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2017年２月21日から2017年８月20日まで



2017年８月
代表取締役の変更を発表

プロフィール

―新社長ご挨拶―

本年8月より、平松前社長の後を受け、
代表取締役社長に就任いたしました。
事業収益構造改革を遂行している中
で、さが美代表取締役社長という重責
を担うこととなり、まさに身の引き締まる
思いです。微力ではありますが誠心
誠意努めてまいります。
株主の皆さまには引き続きご理解・ご支
援を賜りますようよろしくお願いいたし
ます。

代表取締役社長

西脇　秀雄

氏名 西
にし

脇
わき

　秀
ひで

雄
お

生年月日 1955年６月23日
略歴 1979年３月 当社入社

1988年２月 当社きもの地区長

1998年８月 当社キラット事業本部販売部長

2006年８月 当社東部店舗サポート部長兼西部店舗サポート部長

2008年１月 当社関東運営部長

2008年５月 当社執行役員関東運営部長

2008年８月 当社執行役員北日本・関東運営部長

2010年２月 ㈱東京ますいわ屋執行役員営業企画部長

2010年５月 同社取締役

2011年２月 同社代表取締役社長（現任）

2015年５月 当社取締役

2017年８月 当社代表取締役社長（現任）

株主の皆さまへ
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Q ８年ぶりとなるさが美の印象は？
A 就任以来、できる限り現場を廻ることに努めてまいりました。当社は厳しい環境下にありますが、多く

の従業員と会話し、それぞれの仕事に対する誇りと前向きさに触れ、成長への手応えを改めて感じるこ
とができました 。これからも現場目線で物事を考え進めてまいります。

Q 社長交代をどうしてこの時期に行ったのですか？
A 当社は事業構造改革を推進し、今まさにさが美グループとしての収益力を強化するとともに、成長をよ

り力強いものとするために、ホールディングス化への移行を進めており、移行後の新体制を見据えての
交代であります。このような時期に経営トップが果たすべき役割は非常に大きいと認識しております。

Q 当第２四半期の業績についてお聞かせください。
A 残念ながら売上高において既設店で前年を下廻りました。これは６月度の大型展示販売会の不振によ

る影響と、夏場の天候不順により浴衣の販売が減少したことが最大の要因であります。
営業費においては引き続きローコスト運営が浸透し、計画を下廻る運営が図れています。

Q 下期の取り組みについてお聞かせください。
A 下期の取り組みとしては、営業面では10月度に開催する年間最大の展示販売会である「大京都展」を成

功させることです。店頭においては、付下げセットを中心に、これまで取り組んできた、きもののお手入
れ関連と合わせて新規のお客さまからのリピーター化に取り組んでまいります。また、経費面において
は、グループの経営体制をより強化して業務の改善に取り組み通期計画の達成を目指してまいります。

Q 株主の皆さまへメッセージをお願いします。
A 先ずは、中期経営計画をしっかりと仕上げて、今までの流れを踏襲しつつ新しい価値を付け加え、安定

した利益を出せる会社にしていくことが私の仕事だと考えています。
株主の皆さま、お客さま、お取引先、社員、地域社会という全てのステークホルダーから支持と信頼をい
ただくために、企業価値の向上に努めてまいります。
皆さまのご支援をよろしくお願いいたします。
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大型展示販売会の不振と夏場の天候不順による浴衣販売の減少により営業利益は、若干の赤字となりました。
しかし、通期においては、事業収益構造改革を推進し、当初計画の営業利益を達成してまいります。

連結業績ハイライト
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商 号 株式会社 さが美
設 立 1974年4月15日
事業内容 きもの、宝飾品等の小売業
資 本 金 52億58百万円

本 社
〒254-0013
神奈川県平塚市田村八丁目21番9号
TEL 0463（52）0850

事 業 所 店舗　120店
社 員 数 615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
支配株主 アスパラントグループ株式会社

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 3,355名

会社概要  

 会社の概要（2017年8月20日現在）

代表取締役社長
(株式会社東京ますいわ屋 代表取締役社長 兼任） 西　脇　  秀　雄

取締役会長 平　松　  達　夫
常務取締役 須　山　  耕　一
取締役 宿　野　  大　介
取締役
(アスパラントグループ株式会社 代表取締役社長) 中　村　  彰　利

取締役
(アスパラントグループ株式会社 パートナー) 浜　田　  康　彦

取締役　常勤監査等委員 井　倉　  育　夫
社外取締役　監査等委員 藤　田　  尚　子
社外取締役　監査等委員 松　本　  好　弘

 役員（2017年8月20日現在）

 株式情報（2017年8月31日現在）

株　数
計40,834千株

証券会社 1,356千株 （3.32％）

金融機関 3,169千株 （7.76％）
自己名義株式 1,212千株 （2.97％）

個人その他 9,704千株 （23.76％）

その他法人 24,709千株 （60.51％）

外国法人等 684千株 （1.68％）

 所有者別株式分布状況（2017年8月31日現在）

（注1）当社は自己株式を1,211,181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1,211,181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（％）
AG2号投資事業有限責任組合 21,994 55.5 
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 
さが美共栄会 741 1.9 
株式会社ＳＢＩ証券 404 1.0 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 398 1.0 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 330 0.8 
塚喜商事株式会社 310 0.8 
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 308 0.8 
楽天証券株式会社 230 0.6 

 大株主（2017年8月31日現在）

 中間配当金について
当社では、安定して利益の出る企業となるべく事業基盤整備
に努めております。
第２四半期累計期間の業績を鑑み、利益配当するに至ってお
らず、中間配当を見送りいたしました。引き続き、通期計画を
達成し、今後の利益配分に備えてまいります。

※当社は、本年、監査等委員会設置会社へと移行いたしました。
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九州 福岡県４、大分県１、長崎県１、
鹿児島県１（きものサポートセンター）

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。

店舗情報は当社ウェブサイトでご確認ください　URL：http://www.sgm.co.jp/
 株主優待制度

【優待対象基準】
2017年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。

北海道 北海道２

東北 青森県２、宮城県１、秋田県３、山形県１、福島県１

関東 栃木県３、群馬県４、茨城県２、千葉県７、埼玉県７、
東京都８、神奈川県13

甲信越 新潟県２、長野県４、山梨県１

北陸・東海 富山県３、石川県２、福井県１、静岡県６、岐阜県２、
愛知県17、三重県３

関西 滋賀県２、京都府１、大阪府２、奈良県１、兵庫県４

中・四国 鳥取県１、岡山県４、広島県１、山口県１、香川県１、
徳島県１

全国に展開している、きものの専門店チェーンです。

※2017年8月20日現在（数字は店舗数）

さが美　店舗のご案内
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モダンなデザインのステンドグラスを着物に写し

取ったように描いた上に螺鈿作家 藤本隆士ならで

はの螺鈿細工で立体感ある作品に仕上げました。
※売り切れの場合もございます。ご了承くださいませ。

付下げ+袋帯セット
螺

ら

鈿
でん

作家　藤本 隆士　作

「ステンドグラス  花」

他にも種類豊富な柄、小物を展開しております。
機会がございましたら是非店頭へお立ち寄りくださいませ。

オリジナル商品ご紹介
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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。

事業年度 2月21日から翌年2月末日まで
定時株主総会 毎年5月に開催いたします。
配当金受領
株主確定日

期末配当金　毎年2月末日
中間配当金　毎年8月31日

基準日 毎年2月末日
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 電子公告により行います。

http://www.sgm.co.jp/
但し、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をすることができない場
合は、日本経済新聞に掲載する方法により行
います。

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

（注）2017年5月16日開催の定時株主総会終結の時をもって、上記の通り、事業年度等の変更
をいたしました。第44期の事業年度は、2017年2月21日から2018年2月28日までの
12ヶ月と8日間となります。 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。

URL: http://www.sgm.co.jp/
当社ウェブサイトにて、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
ウェブサイトをご覧ください。

 当社ウェブサイトのご紹介

株主メモ


