わった低反発草
履ができました。
特殊な低反発素
材が歩行時の衝
撃を吸収します
ので、終日履い

ていても足が疲れにくいのが特徴です。
見た目にもこだわったお洒落な鼻緒を使用して
おり、組紐・名物裂（めいぶつぎれ）・洒落の各
タイプの中から、きものやお好みに合わせてお
選びいただけます。
価格：9,800円（税込）

 おでかけセット  コーディネートセット訪問着
　合繊のプレタきもの「おでかけセット」の秋の新作です。
　仕立て上がりなのですぐに着られ、もし汚れても合繊なのでご家庭で
洗濯することができます。
　また、帯がセットされたお手頃価格のセットなので、初めてきものを
着る方にもぴったりです。

　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本格的な
訪問着の秋の新作です。
　お仕立て代込みで、きもの・袋帯・長襦袢・帯揚げ・帯締め・重ね衿
をコーディネートしたお得なセットですので、本格的な訪問着をリーズ
ナブルに楽しみたい方におすすめです。

価格：各10,000円（きもの・帯の2点セット、税込） 価格： 各198,000円（きもの・袋帯・長襦袢・帯揚げ・帯締め・重ね衿のセット、仕立
上がり、税込）

 足にやさしい  クッション足袋  足にやさしい  低反発草履

商品トピックス 2012年 秋の新作・新商品のご紹介

写真（左）
淡い地色に大きな花
柄が映える女性らし
い1枚。反対色の帯
でキリリと引き締め
ました。

写真（左）
古典柄のきものでエレガントな装いに。上半身にも多くの
柄が入っているので、食事会などで座ってもきもの姿が引
き立ちます。
他の柄もあります（写真下）

写真（右）
全体に散らした小花
柄がはんなりとした
雰囲気。帯締めや帯
揚げは同系色でやさ
しくまとめました。
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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し、より多くのお
客様から支持をいただくため、ブランド再構築への継続的取り組みや提案型に向けた
マーチャンダイジング改革の取り組みを進めました。
　商品面では、昨年度に引き続き涼感グッズなどの品揃えを強化するとともに、イン
テリアやファブリック商品を拡充し、ライフスタイル提案力の強化に努めました。
　店舗面では、高級アパレル商材も取り揃え、ファッションも含めたライフスタイル
提案を行うカラコの新店舗「karako アトレマルヒロ川越店」を新規出店しました。
　また業務面では、店舗の作業負担の軽減や効率化を図り店頭力を強化するため、商
品物流や検品体制の見直しなど、店舗のオペレーション改革をさらに進めました。
　上半期の売上高は、前年度が震災や節電対応等により売上高が拡大した反動もあり、

「我楽屋おかめ」「リヴァンス」「オレンジハウス」の各ブランドが前年実績を下廻りま
した。この結果、震災需要との関連性が低い「カラコ」「シャズボット」の両ブランド
は前年実績を上廻っているものの、ホームファッション事業全体では前年実績を下廻
りました。

事業別の概要

 ホームファッション事業

注目ショップ Karako アトレマルヒロ川越店　2012年7月6日（金）　新規オープン
　平成24年7月6日（金）、
埼玉県川越市にある「アト
レマルヒロ」6階に、karako 
アトレマルヒロ川越店が新
規オープンしました。
　出店先のアトレマルヒロ
は丸広百貨店が運営してい
る商業施設で、現在2012
年秋のリニューアルオープ
ンに向けて新規テナントの

出店や改装が進められています（9月15日、全館リニューアル完了）。
百貨店からショッピングビルに業態変更することで、より幅広い世代か
らの集客が見込まれています。
　店舗の外観は、商品がよく見
え、店内に入りやすいように、
明るく開放的な外装デザインに
なっています。
　店内は約30坪と小スペースで
あるためkarakoでは初めて棚什
器を使用し、限られたスペース

でも品揃えを充実し、お客様が
商品を見やすいよう工夫を凝ら
しています。
　また、新たな試みとして高単
価アパレル商材も取り扱い、
ファッションを含むライフスタ
イル提案も行っています。

店長コメント

　川越店は駅直結という立地から、幅広いお客様
がいらっしゃいます。様々なお客様のニーズに応
え、karakoのファンになっていただけるよう地元
密着の店舗を目指します。
　川越にお越しの際は、ぜひ、karako アトレマル
ヒロ川越店までお越し下さい。
　スタッフ一同皆様のご来店を心よりお待ちして
おります。

店 長
宮城 亜久里
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商品トピックス 2012年 秋の新商品のご紹介

インド刺繍シリーズ うさぎの日本茶 アロマLEDキャンドル NAIROBI

CHARM FEDRAレンジ圧力鍋

色と花柄が主張するインドの手刺繍シリーズ。
ポーチやバッグは個性あるスタイルに、色鮮
やかなジュエリーボックスはお部屋を明るく
演出します。

（素材）コットン　※洗濯不可
（色）　ナチュラル／グリーン
（価格） 左から、ポーチ2,520円／ボックス（S）

1,890円／ジュエリーボックス3,990
円／バニティミラー840円／ボックス
2,520円／（奥）バッグ5,040円

 ※価格はいずれも税込。

大人気のレンジ圧力鍋に新色
のオレンジ、ブラウンが登場
しました。
材料を入れて、蓋をして、レ
ンジにかけるだけの簡単調理。
すばやく美味しい調理ができ
て、栄養素も逃しません。

（サイズ）26×22×12.5cm
（容量）　2.3ℓ
（素材）　ポリプロピレン
（色）　　 レッド／オレンジ

／ブラウン
（価格）　5,250円（税込）

フェルト素材の中折れハット。
被りやすい形とやわらかさが特徴
です。
サイズも豊富なので、年齢や性別
を問わずに被ることができます。

（サイズ）M／L／XL
（色）　　 ブ ラ ッ ク ／ グ レ ー ／

キャメル／ネイビー／
ワインの5色

（価格）　 各4,095円（税込）

秋のお月見にあわせて「うさぎ」をモチーフ
にした日本茶のプチギフト。
秋の夜長にホッコリとお茶を楽しんでみませ
んか。

（種類） うさぎ煎茶3P／うさぎほうじ茶3P／
うさぎ玄米茶3Pの3種類

（内容）個包装ティーパック3包入
（価格）各399円（税込）

火を使わないLEDのアロマキャンドル。
まるで本物のキャンドルのようにやわらかな
光をLEDで再現しました。
火を使わないのでテーブルに置いたり、持ち
運んだりするときにも安心です。

（サイズ）7.5×15cm
（素材）　ワックス
（色・香り） 左上から、パープル（リリアック）／オレンジ

（ジンジャー）／ブルー（ジャスミン）／グリー
ン（グリーンティー）／ピンク（パチョリ）

（価格）　2,100円（税込）
 ※電池別売り（単三2本）
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●  流動資産は、前連結会計年度末に比べて3億62百万円減少しまし
た。これは主として、現金及び預金の減少などによるものです。

●  これにより、当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前
連結会計年度末に比べて3億76百万円減少しました。

POINT

●  純資産は、前連結会計年度に比べて3億75百万円減少しました。
これは主として、四半期純損失（3億88百万円）を計上したこと
などによるものです。

POINT

●  流動負債は、前連結会計年度末に比べて34百万円増加しました。
これは主として、手形及び買掛金が増加したことなどによるもの
です。

●  固定負債は、前連結会計年度末に比べて35百万円減少しました。
これは主として、未払法人税等や退職給付引当金が減少したこ
となどによるものです。

●  これにより、当第2四半期連結会計期間末における負債は、前連
結会計年度末に比べて1百万円減少しました。

POINT

科目 当第2四半期
平成24年8月20日現在

前連結会計年度
平成24年2月20日現在

資産の部

　流動資産 5,392 5,755

　固定資産 8,831 8,845

　　有形固定資産 3,820 3,764

　　無形固定資産 83 99

　　投資その他の資産 4,926 4,981

資産合計 14,223 14,600

負債の部

　流動負債 3,986 3,951

　固定負債 2,075 2,111

負債合計 6,061 6,062

純資産の部

株主資本 8,891 9,281

　資本金 9,217 9,217

　資本剰余金 405 8,812

　利益剰余金 △383 △8,403

　自己株式 △346 △345

その他の包括利益累計額 △729 △743

　その他有価証券評価差額金 28 14

　土地再評価差額金 △758 △758

純資産合計 8,162 8,537

負債純資産合計 14,223 14,600

（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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●  当第1四半期連結累計期間における売上高は、前年に震災や計画
停電の影響を受けた東日本エリアの店舗の著しい回復もあって前
年実績を上廻り、既設店前年比でも106％と大幅に回復しました。

●  しかし当第2四半期連結累計期間の売上高は、既設店前年比では
100.6％と前年をわずかに上廻ったものの、当第1四半期累計期
間に実施した優良顧客向け展示販売会等による需要先取りや前年
度の震災関連需要の反動などもあり、前年実績をわずかに下廻る
結果となりました。

POINT

●  営業活動によるキャッシュ・フローは、おもに税金等調整前四半
期純損失2億95百万円や法人税等の支払額1億39百万円により、
4億18百万円の支出（前年同四半期は3億76百万円の支出）とな
りました。

●  投資活動によるキャッシュ・フローは、おもに有形固定資産の取
得による支出98百万円等により、差入保証金の回収による収入
93百万円はあるものの、60百万円の支出（前年同四半期は4億
35百万円の収入）となりました。

●  財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による1
百万円の支出により、1百万円の支出（前年同四半期は1億81
百万円の支出）となりました。

POINT

●  販売費及び一般管理費については、更なる削減に努めた結果、前
連結会計年度末に比べて3億25百万円減少しました。

●  しかし売上高の減少によるマイナスをカバーするまでには至ら
ず、当第2四半期連結累計期間における営業総利益は、前第2四半
期連結累計期間に比べて1億93百万円減少しました。

●  なお、前第2四半期累計期間においては、「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
百万円を特別損失として計上しています。

POINT

科目
当第2四半期

（累計）
平成24年2月21日から
平成24年8月20日まで

前第2四半期
（累計）

平成23年2月21日から
平成23年8月20日まで

売上高 12,324 12,721
売上原価 5,523 5,719
営業収入 96 88
　営業総利益 6,897 7,090
販売費及び一般管理費 7,203 7,528
　営業損失（△） △306 △438
営業外収益 29 23
営業外費用 15 26
　経常損失（△） △291 △440
特別利益 − 47
特別損失 3 400
税金等調整前四半期純損失（△） △295 △794
　法人税、住民税及び事業税 91 62
　法人税等調整額 0 10
四半期純損失（△） △388 △866

（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
当第2四半期

（累計）
平成24年2月21日から
平成24年8月20日まで

前第2四半期
（累計）

平成23年2月21日から
平成23年8月20日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー △418 △376

投資活動によるキャッシュ・フロー △60 435

財務活動によるキャッシュ・フロー △1 △181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △479 △122

現金及び現金同等物の期首残高 1,085 976

現金及び現金同等物の四半期末残高 605 854
（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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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　238店

社 員 数 1,137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ウェブサイトを開設し、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。

会社概要 （平成24年8月20日現在）

 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

9



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 3,370名

株主数
計3,370名

株　数
計40,834千株

自己名義株式   １名（0.03%）
金融機関   23名（0.69%）
証券会社   35名（1.04%）
その他法人 137名（4.07%）
外国法人等   20名（0.59%）

個人その他 3,154名（93.58%）

その他法人 26,273千株 （65.43%）

証券会社 782千株 （1.92%）
金融機関 4,055千株 （9.93%）
自己名義株式 1,104千株 （2.71%）

外国法人等 2,008千株 （4.92%）

個人その他 6,608千株 （16.18%）

【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1,104,985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1,104,985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。

株主名 持株数（千株）持株比率（％）
ユニー株式会社 21,994 55.4
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 1,029 2.6
株式会社セディナ 854 2.2
第一生命保険株式会社 810 2.0
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 409 1.0
三菱UFJニコス株式会社 384 1.0
さが美社員持株会 326 0.8
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 308 0.8

 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
　（ホームページ URL） http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html
単元株式数 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、
単元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。


