
第36期    株主通信
平成21年2月21日から平成22年2月20日まで

証券コード：8201

株主メモ

事業年度 毎年2月21日から翌年2月20日まで
定時株主総会 毎年5月中旬までに開催
配当金受領 期末配当金　毎年2月20日 
株主確定日 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

　（郵便物送付先）

　（電話照会先）

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
〒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

0120-176-417
公告掲載新聞 日本経済新聞
上場証券取引所 東京証券取引所　市場第一部

株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について

証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会は、
口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主
様は、上記の電話照会先にご連絡ください。

特別口座について

株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった
株主様には、株主名簿管理人である上記の住友信託銀行株式会社に口座（特別口
座といいます。）を開設いたしました。特別口座についてのご照会および住所変更等
のお届出は上記の電話照会先にお願いいたします。
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20日の３年間にわたる「株式会社さが美　再建計画」を策定し、その

計画実現に向け取り組むことといたしました。 

「㈱さが美　再建計画」概要 

事業の再構築と中核事業であるきもの事業の立て直しおよび経営

コストの構造改革と低減により業績の回復を目指してまいります。

①事業の再構築

　● ホームファッション事業と一部アパレル事業の早期黒字化への

取り組み 

　● ジュエリー事業の縮小 

　● ロックマン、ニュアンス、カティアール３ブランドの撤退 

　● 関係会社「㈱すずのき」「㈱東京和裁」「㈱匠美」の清算 

②きもの事業の立て直し 

　● 商品戦略、マーチャンダイジング改革による営業力の強化と店

舗利益管理体制に基づく収益力の向上 

　● 市場変化に合わせた業態開発と店舗の再編 

　● 赤字店舗の閉鎖 

③経営コストの構造改革と低減

　● 希望退職の実施と賞与、賃金カット 

　● 人事制度の見直し 

　● 賃料の見直し、変更 

　● 資産の売却 

以上の再建計画を実行することにより、経営コストの低減の効果が

得られるため、次期の連結

業積は、営業収益458億円（前期比20.4％減）、営業利益４億円、経

常利益２億円、当期純損失１億円を見込んでおります。
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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謹んでお喜び申し上

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。

当社は平成20年3月に新体制のもと3ヵ年の再建計画を策定し、経

営の建て直しに全社を挙げて取り組んでおります。

この一年は希望退職の実施や賃金・賞与のカット、赤字店の閉鎖、

不採算事業の譲渡など、過去に経験したことのない大規模なリストラを

断行してまいりました。その結果、道半ばではありますが、初年度の目

標は達成することができました。ご理解ご協力をいただきましたステーク

ホルダーの皆さまには、心から感謝を申し上げます。

しかしながら、昨年秋より始まった金融危機に端を発する経済不況

は、私ども小売業者にとって大変な逆風であり、先行きの見通せない

状況が続いております。再建2年目を迎える当社にとっても同様でありま

す。本来であれば増益を目指すべきところですが、減益という厳しい計

画を組まざるを得ず、「継続企業の前提に関する重要な疑義」の記載

もはずれてはおりません。

このような状況のため、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。大変心苦しく思っておりますが、ご理解いただきますよう

伏してお願い申し上げます。

ごあいさつ

当連結会計年度におけるわが国の経済は、製造業を中心とした設

備投資の増加や雇用環境の改善により緩やかな回復基調を示したも

のの、後半には、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な

金融不安や原油高による物価の高騰など先行き不安な状況となり、個

人消費は本格的に回復するには至りませんでした。 

小売業界におきましても、業界全体の売上減少に歯止めがかからな

い中、厳しい状況が続いております。 

一方、きもの業界においては、近年の継続的なマーケットの縮小に加

え、同業他社の倒産を端緒とする呉服過量販売問題に対する消費者

の不信が募り、また、それに伴う信販会社の信用供与の厳格化による

ショッピングクレジット契約の減少等、業界始って以来の厳しい状況下

にあります。

こうした環境のもと、当社グループにおきましては、顧客の信頼を得る

ため、コンプライアンスの徹底を図りながら、きもの事業の売上減少に歯

止めをかけるために、お求め安い、お手ごろ価格の商品の開発、販売

に努めるとともに、経営全般のコスト低減、人員の効率化を進めてまい

りました。また、アパレル事業、ホームファッション事業につきましては、積

極的な出店投資を行う一方きもの事業につきましては、経営効率の観

点から、不採算店舗をスクラップするとともに、子会社である㈱すずのき

を平成20年５月21日に営業譲渡することを決定致しました。 

これによって当連結会計年度末の店舗数は、㈱さが美419店舗、㈱

東京ますいわ屋61店舗、㈱すずのき44店舗、㈱九州さが美24店舗、グ

ループ合計で548店舗となっております。 

また、当社グループの業態別店舗数は、きもの事業375店舗、ジュエ

リー事業40店舗、アパレル事業37店舗、ホームファッション事業96店舗

となっております。 

以上の結果、当連結会計年度の営業収益は575億26百万円（前期

比14.0％減）、経常損失21億20百万円（前期実績に比べ14億12百万

円の減）となりました。経常損失は、㈱さが美の営業収益が56億34

百万円減少したこと、および㈱すずのきの営業収益が28億81百万円

減少したことによります。 

当期純損失につきましては、共用資産等の減損損失56億86百万円、

㈱すずのきの整理損11億24百万円、再建計画に基づく構造改革引当

金繰入額26億９百万円を計上し、120億69百万円の損失となりました。

個人消費の先行きは今後も不透明な状況が続くものと思われ、また、

割賦販売法、特定商取引法等の改正による規制の強化も見込まれ、き

もの業界においては、厳しい状況が続くと思われます。 

当社は、こうした状況を踏まえ、平成20年２月21日より平成23年２月

当 期 の 経 営 成 績

今年度も消費低迷や関連法令の厳格化など対処すべき課題は山

積でありますが、再建計画を完遂し、早期の復配実現に向け全力で取

り組んでまいる所存です。何卒、株主の皆さまにおかれましては、今後

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22年5月

代表取締役社長　小野山　晴夫

株主の皆様へ

次 期 の 見 通 し

1 2

ダミー



きもの事業

きもの事業では、新しいビジョンを「さまざまな、きものとの出合いを演出し
創造するさが美」と策定し、きものを販売するだけでなく、きものに付随す
るさまざまなサービスの創出、提供に努めてまいります。
第35期に引き続き、店頭販売力強化に注力し、催事販売からの早期
移行を図ってまいります。分かりやすい商品説明や価格設定、着付け
やお手入れ、リサイクル面でのサービスの充実を図り、お客様視点に立っ
た経営に全力で取り組んでまいります。

ホームファッション事業は、きもの事業に次ぐ柱と
して、利益基盤の早期確立を目指してまいりま
す。商品のファッション性、エンターテイメント性
の向上を目指し、商品提案力の向上、また人
材の育成を図り、生産性の向上に向けたマ
ネージメント力のアップを目指してまいります。

ホームファッション事業

事業別の概況再建計画 《計画期間：平成20年2月21日～平成23年2月20日》

さが美では、早期の収益回復を目指し

「株式会社さが美 再建計画」に

全社一丸となって取り組んでおります。

　さが美は、確実に利益計上できる体制の構築を目指し、「事業の再構
築」「きもの事業の建て直し」「経営コストの構造改革と低減」の3つを
基本方針とした「株式会社さが美 再建計画」〈計画期間：平成20年2
月21日～平成23年2月20日〉を推進しております。2年目となる第36期は、

「成長に向けた基盤づくりの年」と位置づけ、下記の取り組みを進めて
まいります。

　事業の中心となる「きもの事業の建て直し」については、ビジョンを「さま
ざまな、きものとの出合いを演出し創造するさが美」と策定し、「きものマー
ケットの深耕と拡大」「きものマーケットの裾野拡大」「きもの事業分野の拡
大」を取り組むべき課題と認識し、店頭力強化により顧客数の減少に歯止
めをかけてまいります。
　株主の皆さまにおかれましては、当計画へのご理解をいただき、引き
続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成21年度（第36期）　重点課題

①きもの事業の建て直し
② ホームファッション事業の利益基盤の確立
③ 内部統制の充実とコンプライアンスの徹底
④ローコストへの継続的な取り組み

連結 単体（単位：百万円）

営業収益

営業利益

経常利益

平成22年度（第37期）経営計画

事業の再構築

きもの事業の
建て直し

経営コストの
構造改革と低減

3つの
基本方針

さが美  TOP I C S

　お求め安い価格、そして高品質の訪問着をご提供いたします。
　柄のタイプは、人気の辻が花をはじめ・型友禅・手描き友禅・金彩友禅とバラエティーにとん
だ技法で、お客様の目にとまるような柄を揃えました。洗練されたよそおい着として趣味の集
まりや食事会、お祝いの会にもおすすめです。オートクチュール感覚で、お召しになる方の
サイズで誂える訪問着。『お仕立代込みで10万円』（税込み）とリーズナブルな価格でご提
供しております。「着物はレンタルで」とお考えのお客様にも喜んでいただいております。

素材： 表地・共八掛）絹100%
 胴裏）絹100%
縫製： 海外手縫い

『１０万円』で誂える本格的な京友禅訪問着
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今話題のオーガニック商品をオリエンタルテイスト溢れる蚊帳カゴに入れたギフ

トがおすすめです。新たに取り扱いを始めたスパ＆リラクシンングコーナーでは

バスソルト、アロママッサージオイル、マッサージツールなど癒しグッズを多数取

り揃えております。また、オーガニックソープとオーガニックソフトワッフルタオル

は使い心地のよさが好評です。

アジアンスタイルのインテリア・リビング雑貨の専門店であるkarakoのフラッグショップ

「自由が丘店」が11月21日(土)、より開放的でラグジュアリーな空間へと生まれ変わりま

した。「軽やかな洗練、癒されるココロ、調和するオリエンタル」をコンセプトにアジアの

リゾートホテルのような設えを提案しております。

「k
カ ラ コ

arako」自由が丘店ア
ジ
ア
の
癒
し
と
安
ら
ぎ
の
生
活
を
提
案
す
る

K
カ

ラ

コ

a
r
a
k
o
の
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
プ

　「
自
由
が
丘
店
」が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン

東急東横線と大井町線が交差し、渋谷へも横浜
へもアクセス可能な自由が丘は、洗練された美しい
街並みのなかに個性的で魅力あふれるカフェやレ
ストラン、話題のデザイナーショップ等が点在する女
性に人気のエリアです。そんな街に１９９７年に開店
した「k

カ ラ コ

arako」自由が丘店は、昨年１１月に品揃え
や内装はもとより従業員の制服も一新し、リニューア
ルオープンをしました。

今後カラコでは、都心
型、郊外ショッピングセン
ター型、観光地立地型と
いった、立地に応じて店
舗を３分類し、ブランドコン

セプトを明確にしたうえで、顧客開拓の深耕を目指し
ます。

自由が丘店はオープン以来、アジア風雑貨・家具
を取り揃えてまいりましたが、都市型立地の旗艦店
として、商品を絞り込む一方、癒しを与えるソープや
タオルといったバスグッズや高級感ある家具などを
取り入れ、アジアのリゾートホテルをイメージした開
放的な店になりました。

注目ショップ訪問レポート

店長お薦め商品

自分へのご褒美に ココロもカラダもリラックス

〒152-0035
目黒区自由が丘1-25-9　セザーム自由が丘ビル
営業時間　11:00～20:00　年中無休
TEL：０3-3717-5965

「軽やかな洗練・癒されるココロ・調和するオリエンタル」をキーワードに、
今の暮らしに取り入れやすい商品構成へとリニューアルしました。１階は
アジアのものを中心にコーディネートしやすい食器、テーブルファブリック、
ティーアイテム、上質な香りと共に五感を刺激する香りのアイテム、ココロ
も身体もリラックスできるバスグッズを展開しております。２階は素材感が
活きるデザインの家具やファブリック、くつろぎの空間を演出するインテリ
アアイテムを取り揃えております。お近くにお越しの際は是非お立ち寄り
くださいませ。

蚊帳カゴ ¥2,100　オーガニックソープ ¥2,520　バスソルト ¥6,300 
マッサージツール ¥1,470　アロママッサージオイル ¥714
オーガニックソフトワッフルオイル ¥1,050

東
急
東
横
線

自
由
通
り

●

●

●

永富眼科

自由が丘デパート

●
ひかり街

ABCマート

●
自由が丘
東急プラザ

正面口

北口

南口

自由が丘駅

東急
大井
町線

大井町

karako

↑ 

渋
谷
・
代
官
山

↑ 

奥澤 佳代子
COMMENT

karako
「自由が丘店」
店長　
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科目

連結貸借対照表（要約）

資産の部

　流動資産 7,302 10,937

　固定資産 9,948 10,627

　　有形固定資産 3,808 3,970

　　無形固定資産 147 68

　　投資その他の資産 5,992 6,588

資産合計 17,250 21,564

負債の部

　流動負債 5,744 9,447

　固定負債 2,128 2,638

負債合計 7,872 12,086

純資産の部

株主資本 10,134 10,415

　資本金 9,217 9,217

　資本剰余金 8,812 8,812

　利益剰余金 △ 7,552 △ 7,276

　自己株式 △ 341 △ 338

評価・換算差額等 △ 756 △ 937

　その他有価証券評価差額金 11 0

　土地再評価差額金 △ 768 △ 937

純資産合計 9,377 9,478

負債純資産合計 17,250 21,564

連結損益計算書（要約）

売上高 34,304 45,124
売上原価 15,270 20,597
営業収入 227 264
　営業総利益 19,261 24,791
販売費及び一般管理費 19,005 24,447
　営業利益 256 343
営業外収益 127 537
営業外費用 131 333
　経常利益 252 546
特別利益 22 428
特別損失 204 524
税金等調整前当期純利益 69 451
　法人税、住民税及び事業税 153 171
　法人税等調整額 24 △ 44
当期純利益又は当期純損失（△） △ 108 324

（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

（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

連結キャッシュ・フロー計算書（要約）

営業活動によるキャッシュ・フロー 759 △ 3,353

投資活動によるキャッシュ・フロー 215 5,361

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,101 △ 4,337

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △ 6

現金及び現金同等物の減少額（△） △ 1,125 △ 2,336

現金及び現金同等物の期首残高 1,723 4,059

現金及び現金同等物の期末残高 598 1,723
（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。

連結財務諸表

平成22年2月20日現在 平成21年2月20日現在

当　期 前　期

（単位：百万円） （単位：百万円）

当　期 前　期
平成20年2月21日から
平成21年2月20日まで

平成21年2月21日から
平成22年2月20日まで

当　期 前　期
平成20年2月21日から
平成21年2月20日まで

平成21年2月21日から
平成22年2月20日まで

連結株主資本等変動計算書（平成21年2月21日から平成22年2月20日まで）

株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産
合計資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本

合計
その他有価証券

評価差額金
土地再評価

差額金
評価・換算 
差額等合計

前連結会計年度末残高 9,217 8,812 △ 7,276 △ 338 10,415 0 △ 937 △ 937 9,478
連結会計年度中の変動額

当期純利益又は当期純損失 △ 108 △ 108 △ 108
自己株式の取得 △ 3 △ 3 △ 3
土地再評価差額金取崩額 △ 168  △ 168 △ 168
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額） 11 168 180 180

連結会計年度中の変動額合計 − − △ 276 △ 3 △ 280 11 168 180 △ 100
当連結会計年度末残高 9,217 8,812 △ 7,552 △ 341 10,134 11 △ 768 △ 756 9,377

（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。

（単位：百万円）

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期
財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。
また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

個別財務諸表
個別貸借対照表（要約） 個別損益計算書（要約）

科目 科目

資産の部
　流動資産 5,316 8,119
　固定資産 10,211 11,371
　　有形固定資産 2,586 2,749
　　無形固定資産 123 47
　　投資その他の資産 7,501 8,574
資産合計 15,527 19,491
負債の部
　流動負債 4,641 8,019
　固定負債 1,569 2,080
負債合計 6,210 10,099
純資産の部
株主資本 10,074 10,327
　資本金 9,217 9,217
　資本剰余金 8,812 8,812
　利益剰余金 △ 7,613 △ 7,364
　自己株式 △ 341 △ 338
評価・換算差額等 △ 757 △ 935
　その他有価証券評価差額金 11 1
　土地再評価差額金 △ 768 △ 937
純資産合計 9,316 9,391
負債純資産合計 15,527 19,491

 

売上高 26,436 34,689

売上原価 12,262 16,535

営業収入 280 363

　営業総利益 14,454 18,517

販売費及び一般管理費 14,244 18,165

　営業利益 210 352

営業外収益 107 171

営業外費用 104 243

　経常利益 212 280

特別利益 19 824

特別損失 177 577

税引前当期純利益 54 527

　法人税、住民税及び事業税 135 150

当期純利益又は当期純損失（△） △ 81 376

平成22年2月20日現在 平成21年2月20日現在

当　期 前　期

（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。

（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。

当　期 前　期
平成20年2月21日から
平成21年2月20日まで

平成21年2月21日から
平成22年2月20日まで

（単位：百万円）
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株式情報
（平成22年2月20日現在）

会社概要
（平成22年2月20日現在）

（注）  監査役小野正典および監査役吉田龍美の両氏は、会社法第２条第16号に定め
る社外監査役であります。

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
株式会社匠美

親会社
ユニー株式会社

当社はホームページを重要な情報発信源の一
つと考えております。さが美グループのホーム
ページ「Life with SAGAMI」では企業情報の
他に、最新の商品情報や店舗情報を掲載して
おります。ぜひ、ご覧ください。

会社の概況 主なグループ会社

取締役および監査役 Webサイト紹介

URL: http://www.sgm.co. jp/

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、婦人洋品、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　 店

社　員　数 名（嘱託・パートタイマー等含む）

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
（ユニー株式会社取締役執行役員） 越田　次郎

常勤監査役 富永　隆彦

監査役 （弁護士） 小野　正典

監査役 （ユニー株式会社監査役） 吉田　龍美

（平成22年5月 日現在）

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 3,491名

ユニー株式会社 21,994 55.3

UBS AG SINGAPORE 1,544 3.9

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 1,247 3.1

さが美共栄会 1,169 2.9

株式会社セディナ 854 2.1

第一生命保険相互会社 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 1.0

株式会社ジャックス 326 0.8

あいおい損害保険株式会社 308 0.8

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

1,000株以上の株主様には5,000円相当の買物優待券（5,000円券1枚）、
3,000株以上の株主様には10,000円相当の買物優待券（5,000円券2枚）を
ご提供しております。

【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。

株式の情報

大株主

証券会社

証券会社

27名（0.77％）

金融機関

金融機関

24名（0.70％）

自己名義株式

自己名義株式

1名（0.03％）

個人その他

個人その他

3,258名（93.32％）

27,025千株（66.10％）

1,880千株（4.61％）

6,512千株（15.95％）

1,060千株（2.60％）

4,225千株（10.35％）

129千株（0.32％）

その他法人

その他法人

155名（4.44％）

外国法人等

外国法人等

26名（0.74％）

株主数
計3,491名

株　数
計40,834千株

所有者別株主状況

株主優待

（注1） 当社は自己株式を1,060,659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1,060,659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。
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