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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。
　当社グループの第39期業績についてご報告申し上げます。
　当社グループにおきましては、前年震災の影響を受けた第1四半期連結累計期間の売上高は既設店前年比106％
に伸長しましたが、それ以降は改善が見られず、当連結会計年度の売上高は既設店前年比97％となりました。
　主力のきもの事業は、既設店の売上高が前年比で98％となりました。㈱さが美においては、ここ数年来強化し
てきたきものの京洗い、リフォーム、リメイク企画と機能性素材を用いた商品が好調で、店舗における成約客数
は前年を上廻りました。御得意様を対象としたご招待企画は客数が減少し成約高は前年を割り込みましたが、新
たに取り組んだ優良顧客向け展示販売会ではお客様から高い評価をいただいており、これからの展示販売会の可
能性を広げることができました。㈱東京ますいわ屋においては、新たに取り組んだご招待企画が好調で、既設店
売上高前年比は101％になっております。
　ホームファッション事業は、前年の震災復興および節電関連商品による売上拡大の反動が大きく、既設店売上高前年比は94％と苦戦い
たしました。その中では帽子関連の「SHAZBOT」が既設店ベースで前年を上廻ることができました。
　店舗面においては、きもの事業において8店舗を閉鎖、4店舗を出店し、ホームファッション事業では13店舗を閉鎖、1店舗を出店いた
しました。また、子会社の㈱九州さが美の株式譲渡に伴う連結除外により、15店舗が減少しております。これにより当連結会計年度末に
おける店舗数は、㈱さが美224店舗、㈱東京ますいわ屋46店舗、グループ合計で270店舗になっております。事業別には、きもの事業
206店舗、ホームファッション事業64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、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用により、共用資産を含む固定資産について、3億15百万円
の減損損失を計上しております。
　この結果、当連結会計年度の業績は、営業収益239億70百万円（前期比7.6％減）となり、利益面においては、営業損失5億73百万円（前
期実績に比べ2億63百万円の損失増）、経常損失5億44百万円（前期実績に比べ2億36百万円の損失増）、当期純損失9億71百万円（前期
実績に比べ1億47百万円の損失増）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。設立40周年を迎える次期は業績の早期回
復に努め、一日も早い復配を目指して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25年5月

代表取締役社長

平松　達夫

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、東日本大震災後の復興需要の継続などもあり緩やかな回復基調で推移しております。特に政権
交代後は、デフレ脱却に向けた政策効果への期待感から、円安・株高基調へと転じており、経済は活性化しつつあります。
　小売業界は、一昨年の震災からの反動と復興需要もあり、SCや百貨店では既設店ベースの売上高が前年比プラスに転じるなど、消費マ
インドにも回復の動きが出てきました。反面、輸入品価格の上昇や公共料金値上げ、復興増税など、家計負担の増大要因も多く、先行き
は不透明であります。
　当社グループにおきましては、前年震災の影響を受けた第1四半期連結累計期間の売上高は既設店前年比106％に伸長しましたが、それ
以降は改善が見られず、当連結会計年度の売上高は既設店前年比97％となりました。
　主力のきもの事業は、既設店の売上高が前年比で98％となりました。㈱さが美においては、ここ数年来強化してきたきものの京洗い、
リフォーム、リメイク企画と機能性素材を用いた商品が好調で、店舗における成約客数は前年を上廻りました。しかし御得意様を対象と
したご招待企画は客数が減少し、成約高は前年を割り込みました。ただ、新たに取り組んだ優良顧客向け展示販売会では高い評価をいた
だいており、これからの展示販売会の可能性を広げました。㈱東京ますいわ屋においては、新たに取り組んだご招待企画が好調で、既設
店売上高前年比は101％になっております。
　ホームファッション事業は、前年の震災復興および節電関連商品による売上拡大の反動
が大きく、既設店売上高前年比は94％と苦戦いたしました。その中では帽子関連の

「SHAZBOT」が既設店ベースで前年を上廻ることができました。
　店舗面におきましては、きもの事業において出店先の閉鎖と効率悪化および契約満了に
より8店舗を閉鎖、4店舗を出店し、ホームファッション事業では効率悪化と契約満了に
より13店舗を閉鎖、1店舗を出店いたしました。また、子会社の㈱九州さが美の株式譲渡
に伴う連結除外により、15店舗が減少しております。これにより当連結会計年度末にお
ける店舗数は、㈱さが美224店舗、㈱東京ますいわ屋46店舗、グループ合計で270店舗
になっております。事業別には、きもの事業206店舗、ホームファッション事業64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、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用により、
共用資産を含む固定資産について、3億15百万円の減損損失を計上しております。
　この結果、当連結会計年度の業績は、営業収益239億70百万円（前期比7.6％減）となり、
利益面においては、営業損失5億73百万円（前期実績に比べ2億63百万円の損失増）、
経常損失5億44百万円（前期実績に比べ2億36百万円の損失増）、当期純損失9億71百万円

（前期実績に比べ1億47百万円の損失増）となりました。

 次期の見通し
　経済環境は、期待感が先行しているきらいはあるものの、金融緩和や公共投資の増加などの政策効果により、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、消費マインドに改善の兆しが見られ、当面は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、㈱さが美は設立40周年を迎えます。これを追い風として、業績の早期回復に向けた重点施策を実施することによっ
て、次期の連結業績は、営業収益232億30百万円（前期比3.1％減）、営業損失1億45百万円（前期比4億28百万円改善）、経常損失1億50
百万円（前期比3億94百万円改善）、当期純損失3億65百万円（前期比6億6百万円改善）を見込んでおります。

事業別
売上構成
グラフ

きもの事業
79.4％

ホームファッション事業
16.9％

その他
3.7％

■当期連結累計期間の販売実績
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事業別の概要

 おでかけセット  京友禅訪問着 コーディネートセット
合繊プレタきもの「おでかけセット」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、ご家庭で洗濯するこ
とができます。
また帯もセットされたお手頃価格なの
で、初めてきものを着る方にもピッタ
リです。

（写真左）
全体に小花を散らした華やかな柄で
す。パステルカラーの小物でやさしく
まとめました。

（写真右）
薄紫色で明るい印象のきものに反対色
の帯をあわせ、キリリと引き締めました。

セット内容：�きもの、帯�
（京袋帯または名古屋帯）

素材：ポリエステル100%
価格：1万円（仕立上り、税込み）

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
問着の新作です。
お仕立て代込みで、きもの、帯、長襦袢、
帯揚げ、帯締め、重ね衿のセットをリー
ズナブルな価格でご用意しました。

（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、座ったときでもきもの姿が引き
立ちます。

（写真右）
控えめな柄が女性らしい柔らかさを引
き立てます。上品な色合いで、改まっ
たシーンにも活躍する装いです。

セット内容：�きもの、帯、長襦袢、�
帯揚げ、帯締め、重ね衿

価格：19万8千円（お仕立て代・税込み）

商品トピックス 2012年秋冬の新商品のご紹介

ときもの事業全体の底上げに取り組み、一定の成果を得ることができました。
　営業面では、客数アップを図るため、ここ数年来強化に取り組んでいる、京洗い、
リフォーム、リメイク企画が好調で、前年を上廻る客数を確保することができました。
また、新たに取り組んだ優良顧客向け展示販売会では、お客様から高い評価をいただ
き、これからの展示販売会の可能性を広げることができました。
　商品面では、新作きもののほか、機能性に優れた商品、お手入れ・収納便利グッズ
など、お客様によりご満足いただける商品の開発・提供に努めました。
　これらの取り組みにより、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。しかし一方では、客単価の低下や展示販売会・ドミナントの客数減などによ
り、全体の売上高は前年を下廻りました。　中核である㈱さが美においては、従来組織よりも管理単

位を小さくしたエリア制を新たに導入し、エリアの活性化

 きもの事業
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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。
　また、新たなマーケットを開拓するため、オンラインモールに生活雑貨の「カラコ」

「我楽屋おかめ」「リヴァンス」「オレンジハウス」の4ブランドの出店を行いました。
　しかし、前年の震災復興および節電関連商品による日用雑貨を中心とした売上拡大
の反動や、一昨年より売上を牽引してきた商品の売れ行きが鈍り、それらに続くヒッ
ト商品を提供することができなかったこともあり、帽子関連の「シャズボット」につ
いては既設店売上高は前年を上廻ることができましたが、ホームファッション事業全
体では既設店売上高前年比は94％と苦戦しました。

 アクセサリー・コレクション  新あぐら椅子「らく座」

 ソーダスパークル

アジア・アフリカ、中南米の人々の労働
や生産性に見合った公正取引を促進する
運動である「フェアトレード」のアクセ
サリー。
販売利益の一部は、労働者の自立を支援
する活動に役立てられます。

長時間、座っていても疲れにくいうえ、背筋が
伸びて気持ちいい「身体にやさしい」あぐら椅
子です。のんびりリラックスタイムを過ごして
みませんか。
10,500円（税込）

たったの35秒で炭酸水が作れるホームソーダマ
シーン。
スターターキットは、炭酸の強さをお好みで選
べる2本のボトルに、ガスカートリッジ5本がつ
いています。
①ガスカートリッジをセット、②チャージユニッ
トをひねる、③ボトルを振る、だけの簡単3ステッ
プ。いつもの料理や飲み物に自家製炭酸水を使っ
てみませんか。
スターターキット：7,900円（税込）

（左から時計回りに）：ボックス付きアクセサリーセット：4,500円（税込）／
ピアス：2,800円（税込）／ファミリーフロッグ：2,940円（税込）／
ミニフロッグクラウン：2,100円（税込）

 ホームファッション事業

商品トピックス 2012年秋冬の新商品のご紹介

 パティオラグ各種
大人可愛いデザインがポイントのLIVEONCEオ
リジナルラグ。
ソファと合わせるのはもちろん、ダイニングラ
グとしてもおすすめです。
100×140cm：　5,250円（税込）
140×200cm：10,500円（税込）

 リュック、シルクハット
リュック：シルクハットのアップリケが付いた
口折れタイプのリュックサック。真っ赤なリボ
ン帯がアクセントです。3,990円（税込）
シルクハット：クラシックな雰囲気のシルク
ハット。クラウンの高さを低めに抑えているの
で普段使いもし易い形です。9,870円（税込）
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第39期のトピックス

社会貢献への取り組み

 ECO プロジェクト（ゆかた引き取り）
きもの業界では初めて不要になったゆかたの引き取りを行い、衣料循環システム構築への貢献を目指
す「さが美 ECO プロジェクト」を全国の「さが美」店舗で2012年4月27日（金）から5月8日（火）
にかけて実施しました。

当社が販売した商品に限らず、不要になったゆかたを店舗でお引き取りするとともに、謝礼とし
て1回のお引き取りにつき1枚、当社のさが美各店舗でご利用いただける「ゆかた反物仕立割引券」

（2,000円割引・1,800円割引）を進呈。回収したゆかたは軍手などの材料としてリサイクルする
ことにより、衣料循環システムの構築に貢献することができました。

今後は、引き取ったゆかたの一部を中学校の「和装教育」支援に活用するなど、「さが美 ECO プロジェクト」は社会貢献活
動の一つとして継続的に取り組んでまいります。

 和装文化振興活動
地域貢献活動の一環として、今年度も地元に根付いたさまざまな活動を行いました。

2012年7月29日（日）、神奈川県横浜市「山手学
院高等学校」の留学生との文化交流イベントに、
ゆかたとつくり帯を提供するとともに、さが美き
もの文化学苑の着付師が着付けのお手伝いをしま
した。

日本の伝統文化である、
きものを多くの方に知っ
ていただくため、内閣府
青年国際交流事業主催の

「東南アジア青年の船」事
業に協賛し、参加者の方々
に「きもの」と「帯」を
提供しました。

2012年7月28日（土）、神奈川
県藤沢市で開催された、盆踊り
をテーマとするイベント「第7
回 遊行の盆」のゆかたコンテス
トで審査員を務めました。
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新たな取り組み

 リサイクルきもの専門店の新規出店

気軽にきものを楽しんでいただくことで、きもの文化の
素晴らしさを伝えたい…。

そんな想いから、当社としては初となるリサイクルきも
の専門店「蔵三昧町田店」（くらざんまいまちだてん）
を出店しました。

2012年4月28日（土）、東京都町田市にオープンした「蔵
三昧町田店」では、普段はなかなか挑戦できないお洒落
きものや高級きものをお求めやすい価格でご提供すると
ともに、「サイズが合わない」「流行遅れ」「マイブーム
が終わった」などタンスのなかの不要なきものや帯の引
き取りも行っています。

 優良顧客向けの展示販売会の開催
優良顧客を囲い込み利益確保を図るため、「プロが選ぶ
日本のホテル・旅館100選」で総合1位を32年連続で受
賞しており、丁寧な「おもてなし」で有名な「加賀屋」
で宿泊展示販売会を開催しました。

ご来場いただいたお客様からは、「素晴らしいおもてな
しが受けられ、商品もじっくり見ることができた」と非
常にご好評をいただき、展示販売会としても良い成果を
あげることができました。

 オンラインモールへの新規出店
新たなマーケットを開拓するため、2012年9月3日（月）、
イオンモールオンラインに生活雑貨の「カラコ」「我楽屋
おかめ」「リヴァンス」「オレンジハウス」の4ブランド
を出店しました。

URL��http://www.aeonmall.co.jp/

 かるいこころ倶楽部の立ち上げ
商品を販売するだけではなく、「きもの」の装いや和文化
を、気軽に、愉しんでいただく機会を提案するため、「か
るいこころ倶楽部」を立ち上げました。

「和を遊ぶ」「和から学ぶ」をコンセプトに、きものが似
合う場所に出かけて愉しむ機会や、茶道や香道などの体
験レッスンを通じて現代の生活にも取り入れることがで
きる「和の心」を学ぶ機会を提案しています。

フェイスブックページURL
https://www.facebook.com/sgm.co.jp/
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● �流動資産は、前連結会計年度末に比べて8億18百万円減少しまし
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。

● �固定資産は、前連結会計年度末に比べて5億71百万円減少しまし
た。これは主として、以下の要因によるものです。
　・回収等による差入保証金の減少（3億45百万円）
　・共用資産を含む固定資産の減損損失計上（3億15百万円）
● �この結果、当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度
末に比べて13億89百万円減少しました。

POINT

● �純資産は、前連結会計年度末に比べて9億21百万円減少しました。
これは主として、当期純損失（9億71百万円）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6億68百万円増加しまし
た。これは主として、1年内返済予定の長期借入金が10億円増加
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11億36百万円減少しまし
た。これは主として、長期借入金10億円が1年内返済予定の長期
借入金へ振替されたことなどによるものです。

● �この結果、当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末
に比べて4億67百万円減少しました。

POINT

科目 当連結会計年度
平成25年2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 4,936 5,755

　固定資産 8,273 8,845

　　有形固定資産 3,556 3,764

　　無形固定資産 18 99

　　投資その他の資産 4,699 4,981

資産合計 13,210 14,600

負債の部

　流動負債 4,619 3,951

　固定負債 975 2,111

負債合計 5,594 6,062

純資産の部

株主資本 8,098 9,281

　資本金 9,217 9,217

　資本剰余金 405 8,812

　利益剰余金 △1,175 △8,403

　自己株式 △348 △345

その他の包括利益累計額 △483 △743

　その他有価証券評価差額金 67 14

　土地再評価差額金 △550 △758

純資産合計 7,615 8,537

負債純資産合計 13,210 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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● �前年震災の影響を受けた第1四半期連結累計期間の売上高は既設店
前年比106％に伸長しましたが、それ以降は改善が見られません
でした。

● �ここ数年来強化してきたきものの京洗い、リフォーム、リメイク
企画と機能性素材を用いた商品が好調で、店舗における成約客数
は前年を上廻りました。

● �お得意様を対象としたご招待企画の客数減少により成約高が前年
を割り込み、当連結会計年度の売上高は既設店前年比97％とな
りました。

● �この結果、営業収益は前期に比べ7.6％減少しました。

POINT

● �営業活動によるキャッシュ・フローは、おもに資産除去債務会計
基準の適用に伴う影響額3億72百万円の減少などにより、5億34
百万円の支出（前連結会計年度に比べ6億3百万円減少）となり
ました。

● �投資活動によるキャッシュ・フローは、おもに差入保証金の回収
による収入があるものの、定期預金の払い戻しによる収入の減少
などにより、前連結会計年度に比べ4億16百万円減少しました。

● �財務活動によるキャッシュ・フローは、おもに長期借入金の返済
による支出がなくなったことなどにより、3百万円の支出（前連
結会計年度に比べ3億99百万円の支出減）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8億30百万円減少しました。

● �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、
当連結会計年度の業績は、利益面では前期に比べ損失が増加しま
した。

POINT

科目
当連結会計年度
平成24年2月21日から
平成25年2月20日まで

前連結会計年度
平成23年2月21日から
平成24年2月20日まで

売上高 23,773 25,759

売上原価 10,664 11,553

営業収入 197 194

　営業総利益 13,306 14,400

販売費及び一般管理費 13,880 14,710

　営業損失（△） △573 △310

営業外収益 59 54

営業外費用 29 52

　経常損失（△） △544 △307

特別利益 91 101

特別損失 326 463

税金等調整前当期純損失（△） △779 △670

　法人税、住民税及び事業税 193 148

　法人税等調整額 △1 6

当期純損失（△） △971 △824

（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）

（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
当連結会計年度
平成24年2月21日から
平成25年2月20日まで

前連結会計年度
平成23年2月21日から
平成24年2月20日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー △534 69

投資活動によるキャッシュ・フロー 24 441

財務活動によるキャッシュ・フロー △3 △402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △512 108

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期末残高 572 1,085

 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25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　224店

社 員 数 1,124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

親会社

ユニー株式会社

URL: http://www.sgm.co.jp/
当社のことをより深くご理解いただけるようホームページ
を全面リニューアルするとともに、投資家の皆さま向けの
ページを開設いたしました。
当社に関する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1） 取締役越田次郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
（注2）  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�専務取締役専務執行役員） 越　田　��次　郎

常勤監査役 富　永　��隆　彦

監査役（ユニー株式会社�常勤監査役） 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

（注）  ユニー株式会社は、平成25年2月21日付でユニーグループ・ホールディングス株式
会社へ商号変更しております。
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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（1,000円券5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（1,000円券10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 3,325名

その他法人 25,485千株 （62.41％）

証券会社 412千株 （1.01％）
自己名義株式 1,119千株 （2.74％）
外国法人等 1,967千株 （4.82％）

個人その他 7,583千株 （18.57％）

金融機関 4,265千株 （10.45％）

株主数
計3,325名

自己名義株式   １名（0.03%）
金融機関   22名（0.66%）
外国法人等   25名（0.75%）
証券会社 30名（0.90%）
その他法人   137名（4.12%）

個人その他 3,110名（93.53％）

株　数
計40,834千株

【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1,119,208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1,119,208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。
（注4）  ユニー株式会社は、平成25年2月21日付でユニーグループ・ホールディングス株

式会社へ商号変更しております。

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
株式会社セディナ 854 2.2
第一生命保険株式会社 810 2.0
さが美共栄会 802 2.0
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 684 1.7
三菱UFJニコス株式会社 384 1.0
さが美社員持株会 333 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） 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　（電話照会先）  0120-782-031
　（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。


