
証券コード：8201

第42期　株主通信
平成27年2月21日から平成28年2月20日まで



 ごあいさつ
謹啓

株主の皆さまには、格別のご高配を賜わり、厚く御礼申し上げます。また、この度の「平成28年熊本地震」に
より被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

平成28年２月20日をもちまして、株式会社さが美の平成28年２月期（第42期決算）が終了いたしましたので、
ここに株主通信をお届けさせていただきます。何卒、ご高覧いただきたくお願い申し上げます。

当連結会計年度におきましては、営業利益の黒字化まであと一歩のところまで来たものの、１億1百万円の営業
損失に終わりました。株式会社さが美におきましては、基幹事業でありますきもの事業は５年ぶりに黒字となり
ましたが、ホームファッション事業に改善が見られず、５年連続の赤字となりました。一方、きものを専業とし
ている子会社の株式会社東京ますいわ屋は、売上高に対し３％を超える営業利益を確保して、黒字基調が定着しております。

私どもを取り巻く環境は、親会社であるユニーグループ・ホールディングス株式会社が経営統合を控えており、もはや赤字を継続する
ことは許されない状況になりつつあります。「自立できる会社になる」ことがグループ各社に要求されております。

当社の黒字化は、待ったなしの状況にあるため、ここで事業構造改革の諸施策を決定いたしました。すでに平成28年３月10日に「事業
構造改革の実施について」を開示しておりますとおり、①ホームファッション事業からの全面撤退　②きもの事業の業績不振店の閉鎖　
③現本社ビルの解体と本社移転。この３つの施策を実施し、限られた経営資源をきもの事業に集中するとともに、赤字要因を切り離し、
収入の幅も広げて、なんとしても営業利益の黒字化を達成してまいる覚悟でございます。

また配当につきましては、当期も赤字のため無配とさせていただきました。株主の皆さまに深くお詫び申し上げます。事業構造改革を
成し遂げて利益を計上し、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。

謹白
平成28年５月

代表取締役社長

平松　達夫

株主の皆さまへ

△55
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 当期の経営成績
当連結会計年度におけるわが国経済は、企業業績や雇用環境に改善の傾向は見られるものの、中国経済の減速や欧米の金融政策がもたら

す影響など、先行きの不透明感も強く、回復には力強さを欠いております。
小売業界におきましても、大都市圏を中心に底堅い傾向で推移しているものの、地方では売上高が前年比マイナスとなる地域も多く、個

人消費も本格的な回復には至っておりません。
当社グループにおきましては、当連結会計年度の売上高は、207億78百万円と前年実績に対し96.9％（６億62百万円減）ながら、既設

店前年比は101.5％（２億87百万円増）となりました。販売契約高においても、当連結会計年度の前年比は97.0％ながら、既設店前年比は
102.0％となりました。

きもの事業におきましては、当連結会計年度の売上高は前年比97.4％と下廻りましたが、既設店前年比は101.1％と上廻りました。同様に、
販売契約高も前年比は97.6％ながら、既設店前年比では101.6％と上廻っております。

㈱さが美のきもの事業におきましては、年間最大のイベントである６月度の熱海、神戸、10月度の京都での展示販売会が、前年実績を下
廻り、年間の会場成約高合計が前年比95.4％と減少いたしましたが、逆に、きものお手入れ、和装品の充実により平日の日販売上高が二桁
増となりました。これらの結果、㈱さが美のきもの事業においては、販売契約高は前年比97.1％にとどまりましたが、既設店前年比では
102.1％に改善いたしました。

㈱東京ますいわ屋につきましても、販売契約高、売上高ともに、前年比98.9％と下廻ったものの、既設店前年比は販売契約高が
100.4％、売上高が100.6％と上廻りました。

ホームファッション事業におきましては、当連結会計年度の売上高が、前年比で93.0％と下廻りました。これは、前年の消費増税前の駆
け込み需要の影響と、期末比で11店舗減少していることによるもので、既設店前年比は104.9％であります。前年に消費増税で落ち込んだ
５月度以降は、既設店前年比が毎月度100％を超えて推移いたしました。

また、㈱さが美においては前年に引き続き、全社的なローコスト運営と部門別利益管理
の深化によって、販売費及び一般管理費は７億25百万円（7.5%）減少いたしました。

店舗面におきましては、きもの事業については、８店舗を出店し19店舗を閉鎖、ホーム
ファッション事業については、６店舗を出店し17店舗を閉鎖いたしました。これにより当
連結会計年度末における店舗数は、㈱さが美186店舗、㈱東京ますいわ屋45店舗、グルー
プ合計で231店舗となっております。業態別店舗数は、きもの事業185店舗、ホームファッ
ション事業46店舗となっております。

この結果、当連結会計年度の業績は、営業収益209億59百万円（前期比3.1％減）となり、
利益面においては、営業損失１億１百万円（前期比３億69百万円の改善）、経常損失55
百万円（前期比４億１百万円の改善）となりました。

この赤字体質からの脱却を図るため当社は、①ホームファッション事業からの全面撤退　
②きもの事業の業績不振店の閉鎖　③本社移転と跡地の賃貸による不動産賃貸収入の拡大　
を三本柱とする事業構造改革の実施を決定し、特別損失として６億24百万円計上いたしま
した。

これによって、当期純損失につきましては、10億50百万円（前期比１億52百万円の悪化）
となりました。

 次期の見通し
経済環境は、堅調に推移しているものの、円安による輸入原材料の高騰を受けた食料品、日用品の値上げが重荷となるなど、個人消費の

先行きは楽観を許さない状況が続いております。
このような状況の下で、当社グループは接客業としての基本に立ち返り、お客さま本位の価値観を全社員が再確認して、お客さま満足度

を高めることにより、収入の拡大に努めてまいります。また、事業構造改革の実施によって、赤字事業であったホームファッション事業か
ら全面撤退し、きもの事業への経営資源の集中を図るとともに、さらなるローコスト運営による販売費及び一般管理費の削減を進め、黒字
化を目指します。次期の連結業績は営業収益178億３百万円（前期比15.1%減）、営業利益２億38百万円（前期比３億39百万円改善）、経
常利益２億99百万円（前期比３億54百万円改善）、親会社株主に帰属する当期純損失８百万円（前期比10億42百万円改善）を見込んでお
ります。

事業別
売上構成
グラフ

きもの事業
83.0％

ホームファッション事業
12.3％

その他
4.7％

   当期連結累計期間の販売実績
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● 流動資産は、前連結会計年度末に比べて18億78百万円増加しま
した。これは、主として長期預金13億円、および差入保証金の
１年内回収予定額７億33百万円が流動資産へ振替られたことな
どによります。

● 固定資産は、前連結会計年度末に比べて26億２百万円減少し、
59億８百万円となりました。長期預金13億円および、差入保証
金の１年内回収予定額７億33百万円を流動資産へ振替たことや、
退職給付に係る資産が減少したことなどによります。

● この結果、当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度
末に比べて７億24百万円減少し127億11百万円となりました。

POINT

● 純資産は、前連結会計年度末に比べて15億７百万円減少し、45
億54百万円となりました。

POINT

● 流動負債は、前連結会計年度末に比べて11億24百万円増加し74
億42百万円となりました。これは主として、短期借入金が８億
円増加したことなどによるものです。

● 固定負債は、前連結会計年度末と比べて３億41百万円減少し、
７億14百万円となりました。これは主として繰延税金負債が
１億63百万円減少したことなどによるものです。

● この結果、当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末
に比べて７億82百万円増加いたしました。

POINT

科目 当連結会計年度
平成28年2月20日現在

前連結会計年度
平成27年2月20日現在

資産の部

　流動資産 6,803 4,925

　固定資産 5,908 8,510

　　有形固定資産 3,547 3,536

　　無形固定資産 18 14

　　投資その他の資産 2,342 4,959

資産合計 12,711 13,436

負債の部

　流動負債 7,442 6,317

　固定負債 714 1,056

負債合計 8,157 7,374

純資産の部

株主資本 5,117 6,385

　資本金 9,217 9,217

　資本剰余金 405 405

　利益剰余金 △4,147 △2,883

　自己株式 △356 △353

その他の包括利益累計額 △563 △324

　その他有価証券評価差額金 51 113

　土地再評価差額金 △543 △550

　退職給付に係る調整累計額 △71 112

純資産合計 4,554 6,061

負債純資産合計 12,711 13,436

（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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● 当社グループにおける当連結会計年度の売上高は、前年に対し
96.9％ながら、既設店前年比は101.5％となりました。販売契約
高も、前年比97.0％ながら、既設店前年比は102.0％となりました。

● きもの事業においては、当連結会計年度の売上高は前年比
97.4％と下廻りましたが、既設店前年比は101.1％と上廻りま
した。販売契約高も前年比97.6％ながら、既設店前年比は
101.6％と上廻りました。

● ホームファッション事業においては、当連結会計年度の売上高は、
前年比93.0％と下廻りました。これは、前年の消費増税前の駆
け込み需要の影響と、期末比で11店舗減少していることによる
もので、既設店前年比は104.9％となりました。

POINT

● 現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より74百万円減少し、
５億32百万円となりました。

● 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純
損失７億85百万円や事業構造改善引当金の増加４億57百万円な
どにより、前連結会計年度に比べ１億16百万円の減少となりました。

● 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に差入保証金の回収に
よる収入２億16百万円などにより、有形固定資産の取得による
支出１億76百万円があるものの、前連結会計年度に比べ77百万
円の増加となりました。

● 財務活動によるキャッシュ・フローは主に短期借入金の増加８億
円はあるものの、前連結会計年度に比べ１億１百万円の減少とな
りました。

POINT

● 販売費及び一般管理費については、全社的なローコスト運営と部
門別利益管理の深化によって、前連結会計年度に比べて、７億
10百万円減少いたしました。

● この結果、当連結会計年度の業績は、営業収益が前期比3.1％減
となりましたが、利益面においては改善しており、営業損失
１億１百万円（前期比３億69百万円の改善）、経常損失55百万円（前
期比４億１百万円の改善）となりました。

● 特別損失が前連結会計年度に比べて大幅に増加しているのは、主
に事業構造改革の実施に伴い発生した事業構造改善引当金繰入額
４億57百万円、事業構造改善費用１億67百万円を計上している
ためです。

POINT

科目
当連結会計年度
平成27年2月21日から
平成28年2月20日まで

前連結会計年度
平成26年2月21日から
平成27年2月20日まで

売上高 20,778 21,441

売上原価 9,102 9,421

営業収入 180 178

　営業総利益 11,857 12,198

販売費及び一般管理費 11,959 12,669

　営業損失（△） △101 △470

営業外収益 88 44

営業外費用 42 30

　経常損失（△） △55 △457

特別利益 0 0

特別損失 729 166

税金等調整前当期純損失（△） △785 △623

　法人税、住民税及び事業税 182 207

　法人税等調整額 82 66

当期純損失（△） △1,050 △897

（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）

（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
当連結会計年度
平成27年2月21日から
平成28年2月20日まで

前連結会計年度
平成26年2月21日から
平成27年2月20日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー △703 △586

投資活動によるキャッシュ・フロー △167 △245

財務活動によるキャッシュ・フロー 796 897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △74 65

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 606 541

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 532 606

 連結キャッシュ・フロー計算書（要約）  （単位：百万円）
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会社概要 （平成28年2月20日現在）

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
TEL045（820）6000

事 業 所 店舗　186店

社 員 数 949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

（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） 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

 会社の概況

 取締役および監査役（平成28年5月17日現在）

 グループ会社

 当社ウェブサイトのご紹介

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。
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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

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 3,857名

その他法人 24,739千株 （60.59％）

証券会社 614千株 （1.51％）

自己名義株式 1,194千株 （2.92％）

外国法人等 441千株 （1.08％）

個人その他 11,067千株 （27.10％）

金融機関 2,775千株 （6.80％）

株主数
計3,857名

自己名義株式 1名（0.03%）
金融機関 18名（0.47%）
証券会社 34名（0.88%）
その他法人 120名（3.11%）
外国法人等 29名（0.75%）

個人その他 3,655名（94.76％）

株　数
計40,834千株

【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。

（注1） 当社は自己株式を1,193,617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1,193,617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 55.5
株式会社三菱東京UFJ銀行 1,247 3.1
YOSHINOMASANORI 879 2.2
株式会社セディナ 854 2.2
さが美共栄会 690 1.7
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
さが美社員持株会 252 0.6
東京海上日動火災保険株式会社 173 0.4
東京貴宝株式会社 172 0.4
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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。


