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第40期 第2四半期 株主通信
平 成 25 年 ２ 月 21 日 か ら 平 成 25 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。
当社グループの第40期第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。
当社グループにおきましては、当第2四半期連結累計期間の売上高は、前年実績に対し90.6％（11億55百万円減）

になりました。これは、前年10月に㈱九州さが美を売却したことによる15店舗減少の影響が5億40百万円ある他、
㈱さが美、㈱東京ますいわ屋の店舗も前年同月比で16店舗減少したことによるところが大きく、既設店前年比では
販売契約高で100.3％、売上高は99.2％になっております。

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販売契約高が既設店前年比101.4％、売上高が既設店
前年比100.1％と改善いたしました。㈱さが美のきもの事業におきましては、40周年特別企画と銘打ち、新たに京
都一寧坂で行っている優良顧客向け展示販売会がお客様に大変好評でした。また例年熱海温泉等において実施して
おります宿泊総合展示販売会におきましても、会場成約高ならびに客単価が前年実績を大きく上廻ることができま
した。店舗で展開している40周年記念商品の販売も好調に推移し、これら40周年企画の成功によって、荒利益率も改善しております。

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、前年比で79.1％、既設店前年比でも93.9％と下廻りま
した。これは前年に比較し店舗数が11店舗減少したことと、既設店においても客数減少によって売上ダウンを招いたためです。また、第1
四半期連結累計期間に実施いたしました閉開店セールにおける販売値引きにより、荒利益率が低下したことも響きました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、営業収益112億57百万円（前年同四半期比9.4％減）となり、利益面においては、営業
損失3億12百万円（前年同四半期比6百万円の悪化）、経常損失2億85百万円（前年同四半期比6百万円の改善）、四半期純損失3億91百万円

（前年同四半期比3百万円の悪化）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、この度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25年10月

株主の皆さまへ
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代表取締役社長

平松　達夫
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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、アベノミクス効果や衆参ねじれ解消等を受け、円安・株高と企業業績の改善兆候が続

いており、概ね活発な状況を呈しております。個人消費におきましても、年初より見られる小売環境改善の兆しも継続しており、大手小
売業における販売指標や百貨店における高額品販売なども、堅調な推移を示しております。しかしながら、シリア情勢や消費税引き上げ
によって、今後の国内外の景気動向が大きな影響を受けるおそれもあり、先行きの見通しは不透明になっております。

当社グループにおきましては、当第2四半期連結累計期間の売上高は、前年実績に対し90.6％（11億55百万円減）になりました。これは、
㈱九州さが美の売却によって15店舗減少した影響が5億40百万円ある他、㈱さが美、㈱東京ますいわ屋の店舗も前年同月比で16店舗減少
したことの影響が大きく、既設店前年比は販売契約高で100.3％、売上高は99.2％となっております。

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既設店前年比が販売契約高101.4％、売上高100.1％と改善いたしました。加
工中などによる未納品の受注残高も前年比1億17百万円の増加となっており、今後納品が進めば、売上高も一層改善してくる見込みです。

㈱さが美のきもの事業におきましては、前年の展示販売会の分析をふまえて、当連結会計年度より40周年特別企画と銘打ち新たに行っ
ている優良顧客向け展示販売会（京都一寧坂）がお客様に大変好評でした。また、例年熱海温泉等において実施しております宿泊総合展
示販売会におきましても、会場成約高ならびに客単価が前年実績を大きく上廻ることができました。店舗で展開している40周年記念商品
の販売も好調に推移しており、これら40周年企画の成功によって、荒利益率も改善しております。

㈱東京ますいわ屋におきましては、店舗数が前年に比べ1店舗減少しており、販売契約高、売上高は前年をわずかに下廻ったものの展示
販売会をはじめとする経費の圧縮と荒利益率の改善に努めた結果、利益面では改善
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、
前年比で79.1％、既設店前年比でも93.9％と下廻りました。これは前年と比較し、
店舗数が11店舗減少したことと既設店の客数減少によって売上ダウンを招いたた
めです。

店舗面におきましては、きもの事業は出店および閉鎖はありませんでした。ホー
ムファッション事業は業態の変更により2店舗を出店、契約満了により3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223店舗、㈱東京ますいわ屋46店舗、グループ合計で269店舗となっており
ます。また、業態別店舗数は、きもの事業206店舗、ホームファッション事業63
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
112億57百万円（前年同四半期比9.4％減）となり、利益面においては、営業損失
3億12百万円（前年同四半期比6百万円の悪化）、経常損失2億85百万円（前年同四
半期比6百万円の改善）、四半期純損失3億91百万円（前年同四半期比3百万円の悪
化）となりました。

 通期の見通し
今後の景気動向につきましては、アベノミクスに続く五輪招致効果等、景気改善

傾向が続く見込みではありますが、シリア情勢や消費税引き上げの実施等、予断を許さない状況も抱えており、先行きの見通しは不透明
になっております。

当社グループといたしましては、引き続き40周年企画を確実に成功させるとともに、ホームファッション事業の早期回復に努めて、計
画の着実な達成を図ってまいります。

事業別
売上構成
グラフ

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％

■当第2四半期連結累計期間の販売実績
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総　資　産
●  当第2四半期連結会計期間末における総資産は、137億13百万円

となり、前連結会計年度末に比べ5億2百万円増加しました。これ
は、主として、長期差入保証金の回収による減少はあるものの、
商品や預け金が増加したことによるものです。

POINT

純　資　産
●  純資産は、前連結会計年度末に比べて3億67百万円減少しました。

これは、主として、四半期純損失（3億91百万円）を計上した
ことなどによるものです。

POINT

負　債
●  負債については、64億65百万円となり、前連結会計年度末に

比べ8億70百万円増加しました。これは、主として、短期借入金
が増加したことによるものです。

POINT

科目 当第2四半期
平成25年8月20日現在

前連結会計年度
平成25年2月20日現在

資産の部

　流動資産 5,328 4,936

　固定資産 8,384 8,273

　　有形固定資産 3,638 3,556

　　無形固定資産 33 18

　　投資その他の資産 4,712 4,699

資産合計 13,713 13,210

負債の部

　流動負債 5,479 4,619

　固定負債 986 975

負債合計 6,465 5,594

純資産の部

株主資本 7,706 8,098

　資本金 9,217 9,217

　資本剰余金 405 405

　利益剰余金 △1,567 △1,175

　自己株式 △349 △348

その他の包括利益累計額 △458 △483

　その他有価証券評価差額金 92 67

　土地再評価差額金 △550 △550

純資産合計 7,247 7,615

負債純資産合計 13,713 13,210

（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

3



●  当社グループにおける当第2四半期連結累計期間の売上高は、前
年実績に対し90.6％（11億55百万円減）となりました。これは、
前年10月に㈱九州さが美を売却したことにより15店舗減少し、
その影響額が5億40百万円ある他、㈱さが美、㈱東京ますいわ屋
の店舗も前年同月比で16店舗減少したことによるところが大き
く、既設店前年比では、販売契約高で100.3％、売上高は99.2％
となっております。

●  きもの事業においては、当第2四半期連結累計期間の販売契約高
が既設店前年比101.4％、売上高が既存店前年比100.1％と改善
いたしました。加工中などにより未納品の受注残高も前年比1億
17百万円増加となっておりますので、今後納品が進めば、売上
高も一層改善してくる見込みです。

●  ホームファッション事業においては、当第2四半期連結累計期間
の売上高は、前年比で79.1％、既設店前年比でも93.9％と下廻
りました。これは、前年に比較し店舗数が11店舗減少したことと、
既設店においても客数減少によって売上ダウンを招いたためです。
また、第1四半期連結累計期間に実施しました閉開店セールにお
ける販売値引きにより、荒利益率が低下したことも響きました。

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2億73百万円や法人税等の支払額1億75百万円により、
6億33百万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（1億23百万円）等による支出、差入保証金（1億42百万円）
の回収による収入により、60百万円の支出となりました。

●  財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金（8億円）の
増加により、7億98百万円の収入となりました。

POINT

科目
当第2四半期

（累計）
平成25年2月21日から
平成25年8月20日まで

前第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

売上高 11,168 12,324
売上原価 4,905 5,523
営業収入 88 96
　営業総利益 6,351 6,897
販売費及び一般管理費 6,664 7,203
　営業損失（△） △312 △306
営業外収益 38 29
営業外費用 10 15
　経常損失（△） △285 △291
特別利益 19 −
特別損失 7 3
税金等調整前四半期純損失（△） △273 △295
　法人税、住民税及び事業税 78 91
　法人税等調整額 39 0
四半期純損失（△） △391 △388

（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25年2月21日から
平成25年8月20日まで

前第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

営業活動によるキャッシュ・フロー △633 △418

投資活動によるキャッシュ・フロー △60 △60

財務活動によるキャッシュ・フロー 798 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 105 △479

現金及び現金同等物の期首残高 572 1,085

現金及び現金同等物の四半期末残高 677 605
（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　223店

社 員 数 1,079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

ユニーグループ・ホールディングス株式会社

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25年8月20日現在）

 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。
（注3）  当社は、監査役田中達美氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

代表取締役社長 平　松　  達　夫

取締役 渡　辺　  清　高

取締役 宿　野　  大　介

取締役 佐　野　  公　一

取締役
（ユニーグループ・ホールディングス株式会社最高財務責任者（CFO）） 越　田　  次　郎

常勤監査役 庭　田　  健　　

監査役
（ユニーグループ・ホールディングス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

 当社ウェブサイトのご紹介

 おもなグループ会社
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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 3,297名

株主数
計3,297名

株　数
計40,834千株

自己名義株式   １名（0.03%）
金融機関   21名（0.64%）
証券会社   34名（1.03%）
その他法人 134名（4.06%）
外国法人等   28名（0.85%）

個人その他 3,079名（93.39%）

その他法人 25,300千株 （61.96%）

証券会社 680千株 （1.67%）
金融機関 3,785千株 （9.27%）
自己名義株式 1,129千株 （2.76%）

外国法人等 1,907千株 （4.67%）

個人その他 8,030千株 （19.67%）

 株式情報  所有者別株主状況

（注1） 当社は自己株式を1,129,529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1,129,529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（％）
ユニーグループ・ホールディングス株式会社 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 876 2.2
株式会社セディナ 854 2.2
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 334 0.8
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 308 0.8
日本証券金融株式会社大阪支社 217 0.5

 大株主

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

【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。
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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。


