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グループ一丸の変化対応力と、合理的で効率的な
経営管理によって「最良の企業」への道を歩み続けます

代表取締役社長 白㟢 雅郎

▲

業績の推移（連結）� （単位：百万円）

期別 平成28年3月期
第2四半期累計期間

平成29年3月期
第2四半期累計期間

平成30年3月期
第2四半期累計期間

平成31年3月期
第2四半期累計期間項目

売上高 10,594 9,347 8,899 8,474
経常利益 504 103 159 132
親会社株主に帰属する
四半期純利益 332 72 126 150

総資産 15,785 15,177 14,842 14,931
純資産 7,041 6,743 7,023 7,011

（注）百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

▲

商品別売上高（連結）

株主の皆様へ

通期（平成31年3月期）の見通し

　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　山喜は創業以来「最大の企業たらんより、最良の企業たれ」
の社是のもと、全てのステイクホルダーの繁栄に寄与すること
をモットーとし、業務を遂行してまいりました。
　第67期第2四半期連結累計期間におきましては、国内販売
において、前年度期中に撤退した直営店・カジュアルコンセ売
上分の減少のほか、百貨店向け販売の減少や第67期第2四
半期連結累計期間に多発した台風や地震などの自然災害に
よる販売先店舗の休業や、それに伴う消費マインドの低迷によ
り、前年同期と比較し販売数量が減少しました。他方、インター
ネット販売や量販店におけるドレスシャツのコンセ展開の増加、
直轄工場における専門店向けオーダーシャツ受注の増加など
その他のチャネル向け販売は順調に推移しております。

　この結果、当社グループの当第2四半期連結累計期間の連
結売上高は84億74百万円（前年同期比4.8%減）、営業利益
は44百万円（前年同期比64.8%減）、経常利益はドル高の影
響による為替差益を78百万円計上したこと等により1億32
百万円（前年同期比17.1%減）となりましたが、親会社株主に
帰属する四半期純利益は税金費用の減少等により1億50
百万円となり、前年同期と比べ19.6%の増加となりました。
　今後とも山喜は、各部の連携を更に強化することでグルー
プの総合力を発揮し、経営環境の変化への対応力を高め、合
理的で効率的な経営管理によって、「最良の企業」への道に向
かって歩み続けます。
　株主の皆様におかれましては、何卒引き続き、ご支援、ご鞭
撻を賜りますようお願い申し上げます。

売上高

16,500百万円
営業利益

30百万円
経常利益

100百万円
親会社株主に帰属する当期純利益

100百万円
1株当たり当期純利益

6.97円
前期比
1.8％減

前期比
67.7％減

前期比
25.5％減

前期比
2.5％減

前期比
1.8％減

当第2四半期連結累計期間における業績は、夏物商材の立ち上りの遅れ
や、台風や地震などの自然災害による販売先店舗の休業や船便遅れの
影響による秋物商材の仕入　投入の遅延等の影響を受け、売上高　営
業利益　経常利益　親会社株主に帰属する四半期純利益とも、前回予

想を下回る見通しであります。通期の業績におきましては、第2四半期
連結累計期間の業績を踏まえ、第3四半期の商況等も勘案して修正する
ものであります。
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▲

四半期連結貸借対照表（要旨） 単位：百万円  

▲

四半期連結損益計算書（要旨） 単位：百万円  

　CHOYAは1886年創業の“蝶矢シャツ”の伝統を受け継ぐ、歴史あるドレスシャツブランドです。
～代表ブランドご紹介～
＜CHOYA 1886＞ 浜松で織られた上質な素材を使用し、高い技術力を持つ国内の自家工場で縫製されて
います。日本ファッション産業協議会Ｊ∞Qualityの認証商品です。

（J∞Quality：企画・織り・染め・縫いの工程を全て国内で行った純正の日本製アパレル製品に贈られる認定）

　SHIRT HOUSEはシャツメーカーならではの「こだわり」を詰め込んだオリジナルドレスシャツブランドです。
生活シーンに合わせてシャツを着替えるライフスタイルをご提案いたします。
～代表レーベルご紹介～
＜BLUE LABEL＞ シンプルなビジネスシャツでは物足りないという方への、時代に合わせて流行を取り入れた
デザインシャツ。さりげないディテール変化で遊び心を演出します。

　LOUIS&CLERKは普通のありきたりなシャツでは物足りない遊び心のある大人に向けた、「装う楽しさ」を
発信するオリジナルデザインシャツブランドです。
ビジネスシャツというルールやセオリーに囚われない、着る人の個性が溢れ出る自由で個性的で感性を刺激
するデザインワークをお愉しみください。

■  ブランド：CHOYA 1886　■  展開サイズ：37-82～43-86　■  参考価格：13,000円+税

■  ブランド：SHIRT HOUSE  　■  展開サイズ：S～3L　■  参考価格：3,900円～5,980円+税

■  ブランド：LOUIS & CLERK　■  展開サイズ：S～3L　■  参考価格：7,900円～15,000円+税

（注）百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

WEBショップからの
お薦めブランド紹介

連結財務諸表（要旨）

※上記写真は全て参考商品
　となります 

ご紹介したブランドの商品は山喜株式会社のオフィシャル通販サイト
『ワイシャツの山喜』でご購入いただけます

《CHOYAシャツ》

《SHIRT HOUSE》

《LOUIS&CLERK》



　当社ではカスタムオーダーシャツの新しいシステムとして
今秋より『Y00システム』を始動いたします。
　Y00システムではこれまで販売員が手書きしていた承り書
をタブレットの利用によりデジタル化することで、店頭での
効率化が可能です。これにより、実店舗でしか体験できない
細やかなサービスと、システム化による利便性を両立させ、EC
のパターンオーダーとの差別化を図ります。
　また、当社がこれまで蓄積してきた500万枚以上のオーダー
シャツのデータを基に、これまで数値化しにくかったフィット感
などを自動で計算できる独自のロジックも活用できます。
　同時に、クラウドを活用することで製品納期もこれまでより１
週間～２週間短縮す
ることが可能です。
　次の目標として、
3Dボ デ ィス キ ャ
ナーによる自動採
寸の実現に向け開
発を進めていきます。

　『JOYLINK Pte. Ltd(以下JOYLINK)』は当社の海外子会
社として2017年10月２日に、『NAHK Singapore Pte. Ltd』
との間で合弁会社としてシンガポールに設立されました。
　合弁相手である『NAHK Singapore Pte. Ltd』は当社の
バングラデシュでの製品製造において提携関係にある『Shirt
Makers Group(以下SMグループ)』傘下の貿易会社です。
　当社が持つ企画生産管理力とグローバルな生産ネットワーク
及びSMグループのローコストオペレーションを武器に、欧米
などの得意先に企画提案を行い、受注製造したシャツを
JOYLINKを通じて販売して
いくことを目的としています。
　現在の得意先はイタリア
をはじめ、ドイツ・マレーシア・
シンガポール・フィリピン・
ベトナムなどにわたり、当社
が経営の重要な柱の一つと
している海外販売戦略の要
として、これからますます規
模を拡大していきます。　

オーダーシャツの新システム
『Y00システム』始動！

山喜の海外販売戦略を支える
『JOYLINK』とは？

当社直営店舗でご利用される場合

当社Web�Shopでご利用される場合

直営店舗でご利用いただく際は、スクラッチ部分を削らず、そのままご持参ください。スクラッチ
部分が削られた株主ご優待券及びオーダーシャツ割引券は店舗ではご利用になれません。その
場合はWeb Shopにてご利用いただけます。

❶ご利用いただくWeb Shopの“株主優待券ご利用方法”ページへアクセスしてください。
❷ご利用いただく金額と同額のクーポンをクリックして取得してください。
❸お支払い方法選択画面のクーポン欄の“利用”をクリックしてください。
❹通信欄にご利用いただく全ての券のシリアル番号を入力してください。

1

2

※ご優待券及び割引券のご利用方法の詳細については、株主ご優待券の封筒に同封されている「株主ご優待券のご案内」をご確認ください。

TOPICS

（株主ご優待券及びオーダーシャツ割引券のご利用方法の概要）
株主ご優待券及びオーダーシャツ割引券の表面右側にスクラッチ式のシリアル番号を設けています。

株主ご優待券のご利用方法のご案内
2018年9月末現在の株主様への配布分より株主ご優待制度が下記のとおり変更となります。

　この度インターネットでのご優待券のご利用方法を変更いたしました。
　従来は「ワイシャツの山喜」「CHOYAシャツ」「STYLE WORKS」の３サイトで
ご優待券のご利用をお願いしておりましたが、複数のサイトにまたがるため株主
様にお手間とご迷惑をお掛けすることがございました。
　そこで今回、３つの販売サイトの商品を「ワイシャツの山喜」にまとめ、より多くの
商品を１つのサイトでお選びいただけるようにいたしました。「CHOYAシャツ」

「STYLE WORKS」をご利用いただいておりました株主様には、引き続き「ワイシャ
ツの山喜」オフィシャル通販サイトにて、快適にお買い物をお楽しみくださいませ。
　また「ワイシャツの山喜」にてご優待券をご利用くださいました株主様には、お
得なキャンペーン情報やクーポンのご案内をお届けするなど、更なるサービスの
向上を目指してまいります。

ご所有株式数 株主ご優待券枚数 オーダーシャツ割引券
  100～  199株 1,000円券1枚 ―
  200～  399株 1,000円券1枚 ―
  400～1,999株 2,500円券1枚

2,500円券1枚
2,000～5,999株 2,500円券2枚
6,000～9,999株 2,500円券3枚
10,000株以上 2,500円券5枚

■2018年９月末現在の発行基準■

※

※今回の変更点

スクラッチ式の
シリアル番号

見 本

見 本

ご所有株式数に応じて下表のとおり株主ご優待券と
オーダーシャツ割引券を進呈いたします。



株主名 持株数（株） 持株比率（%）

宮本惠史 1,504,214 10.64

日清紡ホールディングス株式会社 703,490 4.98

山喜共伸会 573,757 4.06

丸紅株式会社 385,660 2.73

山喜従業員持株会 214,768 1.52

株式会社オフィスサポート 203,900 1.44

シキボウ株式会社 201,600 1.43

カンダコーポレーション株式会社 149,800 1.06

株式会社三井住友銀行 109,065 0.77

三井住友信託銀行株式会社 100,000 0.71

住友生命保険相互会社 100,000 0.71

発行可能株式総数 普通株式　25,900,000株
発行済株式の総数 普通株式　14,950,074株

（うち、自己株式813,583株）
単元株式数 100株
株主数 27,169名

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

（平成30年9月30日現在） （平成30年9月30日現在）

（平成30年9月30日現在）

（平成30年9月30日現在）

（平成30年9月30日現在）

単 元 株 式 数 100株

上場金融商品取引所 株式会社東京証券取引所市場第2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】
　株主様の住所変更、買取請求、配当金の振込指定、その他各種お手続きにつき
ましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることと
なっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主
名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
【特別口座について】
　特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、特別口座の
口座管理機関である三菱UFJ信託銀行にお問い合わせください。なお、三菱UFJ
信託銀行本支店にてもお取次ぎいたします。
【未受領の配当金について】

　三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定 時 株 主 総 会 毎年6月開催

基 準 日 定時株主総会　毎年3月31日
期 末 配 当　毎年3月31日
中 間 配 当　毎年9月30日
そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日

株 主 名 簿 管 理 人
三菱UFJ信託銀行株式会社

特別口座の口座管理機関

同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
〒541-8502
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
℡ 0120-094-777（通話料無料）

インターネットホームページ https://www.tr.mufg.jp/daikou/

公 告 の 方 法 当社のホームページに掲載します。
（http://www.e-yamaki.co.jp）
ただし、電子公告を行うことができない事故その他の
やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲
載します。

▲

株式の状況

▲

大株主（上位11名）の状況

▲

株式分布状況

▲

会社概要

▲

役員一覧

株式の状況／会社概要

株主メモ

商 号 山喜株式会社

設 立 昭和23年6月11日

資 本 金 33億5,522万円

従 業 員 数 203名

主な事業内容 紳士・婦人用シャツ等の製造ならびに販売

主 な 事 業 所 本社　〒540-0005　大阪市中央区上町1-3-1
TEL.06-6764-2211（代表）

代 表 取 締 役 会 長 宮　本　 惠　史

代 表 取 締 役 社 長 白　㟢　 雅　郎

取 締 役 副 社 長 小　林　 　　淳

取 締 役 芦　名　 達　郎

取締役（監査等委員） 岡　野　 　　繁

取締役（監査等委員） 溝　端　 浩　人

取締役（監査等委員） 今　枝　 史　絵

※溝端浩人、今枝史絵は社外取締役です。

証券会社 19名（0.07%）外国法人等
38名（0.14%）
その他の法人

166名（0.61%）
金融機関 6名（0.02%）

個人その他
26,939名
（99.16%）

自己株式
1名（0.00%）

金融機関
418,525株
（2.80%）

証券会社
159,030株（1.06%）

自己株式
813,583株
（5.44%）

個人その他
11,073,192株
（74.07%）

外国法人等
106,299株
（0.71%）

その他の法人
2,379,445株
（15.92%）

所有者別株式数内訳 所有者別株主数内訳

27,169名14,950,074株


