
レディースシャツ
2.8％

賃貸収入
0.6％

オーダー
シャツ
16.1％

カジュアル
14.8％

ドレスシャツ
65.6％

「進化しなければ、未来はない」という基本方針のもと、
中期3ヵ年計画を実行し、更なる企業価値向上を目指してまいります。

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 2017年3月期
第2四半期累計期間

2018年3月期
第2四半期累計期間

2019年3月期
第2四半期累計期間

2020年3月期
第2四半期累計期間項目

売上高 9,347 8,899 8,474 8,479
経常利益 103 159 132 331
親会社株主に帰属する
四半期純利益 72 126 150 272

総資産 15,187 14,849 14,931 15,029
純資産 6,743 7,023 7,011 6,710

（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）

　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68期第2四半期連結累計期間におきましては、
夏物商戦の前半は冷夏等により苦戦したものの、ビ
ジネススタイルのカジュアル化を背景にニット素材
シャツが伸長、また高機能形態安定シャツも堅調に
推移、百貨店でのオーダーシャツのシェア拡大、ネッ
ト販売等が伸長いたしました。
　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84億79百万円（前年同期比0.1%

増）と微増でしたが、営業利益は3億25百万円（前年
同期比638.0%増）、経常利益は3億31百万円（前年同
期比151.2%増）、親会社株主に帰属する四半期純利
益は2億72百万円（前年同期比80.6%増）と大幅な増
益となりました。
　なお、当社グループは次なる成長戦略に向け2019
年度から2021年度までの中期3ヵ年計画を策定して
おり、経済環境やライフスタイル、国内小売市場が変
化する中、「進化しなければ、未来はない」という基本
方針のもと、小売型の販売管理体制へのシフト、更な
るメーカー機能強化（企画・業務・生産）の体制へシ
フト、海外販売強化体制の構築により、更なる企業価
値向上を目指してまいります。

売上高

15,900百万円
営業利益

200百万円
経常利益

150百万円
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

7.02円
前期比
3.2％増

前期
▲368百万円

前期
▲253百万円

前期
▲308百万円

前期
▲21.67円

当第2四半期連結累計期間における業績につきましては、夏物商戦の前半
は冷夏により販売が盛り上がりに欠け、また豪雨や台風などの自然災害も
重なり、売上高は当初予想に比べ減少いたしましたが、当第2四半期連結
累計期間において、製品コスト削減や人件費等の経費削減などが寄与した
ことにより、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益は当

初予想を上回る結果となりました。
なお、通期業績予想につきましては、売上高は回復感に乏しい傾向が継続す
るとの見通しから、当第2四半期連結累計期間の実績を踏まえ、当初の予想
を修正しておりますが、利益につきましては、製品コストの低減および経費
削減の継続から、現段階におきましては当初の予想を変更しておりません。

株主の皆様へ

通期（2020年3月期）の見通し

証券コード 3598

第68期 中間報告書
2019年4月1日～2019年9月30日



売上高
8,479

前連結会計年度末
2019年3月31日現在

営業利益
44

売上高
8,474

経常利益
132

経常利益
331

売上原価
返品調整引当金繰入額
販売費及び一般管理費   

6,135
△29
2,047

法人税等
59

非支配株主に帰属する
四半期純利益
2

営業外
収益
48

営業外
費用
42

営業利益
325

特別損失
0

有形固定資産
3,499

無形固定資産
566

投資その他の資産
349

流動資産
10,670

資産合計
14,457

資産合計
15,029

有形固定資産
3,465
無形固定資産
550
投資その他の資産
342

固定資産
4,358

流動資産
10,042

固定資産
4,415

負債・純資産合計
14,457

負債・純資産合計
15,029

負債合計
8,319

流動負債
6,129
固定負債
1,841
株主資本

新株予約権

6,127

17
非支配株主持分

4

その他の
包括利益累計額

335

流動負債
6,005
固定負債
2,313
株主資本

非支配株主持分
7

6,378
その他の
包括利益累計額
309
新株予約権
14

純資産合計
6,710

負債合計
7,971

純資産合計
6,486

税金等調整前
四半期純利益
334

親会社株主に
帰属する
四半期
純利益
150

親会社株主に帰属する
四半期純利益
272

当第2四半期連結会計期間末
2019年9月30日現在

前第2四半期連結累計期間
2018年4月1日～2018年9月30日

当第2四半期連結累計期間
2019年4月1日～2019年9月30日

前連結会計年度末
2019年3月31日現在

当第2四半期連結会計期間末
2019年9月30日現在

■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

 

特別利益
2

　CHOYAは1886年創業の“蝶矢シャ
ツ”の伝統を受け継ぐ、歴史あるブランド
シャツです。
～代表ブランドご紹介～
＜CHOYA SHIRT FACTORY＞ 
綿100%でありながら高い形態安定性
を実現したドレスシャツ。着る人の満足
感にふさわしい百貨店品質のドレスシャ
ツです。

　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提案します。
～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。

　当社が展開するオリジナルレーベルです。 
＜STYLE WORKS＞

「遊び心のある大人」に向けて「装う楽 
しさ」を発信します。日本人としてのオリ
ジナリティを、感性を持ってスタイリング
を表現します。自社で生産するシャツはも
ちろんのこと、全アイテムにおいて豊富
な経験と技術をもとに、日本発の高品質な

“シャツスタイル”を提案します。

■  参考価格：8,900円 ■  参考価格：3,900円～4,800円 ■  参考価格：10,500円～18,000円

（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。

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》 《STYLE WORKS》

連結財務諸表（要旨）

WEBショップからのお薦めブランド紹介

※上記写真は全て参考商品
　となります。

※上記写真は全て参考商品となります。



　当社では、シャツの袋や襟サポーター、ピンなどをエ
コ素材に変更いたします。シャツは仕上げ用付属品が
多いアイテムですが、形状や素材を見直していきます。
　ピンやサポーターなどの全ての付属品をエコ素材の
ものへ移行、一部の
シャツはサポーター
と蝶キーパーを紙製
に順次変更していき
ます。
　綺麗な包装と沢
山の付属品はドレス
シャツの常識であり
ましたが、地球環境
保 全への取り組み
強化は企業にとって
の常識と捉え、製品
の魅力はそのままに
エコな側面も発信し
ていきます。

　大手金融機関にまで広がるビジネスウェアの自由化。
ビジネスシーンにおけるドレスコードの規制が緩和さ
れ、ノーネクタイや脱スーツスタイルが拡大するなどビ
ジネスウェアのカジュアル化や多様化が急速に進んで
います。
　当社では“ビジネ
スシーンで着れるカ
ジュアルスタイルの
ルール”をBCコード

（ビジネスカジュア 
ルコード）と名づけ、
ノーネクタイでも襟
元がだらしなく見え
ず、着心地良く快適
に過ごせるシャツを
各ブランドで拡充し、
お客 様に分かりや
すく提案してまいり
ます。

TOPICS

プラスチック製仕上げ用付属品の
2030年までの全廃を目指します！

「�ビジネスウェアの�
カジュアル化への積極対応」

株主ご優待券・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・オーダーシャツ割引券（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」をご覧く
ださい。

※今回配布しますご優待券の有効期限は2020年5月31日まで
となります。

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～� �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

株主ご優待券の発行基準

スクラッチ式の
シリアル番号

見� 本

見� 本

株主ご優待券・オーダーシャツ割引券のご利用方法のご案内

店舗でご利用される場合は、スクラッチを
削らずに、そのままご持参ください。
※スクラッチが削られたご優待券は、店舗ではご利用に

なれません。

1

Web�Shopでご利用される場合
各自社サイトの“株主優待券のご利用について”
ページへのボタンをクリックして、購入手順をご
確認ください。

2



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781,883株）
単元株式数 100株
株主数 26,284名

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

（2019年9月30日現在） （2019年9月30日現在）

（2019年9月30日現在）

（2019年9月30日現在）

（2019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。
（https://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

商 号 山喜株式会社

設 立 1948年6月11日

資 本 金 33億5,522万円

従 業 員 数 190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）

証券会社 21名（0.08%）外国法人等
47名（0.18%）
その他の法人

165名（0.63%）
金融機関 6名（0.01%）

個人その他
26,044名

（99.09%）

自己株式
1名（0.00%）

金融機関
414,525株
（2.77%）

外国法人等
180,099株（1.20%）

自己株式
781,883株
（5.23%）

個人その他
11,124,986株

（74.41%）

証券会社
124,151株
（0.83%）

その他の法人
2,324,430株

（15.55%）

所有者別株式数内訳 所有者別株主数内訳

14,950,074株 26,284名

株式の状況／会社概要

株主名 持株数（株） 持株比率（%）

宮本惠史 1,504,214 10.62

日清紡ホールディングス株式会社 703,490 4.97

山喜共伸会 559,357 3.95

丸紅株式会社 385,660 2.72

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 1.42

山喜従業員持株会 186,168 1.31

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

代 表 取 締 役 会 長 宮　本　 惠　史

代 表 取 締 役 社 長 白　㟢　 雅　郎

常 務 取 締 役 芦　名　 達　郎

取締役（監査等委員） 赤　松　 　　徹

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。

株主メモ


