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第38期 第2四半期 株主通信
平 成 23 年 ２ 月 21 日 か ら 平 成 23 年 ８ 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、震災の影響により3～4月度の販売契約高（受注高）が大幅に落ち込み業績予想の修
正を余儀なくされましたが、5月度以降は回復が見られ、当第2四半期連結累計期間の販売契約高（受注高）は既
設店前年対比94%まで回復することができました。
　きもの事業につきましては、展示販売会や企画への取り組みや、機能性素材を活かした新商品の開発、オーダー
浴衣・お手入れなどのキャンペーンへの早期取り組みが功を奏し、5月度以降の販売契約高（受注高）の回復を牽
引しました。
　ホームファッション事業につきましては、節約志向に対応したキッチン雑貨、さらに猛暑に対応した涼感グッズ等の拡販により、既設
店ベースでは前年並みの売上高を確保いたしました。
　この結果、利益面につきましては計画を若干下回りましたが、営業収益につきましては計画を上回ることができました。
　今後も、震災により減少した売上高を少しでも取り戻すとともに、一日でも早い成長軌道への復帰を果たしていく所存です。そのため
にも、当期の重点課題である「店頭力の強化」「成長へ向けた取り組み」「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」の実現に、スピード感をもって取り組んでまいります。
　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23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、3月11日に発生した東日本大震災により鉱工業生産が急激に低下するとともに、個人
消費も自粛ムードの広がりや計画停電の影響で大幅に悪化いたしました。しかしその後は、サプライチェーンの復旧が進み、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、自粛ムードが緩和するとともに、震災の復興需要や節電、猛暑などによる特需によって回復傾向をたどっており、大手小
売業の売上高は前年を上回っております。
　当社グループにおきましても、3～4月度は震災の影響が大きかった東日本を中心に、販売契約高（受注高）が既設店前年比で86%に落
ち込みましたが、5月度以降は回復傾向にあり、当第2四半期連結累計期間の販売契約高（受注高）の既設店前年比は94%まで回復いたし
ました。
　きもの事業では、中核である㈱さが美においては、年間最大規模の熱海展示販売会の契約高が前年を上回り、また㈱東京ますいわ屋に
おいては、今年度より新たにスタートした企画が震災後も好評で、5月度以降の販売契約高（受注高）回復を牽引しました。さらに、夏場
の浴衣販売については、花火大会の自粛というマイナス材料があったにもかかわらず、機能性素材を活かした新商品の開発や、早い時期
からのオーダー浴衣への取り組みが功を奏し、前年並みの点数を販売することができました。
　ホームファッション事業では、節約志向に対応したキッチン雑貨、さらに猛暑に対応した涼感グッズ等の拡販に努めた結果、売上高の
回復スピードが速く、当第2四半期連結累計期間において既設店比較で前年並みの
売上高を確保す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は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9店舗を閉鎖、ホームファッション事業においては効率悪
化により4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244店舗、㈱東京ますいわ屋48店舗、㈱九州さが美15
店舗、グループ合計で307店舗となっております。また業態別店舗数は、きもの事
業230店舗、ホームファッション事業76店舗、ジュエリー事業1店舗となっており
ます。
　また、当第1四半期連結会計期間におきまして、「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、当第2四半期連結累計期間の業績は、営業収益128億9百万円（前年
同四半期比15.2%減）となり、利益面においては、営業損失4億38百万円（前年同
四半期は23百万円の営業利益）、経常損失4億40百万円（前年同四半期は20百万円
の経常利益）、四半期純損失8億66百万円（前年同四半期比7億77百万円の悪化）
となりました。

 通期の見通し
　今後の景気は、緩やかに回復していくと予想しております。当社グループといたしましては、東日本大震災によって減少した売上高を
少しでも取り戻すとともに、ホームファッション事業の新規出店や、既存のきもの店舗に新しい機能を付加して活性化を図るなど、今後
の成長に向けた取り組みを強化してまいります。

事業別
売上構成

きもの事業
78.2％

ホームファッション事業
18.3％

その他
3.5％
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　きもの事業では、中核である㈱さが美においては、展示販売会のレイアウトを見直
し、お客様にとってより見やすく、わかりやすいよう工夫したこともあり、年間最大
規模の熱海展示販売会の契約高は前年を上回る実績をあげることができました。また、
㈱東京ますいわ屋においては、今年度より新たにスタートした企画「感謝御礼の会」が
震災後も好評をいただくなど、5月度以降の販売契約高（受注高）回復を牽引しました。
　商品面においては、涼感素材の浴衣や吸水性・速乾性に優れた浴衣インナー、機能
性素材を活かした新商品を開発・提供してまいりました。
　夏場の商材である浴衣については、オーダー浴衣の販売やお手入れに関するキャン
ペーンを春に実施するなど、早い時期からの取り組みを行いました。その結果、花火
大会の自粛というマイナス材料があったにもかかわらず、浴衣は前年並みの点数を販
売することができました。

き も の 事 業  T O P I C S

事業別の概要

 着て涼しい涼感素材のゆかた
　 「夏恋Cool」
　「夏恋Cool」は、涼感素材にこだわったゆ
かたです。素材にトレハクールを採用するこ
とにより、ゆかたを「涼しく、爽やかに着て
いただく」ための機能を強化しています。熱
伝導性・放熱性・形態安定性に優れ、速乾性
のあるドライタッチな風合いがあるトレハ
クールの特徴を活かし、肌にやさしい、涼し
く爽やかな着心地を実現しました。

　「夏恋Cool」は、「夏にゆかたを着てみたいけど暑そう」「自分に似合
うゆかたが見つからない」という20～30代のお客さまの声にお応えし、
涼感素材へのこだわりに加えて大人可愛い色柄にもこだわり、古典的で
しっとりとした「和風タイプ」、華やかさいっぱいの「可愛いタイプ」、
モダンな洋花柄の「クールタイプ」と異なる色柄の3タイプで展開して
います。また、セットの帯や下駄は店頭で自由にセレクトでき、「自分
だけのオリジナルコーディネートを楽しみたい」というお客さまのニー
ズにお応えしています。

セット価格（ゆかた・帯・下駄）：15,000円（税込み）

 さらさら快適ゆかたインナー
　 「クール＋さらっと」
　ゆかたインナー「クール＋さらっと」は、
素材に優れた吸水性・速乾性を持つ素材を採
用することにより、いつでもサラサラとした
快適な着心地を実現しました。
　素材の持つ特殊な繊維構造が、綿以上の吸
汗性能を発揮し、すばやく汗を吸収し外に発
散しますので、肌にベトつくのを防ぎます。
　また、綿にはない肌離れの良さがあります

ので、ゆかたインナーとして快適な着心地で、暑い夏も汗を気にするこ
となくゆかたを楽しみたいというお客さまのニーズにピッタリです。ア
ウターにもひびきませんので、ゆかたのほか、白色や薄地のきものにも
あわせてお使いいただけます。
　「クール＋さらっと」は、ご家庭で手軽に洗濯し、ノーアイロンでも
着用することができます。これらの優れた機能は、洗濯してもあまり変
化しませんので、お手入れも簡単です。

価格：2,900円（税込み）

 きもの事業
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コーディネート商品・便利グッズ

き も の 事 業  T O P I C S

サイズ M L

適応身長（目安） 155㎝～165㎝ 165㎝～175㎝

「さが美で見つける秋きもの」2011年秋の新商品・新柄が揃いました。

 デイリー小紋
　 オーダーメイド感覚の
ピッタリサイズで誂える、合
繊小紋の新作が揃いました。
　「紅葉の舞う古都の散策
に」「お芝居や美術館へのお
でかけに」「デートに」…秋
のおでかけシーンにあわせ
て、10柄をご用意しました。
　八掛の色は、ご自分でお
選びいただけますので、カ
スタムメイドのお洒落をお
楽しみいただけます。
写真：13,930円（仕立上り、税込み）
※ きものでお仕立ての場合。お仕立

て方法により価格は異なります。

「おでかけセット～grace」が新登場

 おでかけセット
　ご好評いただいている「おでかけセット」の秋の
新作が揃いました。今年の柄は、人気の縞柄のほか、
ロマンティックなレース柄など新しいタイプも多数
取り揃えました。
　きものや帯の柄は、ご自分でお選びいただけます
ので、オリジナルなコーディネートが楽しめます。
また、お仕立て上がりだから、すぐにでも着られます。
　「おでかけセット」は合繊ですので、お手入れも
非常に簡単です。また、ちょっとした汚れなら、ご
家庭でも手軽に洗濯することができます。

写真：1万円（きものと帯の2点、税込み）

　「すぐに着られる」「お手入れが簡単」という従来の
良さはそのままに、カジュアルでありながら、より品
格のあるお洒落をお楽しみいただけます。

「おでかけセット～
grace」 の 生 地 に
浮かび上がる地紋

軽くて履きやすい、
人気のウレタン草履
3,900円（税込み）

ちょっと肌寒い季
節でも、これ一枚で
あたたかです
ショール
1,000円（税込み）より

きもの用の洗濯
ネット
お手入れ小町
550円（税込み）

花模様を刺繍した
エレガントな半衿
刺繍半衿 630円（税込み）

和柄ハンカチ
550円（税込み）

草履収納ケース
1,500円（税込み）

帯揚げ・帯締めセット
4,500円（税込み）

　今年は、より高級感のあるタイプの「おでかけセット～grace」が新
たに登場しました。
　光線のあたり方によって美しい地紋が浮かび上がる国産生地や、ぼか
しが入った柄は、ワンランク上の高級感があります（きものと帯の２点、
税込み2万円）。

 正絹プレタ小紋
　この秋、気軽に着て街に
おでかけできる、正絹プレタ
小紋が新たに登場しました。
　「きもので街を散歩した
り、友達とカフェでお茶し
たい」。きものでお洒落なラ
イフスタイルを楽しみたい
方にオススメです。
　きものは初めてという方
から、きものを良く着るベ
テランの方まで、幅広く楽
しんでいただけます。

正絹プレタ小紋：5万円（税込み）

 京友禅訪問着
　京友禅訪問着の秋の新作
が揃いました。
　同窓会や七五三の記念撮
影など、思い出に残る大切
な一日は、お気に入りの訪
問着で最高の自分を演出し
てみませんか？
写真：10万円（仕立上り、税込み）

　なお、今年は汕頭（すわとう）
刺繍を施したものや、最新のデジ
タル技術を用いて染めたものなど、
ワンランク上の個性派訪問着（※）
もご用意しました。
※ こちらのタイプは18万円（仕立

上り、税込み）
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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
を行いながら、ブランドの再構築を進めています。上期は2店舗の大幅改装を行い、品揃え
の充実、お客様の利便性の向上、ライフシーンへの提案力強化を図りました。
　商品面においては、節約志向に対応したキッチン雑貨や、猛暑に対応した涼感グッズな
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、店頭力強化のため、商品物流の見直しなどを行いながら店舗オペレーション改革
を進め、店舗の作業負担の軽減や効率化を図りました。
　さらに、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を図るため、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ました。

　これらの取り組みを行った結果、売上高についてはほぼ前年並みの水準を維持し、利益につきましては前年を大幅に上回ることができました。

上 期 の 商 品 T O P I C S

事業別の概要

 HALEIWAハートマグボトル

 ワークキャップ チェーンステッチ

 ウォータークールタオル

 ロータス キャンドルホルダー

 ミラーコースター
 ベアストラップ アソート

 おかめドロップ

ハート柄がとっても可愛い、人気のHALEIWAステ
ンレス製マグボトル。保冷・保温ができます。
バッグの中にいれても結露しないので、とっても便
利。ランチや散歩のお供にいかがですか。

350㎖　各1,980円（税込み）

サイドにチェーンステッチ刺繍で文字をあしらった、
オーソドックスなワークキャップです。シンプルな
デザインでコーディネートしやすく、女性にも人気
です。
カラー：ブラック/ネイビー/グリーン/レッド/レパード

（内側）の5色。各2,940円（税込み）、フリーサイズ

水に濡らすだけで、すぐにひんやりとし
た冷たさを感じる不思議なタオル。吸水
性抜群だから、汗や水分をしっかり吸収
してくれる優れものです。専用のケース
が付いていますので、他の物を濡らさず
に持ち運びできます。
カラー： ネイビー/ミント/ライトブルー/ラベンダー/ピンクの5色。
各980円（税込み）

ロータス（蓮）の花をかたどった、ガ
ラス製のキャンドルホルダー。キャン
ドルの灯が花びらに反射し、周囲に広
がります。
各945円（税込み）

ミラーに反射するカラフルなデザイン
が可愛いコースター。キャンドルホル
ダーと組み合わせると、魅力が倍増し
ます。
カラー ： パープル/ピンクの2色。各399円（税込み）

キレイな和柄のとっても可愛いくまさんストラップ。
携帯電話やバッグのアクセサリーに。各399円（税込み）

懐かしい味が人気です。プチギフトとして、たくさ
んのお客様に喜ばれています。399円（税込み）

 ホームファッション事業

※ ベアストラップの
柄はアソートです。
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　カラコ吉祥寺店で大幅な改装が行
われ、2011年6月17日（金）にリ
ニューアルオープンしました。
　「カラコ」業態は、2009年11月
よりストアブランドの再構築を進め
ており、①アジアのリゾートホテル
をイメージしたオリエンタルな香り

が漂う洗練されたデザイン、②ナチュラル素材をベースとした品質
の高さが感じられる品揃え、③選ぶ楽しさ・使う楽しさや生活の潤
いのライフスタイル提案型のショップを目指しています。

　このたびの改装を機に、カラコ吉祥寺
店では、従来のアジアンテイストに加え、
中東をも含めたオリエンタルテイストの
商材までバリエーションを広げ、より幅
広い層のお客様にご満足いただけるよう
品揃えの充実を図りました。
　また、売場構成の見直しやレイアウト
変更もあわせて行うことにより、多様化
するお客様ニーズに対応し、お客様の利
便性の向上を図りました。

　カラコ吉祥寺店は、今後も売場やオペレー
ションの改革を適宜行っていくことにより、
お客様のご期待にお応えし続けてまいります。

　「イオンモール日の出」店の大
幅改装が行われ、2011年7月1
日（金）に「オレンジハウス日
の出店」としてリニューアルオー
プンしました。
　リニューアル後の店舗は、外装
や店内壁面も白く塗り替えられ、

全体的に明るい雰囲気になりました。また「オレンジハウス」ブラ
ンドの単独店舗になったことで売場の広さが2倍になり、キッチン
グッズやインテリアなどがさらに充実した品揃えになりました。

　人気のレミパンも各色を取り揃え、カ
ラー別に陳列するなど、お客様にとって
よりわかりやすく、選びやすい売場に
なっています。
　また、什器のレイアウトの見直しにより
通路が広くなり、奧の商品もよく見えるよ
うになりました。ベビーカーや車いすをご
利用になるお客様もゆったりとお買い物を
楽しんでいただくことができます。
　オレンジハウス日の出店は、今後も地

域のお客様のニーズにあわせた商品やサービスの
提案を通じ、地域に根ざした店づくりに取り組ん
でまいります。

 ホームファッション事業 注目ショップ訪問レポート

店長コメント 店長コメント

karako 吉祥寺店 2011年6月17日（金）リニューアルオープン ORANGE HOUSE 日の出店 2011年7月1日（金）リニューアルオープン

　改装後は、店頭でのライフスタイル提案のディ
スプレイを目にとめて来店されるお客様や、家
具などのインテリアのお問い合せが増えました。
　今後は、改装後のレイアウトを活かし、イン
テリアの提案力をさらに高めていきたいと思っ
ています。また、ディスプレイも工夫を凝らし、
お客様にとって、さらに魅力的で楽しい店づく
りに取り組んでまいります。

　改装後は、ベビーカーや車いすをご利用にな
るお客様や、ご家族でお買い物をなさるお客様
が増えました。
　最近、当店がある日の出町に移り住む若い世
代の方が多く、インテリア関連の需要も増えて
います。こうした地域のお客様のニーズをしっ
かりつかみ、地域に密着した店舗づくりに取り
組んでまいります。

店 長
伊藤 洋子

店 長
横田 幸枝
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●  流動資産は、前連結会計年度末に比べて5億58百万円減少しまし
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3億47百万円減少しまし
た。これは主として、差入保証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9億5百万円減少しました。

POINT

●  純資産は、前連結会計年度に比べて9億円減少しました。これは
主として、四半期純損失（8億66百万円）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3億63百万円減少しまし
た。これは主として、1年以内返済予定の長期借入金を返済した
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3億57百万円増加しま
した。これは主として、資産除去債務を計上したことによるも
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5百万円減少しました。

POINT

科目 当第2四半期
平成23年8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 6,020 6,579

　固定資産 8,901 9,248

　　有形固定資産 3,844 3,811

　　無形固定資産 117 138

　　投資その他の資産 4,938 5,299

資産合計 14,922 15,828

負債の部

　流動負債 4,315 4,678

　固定負債 2,134 1,776

負債合計 6,450 6,455

純資産の部

株主資本 9,239 10,108

　資本金 9,217 9,217

　資本剰余金 8,812 8,812

　利益剰余金 △8,445 △7,578

　自己株式 △344 △342

評価・換算差額等 △767 △735

　その他有価証券評価差額金 1 33

　土地再評価差額金 △768 △768

純資産合計 8,472 9,372

負債純資産合計 14,922 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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●  売上高および営業総利益が前第2四半期連結累計期間に比べて大
幅に減少しているのは、おもに下記の震災の影響により第1四半
期連結会計期間の販売契約高（受注高）が減少し、これによって、
当第2四半期連結会計期間の納品高が減少したためです。
・11店舗の被災、およびその後の休業もしくは閉鎖。
・3～4月度の東日本エリア店舗の販売契約高（受注高）の大幅

低下（既設店前年同期比74%）。
・震災後の計画停電、自粛ムードの広がりなどによる個人消費低

迷の影響。
※ なお、当第2四半期連結会計期間（5月21日～8月20日）の販売契約高（受注高）

は、既設店前年同期比98%まで回復しています。

POINT

●  営業活動によるキャッシュ・フローは、おもに東日本大震災の影
響による営業収益の減少と、税金等調整前四半期純損失7億94
百万円や、過去分にかかる資産除去債務（3億72百万円）の特別
損失計上などにより、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、おもに定期預金の払い戻
し（2億円）、差入保証金（2億71百万円）の回収による収入の
増加などにより、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、おもに長期借入金（1億
80百万円）の返済などにより、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、当初計画を見直し、更なる削
減に努めましたが、震災の影響による営業収益の減少をカバーす
るまでには至らず、当第2四半期連結累計期間の営業損益および
経常損益は、前年同四半期より大幅に悪化しました。

●  特別損失が前第2四半期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、
第1四半期連結会計期間に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

前第2四半期
（累計）

平成22年2月21日から
平成22年8月20日まで

売上高 12,721 15,013
売上原価 5,719 6,627
売上総利益 7,002 8,385
営業収入 88 93
　営業総利益 7,090 8,479
販売費及び一般管理費 7,528 8,455
　営業利益又は営業損失（△） △438 23
営業外収益 23 37
営業外費用 26 40
　経常利益又は経常損失（△） △440 20
特別利益 47 10
特別損失 400 45
税金等調整前当期純損失（△） △794 △13
　法人税、住民税及び事業税 62 74
　法人税等調整額 10 0
四半期純損失（△） △866 △89

（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23年2月21日から
平成23年8月20日まで

前第2四半期
（累計）

平成22年2月21日から
平成22年8月20日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー △376 275
投資活動によるキャッシュ・フロー 435 125
財務活動によるキャッシュ・フロー △181 254
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減少額（△は減少） △122 655
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四半期末残高 854 1,254

（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　244店

社 員 数 1,221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。

会社概要 （平成23年8月20日現在）

 会社の概況

（注1）  取締役越田次郎氏は、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、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円相当の株主お買物優待券（5,000円割引券1枚）、
3,000株以上所有の株主様には10,000円相当の株主お買物優待券（5,000円割引券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 3,364名

株主数
計3,364名

株　数
計40,834千株

自己名義株式   １名（0.03%）
金融機関   25名（0.75%）
証券会社   29名（0.86%）
その他法人 148名（4.40%）
外国法人等   19名（0.56%）

個人その他 3,142名（93.40%）

その他法人 26,804千株 （65.65%）

証券会社 151千株 （0.37%）
金融機関 4,196千株 （10.27%）
自己名義株式 1,083千株 （2.65%）

外国法人等 2,020千株 （4.95%）

個人その他 6,578千株 （16.11%）

【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1,083,971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1,083,971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 53.9
UBS AG SINGAPORE 1,660 4.1
株式会社三菱東京UFJ銀行 1,247 3.1
さが美共栄会 982 2.4
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 0.9
さが美社員持株会 335 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

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

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

　（郵便物送付先） 〒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

　（電話照会先）  0120-176-417

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、住友信託銀行が口
座管理機関となっておりますので、上記の特別口座の口座管理機関（住友信託
銀行）にお問い合せください。

環境に配慮した植物油インキを使用しています。

株主メモ


