
代表取締役社長 白㟢 雅郎

「MAKE YAMAKI GREAT AGAIN」のスローガンのもとに、
全社一丸で危機的状況を乗り越えるべく収益改善に取り組みます。
　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70期第2四半期連結累計期間におきまして、
当社グループでは、「全員営業で売上回復・収益
回復」という経営方針のもと、様々な施策に取り
組んでおります。
　在宅勤務やテレワーク等の働き方改革による
ニューワークスタイルの変化に対応した高機能
シャツ、カジュアル・レディースのシャツジャ
ケットやシャツワンピース等の受注獲得に加え、
ネット販売では低価格商品や過年度商品のセッ

ト販売や、新規顧客の獲得を目指し、山喜公式通
販サイトの会員登録者数を増やすための販促を
強化いたしました。
　生産部門では、生産体制の見直しを国内外の
自家工場で実施し、収益改善に努めております。
　また、在庫削減のための仕入抑制を実施し、商
品の保管料等の物流費の削減や、百貨店・量販
店の販売契約社員の雇用見直しを行い、人件費
削減の対策を講じております。
　今後につきましても、全社一丸でこの危機的
状況を乗り越えるべく、売上回復、収益改善に取
り組んでまいります。
　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。
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業績の推移（連結） （単位：百万円）

期別
項目

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

2021年3月期
第2四半期累計期間

2022年3月期
第2四半期累計期間

売上高 8,474 8,479 5,943 5,081
経常利益（損失） 132 331 △418 △340
親会社株主に帰属する
四半期純利益（損失） 150 272 △427 △347

総資産 14,931 15,029 14,166 12,539
純資産 7,011 6,710 6,040 4,651

（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）

通期（2022年3月期）の見通し
営業利益

△730百万円

経常利益

△650百万円

親会社株主に帰属する当期純利益

△670百万円

1株当たり当期純利益

△47.29円

売上高

10,300百万円

※�2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）等を適用するため、上記の連結業績予想は当該会計基準等を適用した
後の金額となっており、対前期増減率は記載しておりません。

　通期の業績見通しにつきましては、ワクチン接種の効果もあり感染者減少が期待されるものの、第2四半期連結累計期間における売上高減少の影響は
大きく、また第3四半期以降も消費マインドの改善による店頭売上の回復には今しばらく時間がかかり、厳しい状況が継続すると想定されるため、連結業
績予想を修正しております。
　また、11月1日に公表いたしました、事業構造改革の実施により特別損失が発生する予定ですが、現時点では諸費用が未確定のため、業績予想には織り
込んでおりません。



（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公式通販サイト
『YAMAKI ONLINE SHOP』でご購入いただけます。

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～
<LORDSON by CHOYA>

ビジネスシャツとして、ちょっとした大
人の遊び心をプラスしたデザインブラ
ンド。タイドアップは勿論、ノータイで
もきちんとした印象を与えます。

※上記写真は全て参考商品となります。

山喜公式通販サイトからのお薦めブランド紹介

連結財務諸表（要旨）
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△340

前連結会計年度末
2021年3月31日現在

当第2四半期連結会計期間末
2021年9月30日現在

前連結会計年度末
2021年3月31日現在

当第2四半期連結会計期間末
2021年9月30日現在

前第2四半期連結累計期間
2020年4月1日～2020年9月30日

当第2四半期連結累計期間
2021年4月1日～2021年9月30日

参考価格（税込）：8,690円

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ブランド。様々な
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いたします。

～代表レーベルご紹介～
<BLACK LABEL>

モノトーンをベースにした、モード感の
あるテイスト。パーティーからカジュア
ルのシーンで映えるシリーズです。

参考価格（税込）：4,290円～5,280円

気持ちをデザインするブランド
<LOUIS&CLERK by CHOYA>

オリジナリティのあるプリントの切替え
デ ザインが 特 徴 のイン パクトある
JAPAN MADE SHIRT“着る人の個性
が溢れ出す衣装”をコンセプトにすでに
完成された素材やデザインをさらに組み
合わせることで他に類を見ないオリジナ
ルデザインを創造しています。

参考価格（税込）：12,650円～16,500円

SHIRT HOUSECHOYAシャツSTYLE WORKS

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



●2022年夏物　展示会を開催いたしました。
　ファッションにおける消費者トレンドは、快適志向、機能性志向が高まり、ビジネス
シーンにおいても、オフィススタイルのカジュアル化、ニューワークスタイルが注目さ
れています。そのような背景を
ベースに、ドレスシャツ、カジュアル
シャツとも、ニットシャツや、ビズポ
ロ、リラックススタイルの提案を強
く打ち出しました。なお、新型コロ
ナウイルス感染症対策を強化した
うえで、完全予約制とし、多数のお
客様にご来場頂きました。

●大阪府優秀技能者表彰（なにわの名工）受賞いたしました。
　当社技術開発部長の山内が大阪府優秀技能者表彰（なにわの
名工）を受賞し、2021年11月2日に大阪府知事より表彰されまし
た。ドレスシャツの制作に長年従事し、商品企画から設計、計測、パ
ターン作成、縫製に至るまで、優秀な技能を有しております。特に原
型パターンの作成技能に優れ、人体計測数値データのデジタル化
を図り、高精度なパターン作成が可能となる3次元CAD・CAMを
完成させるなど、生産性と品
質の向上に大いに貢献して
おり、こうした技能を活用し、
国内外で若手技能者育成に
尽力している功績を認めて
頂きました。●ニュースタンダード（ビジカジ）フェアを展開しております。

　コロナ禍により加速した昨今の働き方改革や生活様式の変化により着こなしに
大きな変化がおきております。そういった状況下、これまでのビジネス一辺倒の品揃
えから仕事目線ではありながら適度なリラックス感を併せ持った商品展開の拡充も
進めております。都心部を中心と
した大 型 百 貨 店 様においても

「LOUIS&CLERK by CHOYA」や
「CHOYA URBAN STYLE」
「Melton」などのニュースタンダー
ド（ビジカジ）フェアを展開し、顧客
目線での品揃えにより新規顧客の
獲得を目指しています。

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。

※ 今回配布します株主ご優待券の有効期限は2022年5月31日
までとなります。

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株主ご優待券は、店舗ではご

利用になれません。

1

山喜公式通販サイト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

ト ピ ッ ク ス

T O P I C S

ご所有株式数 株主ご優待券枚数 オーダーシャツ割引券枚数

  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・オーダーシャツ割引券の発行基準

スクラッチ式の
シリアル番号

見 本

見 本

　2022年2月～3月にかけて、山喜公式通販サイト　オー
ダーシャツの専門店SHIRTY'Sにて割引セールを開催予定で
す。セールのご案内につきましては、下記よりメルマガ登録を
お願いいたします。

オーダーシャツ割引セールのお知らせ

山喜公式通販サイト



株式の状況／会社概要

株主メモ

証券会社 17名（0.07%）外国法人等
44名（0.18%）
その他の法人

155名（0.62%）
金融機関 5名（0.02%）

個人その他
24,655名

（99.11%）

自己株式
1名（0.00%）

金融機関
264,125株
（1.77%）

外国法人等
220,300株（1.47%）

自己株式
781,883株
（5.23%）

個人その他
11,288,920株

（75.51%）

証券会社
168,396株
（1.13%）

その他の法人
2,226,450株

（14.89%） 14,950,074株 24,877名

所有者別株式数内訳 所有者別株主数内訳

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 24,877名

株式の状況  （2021年9月30日現在）

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 146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）

会社概要  （2021年9月30日現在）

株式分布状況  （2021年9月30日現在）

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

大株主（上位10名）の状況  （2021年9月30日現在）

株主名 持株数（株） 持株比率（%）

宮本惠史 1,504,214 10.61

日清紡ホールディングス株式会社 703,490 4.96

山喜共伸会 613,957 4.33

丸紅株式会社 385,660 2.72

株式会社オフィスサポート 203,900 1.43

シキボウ株式会社 201,600 1.42

山喜従業員持株会 150,568 1.06

カンダコーポレーション株式会社 149,800 1.05

株式会社三井住友銀行 109,065 0.76

住友生命保険相互会社 100,000 0.70

役員一覧  （2021年9月30日現在）

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 樫　本　�光　弘

取締役（監査等委員） 芦　名　�達　郎

取締役（監査等委員） 溝　端　�浩　人

取締役（監査等委員） 今　枝　�史　絵

※溝端浩人氏、今枝史絵氏は社外取締役です。

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。


