
証券コード：8201

第43期 第2四半期 株主通信
平成28年２月21日から平成28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は、平成28年３月10日に開示いたしました『事業構造改革』を着実に実施した結果、

営業利益は黒字に改善いたしました。
とりわけホームファッション事業におきましては、事業の撤退により、各店舗が閉店する最終日まで、全社員

一人も欠けることなく全力で接客にあたり、計画以上の売上と利益を確保することができました。
また、本社移転におきましては、耐震上の課題等を解決するためとはいえ、本社全従業員の労働環境等が変わ

ることにも十分に理解が浸透し、移転は５月末に無事完了いたしました。
事業構造改革を実施していく中で、当社社員の素晴らしさに改めて感謝するとともに、私を含めた残された社

員は心を一つにして、業績の改善に邁進していく決意を新たにしております。
なお、平成28年８月17日に開示いたしました通り、当社の株式の55.49％を保有するユニーグループ・ホール

ディングス株式会社（現ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社）が、その全株式を公開買付けによってアスパラントグルー
プ株式会社の組成したＡＧ２号投資事業有限責任組合に売却することが決定いたしており、その公開買付けが成立することを条件として、
当社の借入金16億円が免除される予定となっております。これにより、当社の自己資本比率が改善され、財務面では大きなプラス要因と
なります。ユニーグループ・ホールディングス株式会社から最後に大きなチャンスをいただいたと考えて、業績改善、企業価値の向上に
努めてまいります。

中間配当につきましては、黒字転換をはたしたものの依然利益剰余金はマイナスのため、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28年10月

株主の皆さまへ

（百万円）

35.8

（百万円） （百万円） （百万円） （％）

0

10,000

20,000

30,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

-500
-400
-300
-200
-100
0

100

300
200

0.0

15.0

30.0

60.0

45.0

■営業収益 ■経常利益 ■資産状況

H27.2 H28.2 H28.8 H27.2 H28.2 H28.8 H27.2 H28.2 H28.8

△55

△457

207

4,8894,8894,889

12,32012,32012,320

39.7
45.1

6,0616,0616,061

13,43613,43613,436

総資産（左軸） 純資産（左軸） 自己資本比率（右軸）

21,620 20,959

9,499

H29.2
（予想）

H29.2
（予想）

244

17,895
12,71112,71112,711

4,5544,5544,554

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、政府の経済政策や日銀による金融緩和を背景として、企業収益や雇用環境の改善が

見られたものの、個人消費の低迷、株価の下落や為替相場の変動などから、景気の先行きに警戒感が出ております。
小売業界におきましても、景気の先行き不安から、消費者の節約志向が継続し、消費動向は依然として不透明な状況が続いております。
当社グループにおきましては、第２四半期連結累計期間において平成28年３月10日に開示いたしました「事業構造改革の実施について」

の通り、ホームファッション事業からの撤退、きもの事業の不採算店舗閉鎖、本社移転と跡地利用による不動産賃貸収入の拡大を３本柱
とした、事業構造改革を実施してまいりました。３大施策はすべて順調に実施され、経営体質が改善し、この第２四半期連結累計期間に
おける営業利益は、１億81百万円の黒字となりました。

また、これにより当社グループは、きもの専業の会社となりましたが、当第２四半期連結累計期間のきもの事業の売上高、販売契約高は、
店舗数の減少から前年実績は若干下廻ったものの、既設店前年比ではともに前年を上廻り、計画以上の成績を上げております。㈱さが美
のきもの事業は、営業政策の柱である「平日売上の強化」「きものお手入れサービスの拡大」さらに当期は「商品荒利益率アップの諸施策」
が功を奏し、事業として利益改善が進んでおります。

店舗面におきましては、事業構造改革に沿ってホームファッション事業からの撤退による事業譲渡と閉鎖を含め46店舗減少いたしまし
た。きもの事業については、契約の満了や事業構造改革による不採算店舗の閉鎖により12店舗を閉鎖しました。これにより、当第２四半
期連結累計期間末における店舗は、きもの事業173店舗となり、内訳は㈱さが美
128店舗、㈱東京ますいわ屋45店舗となっております。

また、特別利益として、社宅の売却による固定資産売却益１億２百万円と事業構
造改善引当金戻入額31百万円を計上しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、営業収益94億99百万円（前期
比10.5％減）となりましたが、利益面においては、営業利益１億81百万円（前期
比２億53百万円の改善）、経常利益２億７百万円（前期比２億43百万円の改善）、
親会社株主に帰属する四半期純利益２億88百万円（前期比５億43百万円の改善）
となりました。

なお、平成28年８月17日に開示いたしました「AG２号投資事業有限責任組合
による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及びAG２号投資事業有限責
任組合との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」の通り、当社株式の
55.49％を有するユニーグループ・ホールディングス株式会社（現ユニー・ファミ
リーマートホールディングス株式会社）が、所有する当社株式の全てを公開買付け
によってAG２号投資事業有限責任組合に売却することを決議いたしました。本公
開買付けが成立した段階で、ユニーグループ・ホールディングス株式会社が当社へ
の貸付金34億円のうち16億円を放棄する旨の契約を両社で締結しております。

 通期の見通し
今後の景気動向につきましては、基本的には緩やかな回復基調が持続するものと予想されますが、消費者物価の上昇などマイナス材料

もあり、消費動向は依然として先行き不透明な状況が続いております。
当社グループといたしましては、販売契約高増加の流れを確かなものにし、継続的な利益体質への転換に向けた構造改革を進めること

によって、計画達成に向けて全力を尽くしてまいります。

事業別
売上構成
グラフ

きもの事業
88.1%

ホームファッション事業
6.8%

その他
5.1%

■当第2四半期連結累計期間の販売実績
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科目 当第2四半期
平成28年8月20日現在

前連結会計年度
平成28年2月20日現在

資産の部

　流動資産 6,642 6,803

　固定資産 5,678 5,908

　　有形固定資産 3,324 3,547

　　無形固定資産 16 18

　　投資その他の資産 2,338 2,342

資産合計 12,320 12,711

負債の部

　流動負債 6,740 7,442

　固定負債 690 714

負債合計 7,431 8,157

純資産の部

株主資本 5,406 5,117

　資本金 9,217 9,217

　資本剰余金 405 405

　利益剰余金 △3,858 △4,147

　自己株式 △357 △356

その他の包括利益累計額 △516 △563

　その他有価証券評価差額金 64 51

　土地再評価差額金 △540 △543

　退職給付に係る調整累計額 △40 △71

純資産合計 4,889 4,554

負債純資産合計 12,320 12,711
（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

POINT
総　資　産
● 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、123億20百万

円となり、前連結会計年度末に比べ３億90百万円の減少となり
ました。これは、主として、現金及び預金の増加があるものの、
１年内回収予定の差入保証金の回収、不動産の売却による土地の
減少したことによるものです。

POINT
負　債
● 負債については、74億31百万円となり、前連結会計年度末に比

べ７億26百万円減少しました。これは、主として、事業構造改
善引当金を使用したことによるものです。

POINT
純　資　産
● 純資産については、48億89百万円となり、前連結会計年度末に

比べ３億35百万円増加しました。これは、主として、親会社株
主に帰属する四半期純利益を計上したことなどによるものです。
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科目
当第2四半期

（累計）
平成28年2月21日から
平成28年8月20日まで

前第2四半期
（累計）

平成27年2月21日から
平成27年8月20日まで

売上高 9,430 10,526
売上原価 4,025 4,643
営業収入 68 85
　営業総利益 5,473 5,968
販売費及び一般管理費 5,292 6,040
　営業利益又は営業損失（△） 181 △72
営業外収益 50 43
営業外費用 24 6
　経常利益又は経常損失（△） 207 △35
特別利益 133 0
特別損失 14 87
税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△） 327 △123

　法人税、住民税及び事業税 52 90
　法人税等調整額 △14 40
親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△） 288 △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。

科目
当第2四半期

（累計）
平成28年2月21日から
平成28年8月20日まで

前第2四半期
（累計）

平成27年2月21日から
平成27年8月20日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー △99 △618

投資活動によるキャッシュ・フロー 831 △106

財務活動によるキャッシュ・フロー △0 697

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 732 △27

現金及び現金同等物の期首残高 532 606

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,264 579
（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）

POINT
● 当社グループは、当第２四半期累計期間において、平成28年３

月10日に開示しました「事業構造改革の実施について」のとおり、
ホームファッション事業からの撤退、きもの事業の不採算店舗閉
鎖、本社移転と跡地利用による不動産賃貸収入の拡大を３本柱と
した事業構造改革を実施してまいりました。また、当社グループ
は、当該事業構造改革の実施に伴い、きもの専業の会社となりま
した。

● 当社グループにおける当第２四半期連結累計期間のきもの事業の
売上高、販売契約高は、店舗数の減少から前年実績は若干下廻っ
たものの、既設店前年比では、ともに前年を上廻り、計画以上の
成績を上げております。上記、事業構造改革における３大施策は
すべて順調に実施され、経営体質が改善し、営業利益は１億81
百万円の黒字となりました。

● ㈱さが美のきもの事業は、営業政策の柱である「平日売上の強化」
「きもののお手入れサービスの拡大」さらに当期は、「商品荒利益
率アップの諸施策」が功を奏し、事業として利益改善が進んでお
ります。

POINT
● 当第２四半期連結累計期間において、社宅の売却による固定資産

売却益１億２百万円と事業構造改善引当金戻入額31百万円を特
別利益として計上しております。

● この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、前期に比べて営
業収益が10.5％減少となりましたが、利益面においては改善し
ております。

POINT
● 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期

純利益（３億27百万円）等があるものの、事業構造改善引当金
の減少（３億22百万円）等により、99百万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、主に差入保証金（４億
89百万円）の回収及び有形固定資産の売却（４億43百万円）に
よる収入により、８億31百万円の収入となりました。
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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、宝飾品等の小売業

資 本 金 92億17百万円

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　128店

社 員 数 975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
（現 ユニー・ファミリーマート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28年8月20日現在）

 会社の概況

（注1）   監査役田中達美、藤田尚子の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役で
あります。

（注2）   当社は、監査役田中達美、藤田尚子の両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 宿　野　  大　介

取締役 須　山　  耕　一

取締役
（株式会社東京ますいわ屋代表取締役社長） 西　脇　  秀　雄

取締役
（ユニーグループ・ホールディングス株式会社取締役専務執行役員）
（現 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社取締役）

越　田　  次　郎

常勤監査役 庭　田　  健　　

監査役
（公認会計士） 田　中　  達　美

監査役
（弁護士） 藤　田　  尚　子

 取締役および監査役

 当社ウェブサイトのご紹介

 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 3,707名

株主数
計3,707名

株　数
計40,834千株

自己名義株式   １名（0.03%）
金融機関   19名（0.51%）
証券会社   27名（0.73%）
その他法人 122名（3.29%）
外国法人等   25名（0.67%）

個人その他 3,513名（94.77%）

証券会社 634千株 （1.55％）

金融機関 2,923千株 （7.16％）

自己名義株式 1,198千株 （2.93％）

個人その他 10,921千株 （26.75％）

その他法人 24,858千株 （60.88％）

外国法人等 296千株 （0.73％）

 株式情報  所有者別株主状況

（注1）当社は自己株式を1,198,791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1,198,791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）  ユニーグループ・ホールディングス株式会社は、平成28年９月１日付で株式会社ファ

ミリーマートと合併し、ユニー・ファミリーマート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（％）
ユニーグループ・ホールディングス株式会社 21,994 55.5
株式会社三菱東京UFJ銀行 1,247 3.1
YOSHINO MASANORI 879 2.2
株式会社セディナ 854 2.2
さが美共栄会 767 1.9
三菱UFJニコス株式会社 384 1.0
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 308 0.8
株式会社SBI証券 269 0.7
さが美社員持株会 195 0.5
東京海上日動火災保険株式会社 173 0.4

 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。

6



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。

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 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

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。


