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ダイヤモンドがこの世に誕生したのは、

三十億年前とも言われます。

まさに地球とともに生まれたダイヤモンド。

この長いダイヤモンドの命からしてみると、

人の命はなんてはかないものなのでしょう。

だからこそ人はその「愛」や「夢」や「人生」を

ダイヤモンドに託して伝えようとします。

祖母から母へ、そして娘へ、あるいは新しい花嫁へ

ヨーロッパでは“ビジュー・ド・ファミーユ”（家の宝石）

という習慣があります。

その家の「想い」を愛する人達へ伝えていく。

人間が「永遠の命」を持つものではないからこそ、

この世で唯一の「永遠のもの」に想いを託して……

私達はこんなステキな、心がワクワクする、

感動的な習慣を大切にしたいと思っています。

最近頻発する「痛ましい事件」をテレビ等で見るにつけ、

一人一人が愛する人達へ「想い」のバトンを伝えていく、

そんな世の中になってくれたらどんなに良いだろうと……

私達の「力」は小さいけれど、

「このステキな習慣を一人でも多くの人達へ伝えたい」

と思いを強く持っています。
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当該事業年度における我が国経済は、急激な原油高などの外的

な環境が不透明さを増し、個人消費にはやや陰りがみられ始めま

した。このような環境のもと、当社はCRM（Customer Relationship

Management）を根幹としたビジネスを、期を通じて強力に推進する

と同時に、顧客データから得た顧客ニーズを分析し、顧客クラス

ターに合わせた催事を適時行いました。しかしながら、今期は5期

連続の増収とはなりましたが、残念ながら減益の決算となりまし

た。

また、同業社である株式会社ヴィエールの子会社化を行い（平成

18年1月1日合併予定）、当社にとりまして非常に大きな変化の年であ

りました。今後は当社がこれまで九州・沖縄地域で培ってきたCRM

による販売ノウハウと、ヴィエールの首都圏の店舗網および商品

企画開発機能を一体化し、製造小売業としての強い企業体質を構

築してまいります。

今後も、個人消費において大幅な回復の見込みは感じられず、

経営環境は引き続き厳しい状況が続くと予想されます。当社とい

たしましては、アジア地域も含め、グループで年間10店舗以上の

出店を予定しており、出店の加速と業績の拡大を目指してまいり

ます。

今後とも、株主の皆様におかれましては、一層のご支援ご鞭撻

を賜りますよう、心からお願い申し上げます。

皆様には、ますますご清栄のこと

とお慶び申し上げます。

平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに当期の業績、中長期的な経営戦略等についてご説明いたし

ますので、ご高覧いただきますようお願い申し上げます。

平成17年11月

代表取締役社長　貞松 隆弥
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株式会社ヴィエールを子会社化され、その後合併の予定を発表されましたが、

その狙いについてお聞かせください。

当社は、平成17年5月16日に株式会社ヴィエールの株式を取得し、完全子会社化

いたしました。同社は、首都圏を中心に38店舗の宝飾店舗網と、優秀な商品企画機

能を持っています。同社がサダマツの一員になることで、北は東北から、南は九

州・沖縄まで、全国77店舗を有する宝飾の全国チェーンとしての基盤を固めること

ができました。

同社の子会社化とその後の合併は、形の上ではM&A（企業買収）ですが、私は同社

が持つ人材をヘッドハンティングしたものだと考えています。同社は、約130名規

模の会社ですが、約1／3が商品の企画・開発スタッフです。この

人材の活用に加え、同社が築いてきた大手百貨店などのデベロッパ

ーとの取引が、当社に新たな広がりをもたらすものと大いに期待し

ています。

株式会社ヴィエールをどのように一体化させ、

新しいサダマツ像を育てていかれるのでしょうか。

当社は、これまでCRM（Customer Relationship Management）を基本に、

SPA（製造販売一体型ビジネス）を追求してきました。お客様一人一人の

ニーズを重視する当社の接客業務には定評があり、販売員一人当た

りの売上高は業界でも高いレベルにあります。ただ、開発・生産は

中国・タイなどの海外で行ってきたため、お客様のニーズの変化に対するスピーデ

ィな対応の部分で、やや後手にまわるケースもみられました。一方、ヴィエールを

みると、販売員一人当たりの売上高は当社に大きく遅れをとっており、顧客情報の

活用などに課題はあるものの、企画・開発力には定評があります。

両社のビジネスモデルは、サダマツはマーケット・イン型、ヴィエールはプロダ

クト・アウト型であります。出店エリアでみると、サダマツが西日本、ヴィエール

が東日本、出店先では、サダマツがショッピングセンター、ヴィエールがファッシ

ョンビルというように重なる部分がほとんどありません。こうしてみると、両社は

互いに補い合うべき特性を持ち、双方の強みを取り入れることで、企業としての完

成度を高められると考えています。

両社が一体化し、1＋1を2から3にする過程を加速させるため、当社は、平成18

年1月1日に株式会社ヴィエールを合併し、「新生・サダマツ」の一員として迎え入

れることにしました。

株式会社ヴィエールの概要

ファッションジュエリーの企画・

製造・販売機能を持つ中堅企業。

なかでも若い女性層に照準を定め

た宝飾品の企画製造力には定評が

あります。1990年創業、1998年

設立の新興企業ながら、首都圏の

有力百貨店（三越、伊勢丹、小田急、松

坂屋、阪急など）やファッションビ

ル、駅ビルを中心に東日本全域で

38店舗を展開しています。同社の

社名であり、主要ブランド名とも

なっている「vielle」は、モーツァル

ト、バイロン、街の吟遊詩人、そし

て広く一般大衆に愛された中世か

ら今日に伝わる弦楽器の名前です。
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株式会社ヴィエールの子会社化・合併発表に続き、台湾でも宝飾企業を設

立されましたが、こちらの狙いもお聞かせください。

当社は、これまで中国・タイで宝飾品の生産を行ってきました。しかし、プ

ロダクト・アウトへのスピーディな対応など課題も残してきました。

海外出店につきましては長期的な視野で検討しておりましたが、平成17年9

月16日、中華民国台北市に海外子会社（ヴィエールインターナショナル有限会社）を

設立し、台北市を中心とした日系百貨店（三越、そごう等）に8店舗を展開してお

ります。このことは、アジアを始めとした海外戦略（人材面、素材調達面、商品生

産面等）の一環と捉えております。

新生・サダマツ飛躍の鍵を握る

経営戦略についてお聞かせください。

サダマツとヴィエールの組織的・人的な一体化を進めることが当面の大きな

課題です。最初にお話したように、「チームサダマツ」のコアコンピタンスは、

顧客との関わりの中から情報をキャッチし、売上と利益に結びつけていくCRM

であり、CRMにSPAをプラスして、企業全体に波及させることで、顧客と店舗

の双方向の関係を充実・拡大させることです。サダマツとヴィエールが持つ商

品のブランディングはその接着剤にすぎません。

一体化への第一ステップとして、サダマツからヴィエールにCRMシステム

および販売ノウハウ・組織ノウハウを、ヴィエールからサダマツにSPAシステ

ムの提供を進めます。そして、第二ステップではヴィエール内に設立したサダ

マツ東京本部を拠点に、商品・販促などの共有化を進めます。そして、第三の

ステップでは両社が持つブランドを東京本部が統括、コントロールして販売を

大きく伸ばしていきたいと考えています。

もう1つ、今後の「チームサダマツ」で重要となるのは、SCM（サプライ・チェ

ーン・マネジメント）の役割です。SCMにより、計画から調達、生産、物流、販売

に至る流れをコントロールしていきます。ブランディングが表の接着剤だとし

たら、SCMは裏の接着剤といってよいでしょう。
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interview with the president

連結売上高　
( 百万円）

連結経常利益　
( 百万円）

中期経営計画の数値目標

注：将来の業績に関する見通しについての記載につき

ましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成し

たものであり、実際の業績は、事業環境の変動など

今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性が

あることをご承知おきください。

新顧客管理システム

CRMシステムでは、店舗での接客

におけるすべてのやり取りを一貫

してデータベース化し、お客様の

ニーズにきめ細かく対応すること

で、顧客満足度を高めていきます。

このシステムでは、購買者の基本

データだけでなく、接客したお客

様すべてを対象とし、趣味、嗜好、

購買に至るまでのプロセス、購入

されなかった場合の要因など、来

店されたお客様の購買行動をきめ

細かくデータベース化しています。

これにより、今後お客様へどのよ

うな商品を提案していくか、どの

ような販売促進策を採るかが明ら

かになります。このCRMシステム

から得た情報は、販売活動はもと

より、商品開発、全体のマーチャ

ンダイジングに活かされています。

4

計画

SCM

SPA CRM

調達 生産

製品計画 マーケティング

営業支援

設計・開発

量産試作

物流 販売 顧客
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社長ご自身の抱負も交え、

中期経営計画についてお聞かせください。

当社は、健全な財務体質と高い収益力を持つ経営体質を発展させていくため、

「サダマツ中期経営計画」を策定しました。現在はヴィエールの一体化により、

新たな成長への道筋を固めつつ、売上高100億円に向けて、体制・組織を創り

上げることが重要であると考えています。

今後は、各デベロッパーとの良好な関係を継続し、出店先により都市型と郊

外型の出店チャネルを選択していきます。スクラップ＆ビルドを考慮しても、

年間10店舗以上の拡大が可能であると考えています。

最後に株主の皆様へ一言お願いします。

これまでの10年間を振り返ると、今が一番の勝負時だと考えています。それ

ほど大きな種まきをこの1年でやってきました。これからの3～4年で、ホップ、

ステップ、ジャンプと跳躍し、成果を出したいと考えています。そうすること

により、10年後のグランドデザインがしっかりみえてくると思います。

当社は、次なる飛躍に向けた大きな節目のときを迎えています。当社の株主

であることに誇りを持っていただけるよう、中長期的な視点で株主様に報いてい

く所存です。末長く、よろしくお願い申し上げます。

トップインタビュー
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merchandising
サダマツグループブランド展開

ビジュソフィアファミーユ
ヨーロピアンエレガンスを基調に、定
番・トレンド両方からアプローチし、か
つ、母娘でも楽しめる商品構成。エイ
ジターゲットは25歳～35歳を核にし
たその前後。

ビジュソフィア
ヨーロピアンエレガンスが基調。ヤン
グキャリアからキャリア層をコアター
ゲットとし、定番・トレンド両方から
アプローチする商品構成。エイジター
ゲットは25歳～35歳。

ビジュソフィアクラッセ
ヨーロピアンエレガンスを基調に、
「本物・上質」にこだわった商品構成。
エイジターゲットは25歳～50歳。

ヴィエール
オリジナリティあるデザインと、トレ
ンド、上質感にこだわって、デイリー
やあらゆるシーンで活躍する商品構
成。エイジターゲットは20歳～30歳。

ラミアドルチェ
シンプルモダンやエレガンステイスト
に「鮮やかさ」「好きなモノへのこだ
わり」を楽しめる商品構成。エイジタ
ーゲットは25歳～35歳。

ヴェレッタオッターヴァ
ジェムやメタルの代用品ではなく、他
の素材感を活かしたコスチュームジュ
エリーを幅広く展開する商品構成。エ
イジターゲットは30歳～40歳を核に
したその前後。

株式会社サダマツと株式会社ヴ

ィエールの融合により、互いの

良さを活かし、互いの弱点を補

い合う、チームとしての機能を

持つ集合体を創り上げました。

そして、両社のブランドが合わ

さり「チームサダマツ」が誕生

しました。

6つのジュエリーブランドを持

つ「チームサダマツ」は、北は

東北から、南は九州・沖縄まで

をカバーするショップ展開、幅

広い商品バリエーションによ

り、お客様の多様な趣味・嗜好

への対応力が強化されました。

T e a m SA D A M A T S U

DTC（ダイヤモンド・トレーディング・カンパニー）とのパートナーシップ

当社は、世界最大のダイヤモンド・サプライヤーであるDTCが主

催し、2003年秋からスタートさせた「スリーストーン・キャンペ

ーン」に参加しています。

「TRILOGY（トリロジー）」というブランド名は、DTCのマーケティ

ングにおける戦略的提案であるSOC（サプライヤー・オブ・チョイス）に

基づいてパートナーシップを結んだ企業だけが使用できるもので

す。また、2005年新たに、「ダイヤモンドウェーブ・キャンペー

ン」に参加し、全店でオリジナルデザイン商品を展開してまいり

ます。

ヴィエールとの融合、DTCとのパートナーシップにより、ブランドを強化、拡大

チームサダマツ

ビジュソフィアクラッセ

ビジュソフィアファミーユ

ビジュソフィア

ヴェレッタ オッターヴァ

ラミアドルチェ

ヴィエール



2004年9月16日
「ビジュソフィアアミュプラザ鹿児島店」
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◆新規出店

2004年11月24日
「ビジュソフィアファミーユららぽーと甲子園店」

2005年10月7日
「ビジュソフィアファミーユダイヤモンド
シティクレア店」

2004年11月25日
｢ビジュソフィアファミーユイオン八代店｣

store development
サダマツグループショップ展開

2005年5月16日
「ビジュソフィアファミーユイオン宮崎店」

2005年4月5日
「ビジュソフィアファミーユイオン直方店」

2005年3月5日
「ビジュソフィアキャナルシティ・オーパ店」

◆店舗リスト （平成17年11月25日現在）

● 福岡県
天神本店

● 長崎県
長崎浜町店

● 兵庫県
三宮オーパ店

● 福岡県
小倉リバーウォーク店
キャナルシティ・オーパ店

● 大分県
大分パルコ店

● 鹿児島県
アミュプラザ鹿児島店

● 兵庫県
ららぽーと甲子園店

● 福岡県
イオン直方店
マリナタウン店
ゆめタウン筑紫野店
ザ・モール春日店
ゆめタウン行橋店
ゆめタウン大牟田店
イオン若松店
ゆめタウン久留米店
イオン香椎浜店
ダイヤモンドシティ ルクル店

● 長崎県
夢彩都店
ジャスコ東長崎店
ジャスコシティ大塔店
ジャスコ時津店

● 大分県
パークプレイス大分店

● 佐賀県
イオン佐賀大和店
モラージュ佐賀店

● 熊本県
ゆめタウン光の森店
イオン八代店
ダイヤモンドシティ クレア店

● 宮崎県
イオン宮崎店
イオン都城店

● 沖縄県
ジャスコ那覇店

● 福島県
郡山うすい百貨店

● 茨城県
マルイ水戸店

● 埼玉県
マルイファミリー志木店
マルイ大宮店
マルイ草加店
マルイ所沢店
マルイ川越店

● 千葉県
マルイ柏店

● 東京都
マルイシティ渋谷店
マルイシティ池袋店
マルイシティ新宿店
マルイシティ上野店
北千住マルイ店
マルイ中野本店
マルイ錦糸町店
マルイ大井町店
マルイファミリー国分寺店
マルイミニ町田店
小田急百貨店新宿店
東武百貨店池袋店
松坂屋銀座店
グランデュオ立川店
ヴィーナスフォート店

● 神奈川県
マルイファミリー溝口店
マルイファミリー海老名店
マルイ戸塚店
マルイ川崎店
横浜ビブレ店
マルイシティ横浜店

● 静岡県
マルイ静岡店

● 大阪府
阪急三番街店
茨木ビブレ店

● 兵庫県
マルイ神戸店

● 台湾
台北SOGO百貨忠孝本館
中 SOGO百貨新館
台北衣蝶百貨本館
台中衣蝶百貨
台北三越百貨信義A8館
台北三越百貨信義A4館
中 SOGO百貨元化本館
台北誠品武昌店

● 埼玉県
三郷店

● 千葉県
蘇我店

● 東京都
銀座松坂屋店
新宿伊勢丹店
恵比寿三越店

宝石・メガネ・時計取扱店
● 長崎県

大村店
ジャスコ有家店
諫早店
ジャスコ大村店

● 佐賀県
ジャスコ江北店

メガネ店
● 長崎県

長崎浜町店
ジャスコ東長崎店
西友道の尾店

当社は、株式会社ヴィエールの子会社化により、

郊外型ショッピングセンター・百貨店・都心型商業施設等、

出店先の選択肢が大きく広がりました。

今後は出店の加速と地域の拡大を図り、

年間10店舗以上の出店を予定しております。

また、長期的視野で検討しておりました海外出店につきましては、

平成17年9月16日、中華民国台北市に海外子会社

（ヴィエールインターナショナル有限会社）を設立、同市を中心とした

日系百貨店（三越、そごう等）に8店舗を展開しております。

出店スピードの加速と地域の拡大を図る

東北地区 1店舗

関東地区 33店舗

中部地区 1店舗

近畿地区 5店舗
（平成17年11月25日現在）

九州・沖縄地区 37店舗

台湾 8店舗
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◆貸借対照表（単体）
（単位：千円）

第41期 第42期
（平成16年8月31日現在） （平成17年8月31日現在）

科目 金額 金額
資産の部
流動資産 2,269,677 2,856,899
固定資産 1,214,861 1,646,440
有形固定資産 210,019 183,141
無形固定資産 6,028 5,589
投資その他の資産 998,813 1,457,708
繰延資産 18,240 16,327

資産合計 3,502,779 4,519,667
負債の部
流動負債 876,921 1,539,126
固定負債 1,153,495 1,078,742

負債合計 2,030,417 2,617,868
資本の部
資本金 468,504 739,552
資本剰余金 434,344 703,996
利益剰余金 569,514 458,249

資本合計 1,472,362 1,901,798
負債資本合計 3,502,779 4,519,667

◆損益計算書（単体）
（単位：千円）

◆キャッシュ・フロー計算書（連結・単体）
（単位：千円）

第41期（単体） 第42期（連結）
自平成15年9月 1日 自平成16年9月 1日（至平成16年8月31日）（至平成17年8月31日）

科目 金額 金額
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 428,915 △ 46,776
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 104,385 △ 138,217
財務活動によるキャッシュ・フロー 550,996 528,572
現金及び現金同等物の増加額 17,694 343,578
現金及び現金同等物の期首残高 353,438 371,132
新規子会社の現金及び現金同等物の期首残高 ― 6,048
現金及び現金同等物の期末残高 371,132 720,759

◆利益処分
（単位：千円）

第41期 第42期

科目 金額 金額

当期未処分利益 203,205 42,034
任意積立金取崩高
別途積立金取崩高 ― 100,000
特別償却準備金取崩高 93 93
合計 203,299 142,128

利益処分額 95,569 51,758
利益配当金 32,669 45,308
役員賞与金 12,900 6,450
（うち監査役賞与金） （500） （250）
任意積立金
別途積立金 50,000 ―

次期繰越利益 107,730 90,370

◆会社の概況

会　社　名 株式会社サダマツ

本　　　社 〒810-0042
福岡市中央区赤坂一丁目12番15号
TEL.（092）734-9657（代表）

登記上の本社所在地 長崎県大村市本町458番地9
設　　　立 昭和39年
決　算　期 8月31日
取 引 銀 行 福岡銀行・十八銀行・みずほ銀行・親和銀行・

三井住友銀行・東京三菱銀行
資　本　金 7億3,955万円
従 業 員 数 287人（平均年齢…36歳7ヶ月）
事 業 内 容 宝飾・メガネ・時計の販売

役　　　員 （平成17年11月25日現在）

取　締　役　会　長 貞松豊二郎

代 表 取 締 役 社 長 貞松　隆弥

専　務　取　締　役 西川　新二

取締役営業本部長 二文字憲一

取締役企画総務部長 中武　忠幸

取締役管理本部長 森山　勇二

常　勤　監　査　役 中尾　実郎

監　　　査　　　役 田中　　恵

監　　　査　　　役 高松　直史

◆株式の状況

◆株式分布状況

会社が発行する株式の総数 30,120,000株

発行済株式の総数 11,327,000株

株主数 1,376名
注. 当期中の増加

平成17年 7月13日開催の取締役会の決議により、公募による新株式発行（一般募集）（発行新株
式数：1,800,000株）、オーバーアロットメントによる売出（売出株式数：200,000株）および第3者割
当による新株式発行（発行新株式数193,000株）を行いました。

corporate profile & stock information
会社概要・株式情報

financial information
財務情報

（平成17年8月31日現在）

当社への出資状況
株　主　名 持株数 議決権比率

（株） （％）

ゴールドマン・サックス・インターナショナル 2,012,000 17.77

貞 　 松 　 隆 　 弥 1,555,600 13.73

貞 　 松 　 豊 二 郎 1,019,700 9.00

有 限 会 社 隆 豊 753,000 6.65

貞 　 松 　 栄 　 子 669,800 5.90

エイチエスビーシー　バンク　ピーエルシー　アカウント　アトランティス　ジャパン　グロース　ファンド 492,000 4.34

株 式 会 社 ツ ツ ミ 356,000 3.14

資産管理サービス信託銀行株式会社 278,000 2.45

貞 　 松 　 豊 　 三 216,450 1.90

株 式 会 社 十 八 銀 行 180,000 1.59

株 式 会 社 親 和 銀 行 180,000 1.59

バンクオブニューヨークジーシーエムクライアントアカウンツイー アイエスジー 180,000 1.59

第41期 第42期
自平成15年9月 1日 自平成16年9月 1日（至平成16年8月31日）（至平成17年8月31日）

科目 金額 金額

�営業収益 4,658,271 4,894,491
売上原価 2,234,924 2,343,834
売上総利益 2,423,347 2,550,656
販売費及び一般管理費 2,110,018 2,322,670
営業利益 313,328 227,986
営業外収益 6,676 6,003
営業外費用 35,538 34,046

�経常利益 284,466 199,942
特別利益 100 ―
特別損失 98,092 276,448
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 186,473 △ 76,505
法人税、住民税及び事業税 105,401 83,785
法人税等調整額 △ 17,613 △ 94,595

� 当期純利益又は当期純損失（△） 98,685 △ 65,695
前期繰越利益 104,520 107,730
当期未処分利益 203,205 42,034

6,417,000株�
（56.65%）�

5,000株�

1,343,000株�
（11.86%）�

713,000株�
（6.30%）�

■ 個人・その他�
■ 金融機関�
■ その他の国内法人�
■ 外国人�
■ 証券会社�

（0.04%）�

2,849,000株�
（25.15%）�

（注）記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

◆主要経営指標（単体）
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◆大株主

◆主要連結経営指標
（単位：千円）

第42期

科目 金額

売上高 5,358,509

売上総利益 2,863,230

営業利益 173,261

経常利益 142,406

当期純損失 31,445

株主資本当期純利益率（％） △ 1.6

総資産 5,209,734

株主資本 1,936,048

株主資本比率（％） 37.20

1株当たり当期純損失（円） 3.99

1株当たり株主資本（円） 170.35

�営業収益

営業収益は前期と比べ236,220千円増加（前期比

5.1％増）し、4,894,491千円となりました。これ

は下半期（3月～8月）の売上が前期と比べ

214,051千円増加したことによるものです。

�経常利益

経常利益は前期と比べ84,523千円減少（前期比

29.7％減）し、199,942千円となりました。これ

は、売上高の増加に伴い売上総利益は127,309千

円増益となりましたが、人件費や店舗家賃等

の増加が大きく影響し減益となりました。

�当期純利益又は当期純損失

当期純利益は、前期と比べ164,381千円減少し、

当期純損失65,695千円となりました。これは経常

利益が減少したことと減損会計の早期適用に伴

う損失額56,006千円、子会社投資損失132,500千円

を会計処理したことによるものです。



http://www.b-sophia.co.jp/IR

http://www.sadamatsu.com

8月31日
11月中
8月31日
8月31日
なお、中間配当を実施する場合の株主確定
日は、2月末日といたします。
1,000株
東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部
Tel. (03) 3323-7111（代表）
中央三井信託銀行株式会社　全国各支店
日本証券代行株式会社本店および全国各支店
電子公告の方法により行います。ただし、
やむを得ない事由により電子公告をするこ
とができない場合は、日本経済新聞に掲載
します。
公告掲載の当社ホームページアドレス
http://www.b-sophia.co.jp/kessan/
http://www.b-sophia.co.jp/kessan/

決算期
定時株主総会
同総会権利行使株主確定日
株主配当金支払株主確定日

1単元の株式数
名義書換代理人

同事務取扱所

同取次所

公告の方法

貸借対照表のホームページアドレス

shareholder information
株主メモ

証券コード　2736

お問い合わせ先　本社／〒810-0042福岡市中央区赤坂一丁目12番15号
TEL. (092) 734-9657（代表）

◆株主優待制度◆

株主優待内容

所有株式数1,000株以上一律

①お買物優待券
お買物優待券（10％割引券）1枚

②自社商品の贈呈
オリジナルネックレス（税込価格10,500円相当）1点

①、②どちらかをお選びいただき、発送いたします。

なお、お買物優待券につきましては、サダマツ店舗でのお買物のみにご

利用いただけます。

株主様限定オリジナルネックレス
フラワーモチーフ部分には、

マザーオブパールを使用しております。


