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■ 株式に関する住所変更等のお手続きについてのご照会
証券会社の口座をご利用の株主様は、三井住友信託銀行株式会社で
はお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。
証券会社の口座をご利用でない株主様は、上記電話照会先までご連
絡ください。

■ 特別口座について
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用され
ていなかった株主様には、株主名簿管理人である上記の三井住友信
託銀行株式会社に口座（特別口座といいます）を開設しております。
特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電
話照会先にお願いいたします。

株主メモ
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株主の皆様へ

より付加価値を生み出せる企業への転換に向け、 抜本的な経営改革を進めております。

　当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府
による経済・金融政策などの効果により、一部では企業業績
の向上や雇用情勢の改善の動きなど、国内経済の回復の兆
しが見られました。しかしながら、消費税率引き上げや不安定
な世界経済などの影響も受け、依然として先行き不透明な

状況が続いております。
　衣料品業界におきましては、景気回復の期待感はあるもの
の全体の消費マインドの改善は見られず、エネルギーや輸入
コストが上昇するなど、引き続き厳しい環境にあります。
　このような経営環境のなか、衣料事業につきましては、事
業構造改善の一環として中国にあります衣料原料・製品の
製造工場の合理化を進めてまいりました。また小売部門で

当期の営業の概況

中国工場の事業構造改善

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜

り厚く御礼申し上げます。

当社グループは「お客様第一」「品質本位」の基本理念を

基に、将来に向けて事業の見直しと再構築をはかり、利益

体質の構築を推進しております。

事業環境が変化していく中で、これからも社員全員の総合

力を結集して経営改革を実行し、中長期にわたりお客様か

らご信頼いただける企業としての発展と社会への貢献を

果たす所存であります。

株主の皆様におかれましては、引き続き当社グループの経

営にご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 代表取締役副社長

は、不採算店舗の撤退を行う一方、直営の路面店「ニュー
ヨーカー銀座店」をオープンし販売経路の拡充を進めるととも
に、ブランド価値の向上を図ってまいりました。
　不動産賃貸事業につきましては、前期に実施しました小田原
の商業施設「ダイナシティ」イースト館のリニューアル後、引き続
き集客力の向上をはかり事業の効率化を進めてまいりました。
　以上の結果、当第2四半期連結累計期間における当社グ
ループの連結業績は、売上高は10,952百万円（前年同四
半期比8.9％減）、四半期純損失は666百万円（前年同四
半期は四半期純損失597百万円）となりました。

　中国において衣料原料・製品の製造を行う製造子会社は、
より付加価値を生み出せる企業に転換するために経営体制
の抜本的な改革を進めております。当社グループの利益に貢

献できるよう合理化を進め、これまで培ってきました品質を維
持・向上し、競争力を高めてまいります。
　当社の主力ブランドである「ニューヨーカー」はブランド創設
50周年を迎え、2014年9月に銀座に路面店をオープンいた
しました。この店舗を活用したイベントの開催や成長を続けて
いるEコマースとも連動して、「ハウスタータン」を中心としたブ
ランドイメージの発信を強化し、ブランド価値をさらに高めてま
いります。
　オーダースーツの受注販売を行っているパターンメイド事業
は、「ニューヨーカー」「ミリオンクラブ」などのブランドでウィメ
ンズの強化も進めてまいります。
　不動産賃貸事業では、小田原の商業施設「ダイナシティ」
において、昨年イースト館のリニューアルを実施いたしました。
引き続き、地域密着・地域貢献という原点を大切にしながら、
エンターテイメント性の向上を目指して施設全体の魅力を高
めてまいります。

　中国における事業環境が大きく変化するなか、当社は、上海市にある衣料原料・製品の製造子会社の抜本的な改革が必要
と判断し、事業構造改善を行うことを2014年8月に決定して経営合理化を進めております。
　上海市の工場において、衣料原料の製造部門は紡績・染色・機織の各工程を廃止・縮小し、縫製部門はその大部分を安徽
省馬鞍山市に移設することで製造費用の低減を図り、当社グループがより付加価値を生み出せる分野に経営資源を集中して
まいります。
　これらの合理化を進めることで、原料を取引先から調達し、工程の一部を委託することとなりますが、当社の基準に合った取
引先との関係を構築することにより品質を維持・向上し、引き続き市場が求める製品を供給できるよう努めてまいります。

中長期的な取り組み



メンズとウィメンズの最
新作から限定商品まで
の全ラインナップを揃え
た売場スペース。

ホテルの客室をイメージした空間

　ニューヨーカーブランドのさらなる浸透の要として、2014年9月13日、フラッグ
シップショップ「ニューヨーカー銀座店」をグランドオープンいたしました。
　ブランドシンボルであるハウスタータンのファサードが印象的な2フロアで構成。
重厚でモダンな空間でショッピングをお楽しみいただけます。

　“お客様の気持ちが最も高ぶる時”、それ
は購入した商品を手にした時です。この時
に適切な商品を提案する、という視点から、
サイジニア株式会社、富士ゼロックス株式
会社と共同で、お買い上げ明細書に一人
ひとりの嗜好分析に基づいた「おすすめ商
品カタログ」を掲載するサービスを開発。
　「NYオンライン」（http：//www.ny-
onlinestore.com/）で商品を購入していた
だいたお客様に、商品が手元に届く際に好
みに応じたおすすめ商品を提案することが
可能になりました。本サービスを通じ、さらな
る顧客満足と売上向上を目指します。

コンセプトは
“ニューヨークアパートメントホテル”

※1 複雑ネットワーク理論を応用したユーザーの嗜好性を抽出するソフト。（サイジニア株式会社が開発）
※2 お客様一人ひとりの個別データを高速で処理し印刷可能にするソフト。（富士ゼロックス株式会社が開発）

2F

1F

「おすすめ商品カタログ」を掲載した、お買い上げ明細書

東京都中央区銀座1丁目5番13号
ゼットエックスビル 1F・2F
03-6228-7001
11：00～20：00（不定休）

【 住 所 】

【　TEL　】
【 営業時間 】

店舗概要

裏

2014年8月7日より
サービス開始

表

「NYオンライン」で商品を注文。

お客様が注文した商品に、「おすすめ商品カタログ」を印刷した
お買い上げ明細書を同梱。

再注文

1

2

3

● レコメンデーションエンジン「デクワス」※1でお客様ごとの「おすすめ商品」を抽出。
● アプリケーションソフト「FreeFlow Variable Information Suite」※2で
 お買い上げ明細情報と「おすすめ商品カタログ」を印刷。

お
客
様

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー

従来25％だった再注文率がトライアルでは46％まで上昇

「おすすめ商品カタログ」がお客様に届くまでの流れ

フラッグシップショップ「ニューヨーカー銀座店」
グランドオープン

NEW
OPEN

NEW
SERVICE

お客様一人ひとりの嗜好分析に基づいた
「おすすめ商品カタログ」提供サービスを開始

シーズン毎のスタイル提案や
銀座店限定イベントを行うプ
ロモーションスペース。

ホテルのロビーやバー、
レストランをイメージした空間

ニューヨーカーにおける取り組み

43



　当社グループの不動産賃貸事業における主要施設「ダイナシティ」は、オープン以来地域住民の皆様の暮ら
しに密着したショッピングセンターとして成長し、昨年は「第3回地域貢献賞」「『第16回ディベロッパー＆テナン
ト大賞』特別賞（地域共生賞）」を受賞いたしました。
　“イースト館”におきましては、2013年11月に大規模リニューアルを実施し、さらに地域の皆様にご好評をいた
だいております。また“ウエスト館”では、今年で第14回目となる恒例の「サマーパラダイス」を、2014年7月19日か
ら21日の3日間で開催。沖縄をテーマにイベントやライブを行い、たくさんのお客様にご来場いただきました。

　当社グループでは、毛織物及び衣料品等の事業者に向けた製
造販売から消費者向けの小売販売までを行う中、「DAIDOH 
QUALITY（ダイドークオリティ）」という考えの基、すべての工程に
おけるより高い品質を徹底して追求しております。
　そしてこの度、2014年10月より、そのこだわりをより多くの方に
知っていただけるよう、自社ホームページ内に専用紹介ページを
新設。当社が長年培ってきた技術の一端を紹介しております。

「DAIDOH QUALITY（ダイドークオリティ）」の追求 

ダイナシティの取り組み ～さらに地域に愛されるために～1

2

イースト
館地元小田原市、神奈川県

警との連携で「地域防
犯」、「ごみの資源化」等
地域住民に対する呼び
かけも行われました。

“ウエスト館”で開催された
サマーパラダイス2014の模様 リニューアルした“イースト館”外観

新設した「DAIDOH QUALITY（ダイドークオリティ）」ページ

ウエスト
館

こだわりの技術を
分かりやすく

モダンでありながらぬく
もりを感じる、ラディソン・
ブル・ロイヤル・ホテルの
スイートルーム「Room 
606」のクオリティとカ
ラーがイメージソース。

It’s a Beautiful Day
2014 Autumn & Winter Collection

ニューヨークのトライ
ベッカにオープンした、
スタイリッシュで優雅な
会員制クラブ「C l u b 
Burgundy」（イメージ
ソース）。

Club
Burgundy

Club
Burgundy

Room
606

Room
606

誕生50周年を迎えた2014年は、
「It’s a Beautiful Day」を年間テーマに、

トラディショナルで洗練されたニューヨーカースタイルを
提案してまいります。

さまざまな人との出会い、自然とのふれあいを通じ、
豊かに成長していく

大人の男女にふさわしいコレクションです。

誕生50周年を迎えた2014年は、
「It’s a Beautiful Day」を年間テーマに、

トラディショナルで洗練されたニューヨーカースタイルを
提案してまいります。

さまざまな人との出会い、自然とのふれあいを通じ、
豊かに成長していく

大人の男女にふさわしいコレクションです。

Theme for Autumn Theme for Winter

Topics ニューヨーカー2014年秋冬コレクションの紹介
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　たな卸資産が増加した一方、現金及び預
金・受取手形及び売掛金の減少、減価償却
等による固定資産の減少などにより、資産
合計は前期末比5億65百万円減少し449
億94百万円となりました。

■ 資産合計

　有利子負債が減少いたしましたが、支払
手形及び買掛金の増加などにより、負債合
計は前期末比2億76百万円増加し225億
88百万円となりました。

■ 負債合計

　利益剰余金が減少したことなどから、純
資産合計は前期末比8億42百万円減少し
224億5百万円、自己資本比率は49.4％

（前期末は50.6％）となりました。

■ 純資産合計

通期 　　  第2四半期

売上高 単位：百万円

29,553
27,663

26,024

10,952

△20
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△298

△588
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営業利益 単位：百万円
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経常利益 単位：百万円
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純資産 単位：百万円
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自己資本比率 単位：パーセント
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0

20.0

40.0

2,000

-1,000

0

1,000
705

△49

1,352

△387

△817 △1,049

△531

△1,049

△531
△48

△819

13,486
12,02712,652

380 362

△468
△285

△666△597

△1,817

24,521
25,774

23,248 22,405

業績・財務関連情報（連結）

前第2四半期
連結会計期間末
2013年9月30日現在

当第2四半期
連結会計期間末
2014年9月30日現在

前連結会計
年度末

2014年3月31日現在

（資産の部）
流動資産 12,032 11,887 12,551
固定資産 34,038 33,106 33,008

　有形固定資産 11,612 10,480 10,909
　無形固定資産 1,194 861 939
　投資その他の資産 21,231 21,764 21,159
資産合計 46,071 44,994 45,560

（負債の部）
流動負債 10,260 12,960 10,252
固定負債 11,090 9,628 12,059

負債合計 21,350 22,588 22,311

（純資産の部）
株主資本 22,443 19,767 20,767
その他の包括利益累計額 2,098 2,473 2,303

新株予約権 88 103 101
少数株主持分 90 61 75

純資産合計 24,720 22,405 23,248
負債純資産合計 46,071 44,994 45,560

　小売販売の株式会社ニューヨーカー
において、消費税率引き上げに伴う駆
け込み需要の反動減や7・8月の天
候不順の影響などがあったこと、OEM
（取引先ブランド製造卸）の受注・販
売において利益率・資金効率の低い
事業を縮小したことなどから、売上高は
前年同四半期比で減少いたしました。

　小田原の商業施設「ダイナシティ」は、
前期にイースト館のリニューアルを実施
いたしました。リニューアルオープン後
は前年を大きく上回る数のお客様にご
来館いただいたこともあり、売上高は
前年同四半期比で増加いたしました。

不動産賃貸事業 衣料事業

80.2％
19.8％

事業別営業概況
前第2四半期
連結会計期間

2013年4月1日〜
2013年9月30日

当第2四半期
連結会計期間

2014年4月1日〜
2014年9月30日

前連結会計年度
2013年4月1日〜
2014年3月31日

売上高 12,027 10,952 26,024
売上原価 6,333 5,671 13,221
売上総利益 5,693 5,280 12,802
販売費及び一般管理費 6,510 6,329 13,334
営業損失（△） △ 817 △1,049 △ 531
営業外収益 422 391 858
営業外費用 194 161 376
経常損失（△） △ 588 △819 △ 48
特別利益 62 566 63
特別損失 88 350 1,455

税金等調整前当期純損失（△）又は
税金等調整前四半期純損失（△） △ 615 △603 △ 1,440

法人税、住民税及び事業税 249 432 470
法人税等調整額 △ 260 △359 △ 65
法人税等合計 △ 11 72 405

少数株主損益調整前当期純損失（△）又は
少数株主損益調整前四半期純損失（△） △ 604 △675 △ 1,846

少数株主損失 △ 6 △9 △ 28
当期純損失（△）又は四半期純損失（△） △ 597 △666 △ 1,817

四半期損益計算書（要旨）      単位：百万円四半期貸借対照表（要旨）      単位：百万円財務状態

（注） 売上高構成比は、セグメント間の内部売上高を含む金額で算出しております（合計額11,058百万円を分母として算出）。

（特に記載のない限り2014年9月30日現在の状況です。）
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　当社グループの連結子会社は11社、
持分法適用関連会社は1社あり、取り
扱い品目や顧客は各社により異なって
おりますが、グループを通して『お客様
第一』『品質本位』の基本理念を共有し
て事業運営に当たっております。

株式会社ダイナシティ

不動産賃貸事業

統括及び管理会社

大都利美特（中国）投資有限公司
（DAIDOH LIMITED (CHINA) HOLDINGS CO., LTD.）

統括及び
管理会社

不動産
賃貸事業

衣料事業

事業活動と主要なグループ会社

製　造

貿　易 大同利美特貿易（上海）有限公司
（DAIDOH LIMITED TRADING（SHANGHAI）CO., LTD.）

＊＝持分法適用関連会社

大同利美特（上海）有限公司
（DAIDOH LIMITED（SHANGHAI）CO., LTD.）

大同佳楽登（馬鞍山）有限公司
（DAIDOH JARDIN（MAANSHAN）CO., LTD.）

大同利美特時装（上海）有限公司
（DAIDOH LIMITED CLOTHING（SHANGHAI）CO., LTD.）

大同利美特染整（上海）有限公司
（DAIDOH LIMITED DYEING & FINISHING（SHANGHAI）CO., LTD.）

株式会社ニューヨーカー

上海　　克服装　售有限公司
（SHANGHAI NEWYORKER CLOTHING SALES CO., LTD.）

株式会社ダイドーインターナショナル

大同利美特商貿（上海）有限公司
（DAIDOH INTERNATIONAL (SHANGHAI) CO., LTD.）

＊株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン

衣料事業

販　売

■ 発行可能株式総数

■ 発行済株式の総数（自己株式を含む）

■ 株主数

150,000,000株

37,696,897株

19,607名
（前期末 20,703名）

＊本報告書に記載されている計画、戦略などは、将来の予測であってリスクや不確定要素を含んでおります。

■ 株価の推移グラフ

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0

200

400

600

800

1,000

2011年 2012年 2013年 2014年

株価（円） 出来高（千株）

■ 所有者別株主数分布

■ 所有者別株式数分布

その他の法人
0.66%

証券会社
0.15%　 

自己名義
0.00%　 

外国法人等
0.48%

個人その他
98.57%

金融機関
0.14%

金融機関
23.87%

その他の法人
32.54%

外国法人等
2.94%

証券会社
1.21%

自己名義
5.55%

個人その他
33.89%

株式の状況

■ 大株主

株主名 所有株式数（百株）

76,000

15,950

12,927

11,340

11,283

9,310

5,106

株式会社オンワードホールディングス

株式会社ソトー

三井住友海上火災保険株式会社

三井住友信託銀行株式会社

株式会社みずほ銀行

明治安田生命保険相互会社

ダイドーリミテッド取引先持株会

（注） 当社所有の自己株式（3,828,356株）は、上記大株主からは除外しております。

■ 主要な事業所

本社 東京都千代田区
外神田三丁目１番16号

■ 従業員の状況

株式会社ダイドーリミテッド
企業集団の合計

63名
1,289名

■ 主な借入先

（注） 上記には株式会社みずほ銀行を幹事とする9行の総額 
500百万円のシンジケートローンは含まれておりません。

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行

3,880百万円
3,880百万円
2,270百万円

借入先 借入金残高

会社概要

■ 株式会社 ダイドーリミテッド
    DAIDOH LIMITED

創 業
設 立
資 本 金

1879年（明治12年）1月
1949年（昭和24年）10月17日
6,891,851,938円

（注） 田口哲朗、武田昌邦の両氏は、社外監査役であります。

■ 取締役および監査役

代 表 取 締 役 社 長
代 表 取 締 役 副 社 長
常務取締役上席執行役員
取 締 役 執 行 役 員
取 締 役 執 行 役 員
取 締 役 執 行 役 員
監 査 役（ 常 勤 ）
監 査 役（ 常 勤 ）
監 査 役（ 弁 護 士 ）
監 査 役（ 弁 護 士 ）

大　川　　　伸
川　西　靖　彦
戸　澤　かない
福　羅　喜代志
大　嶌　啓　介
上　條　浩　之
林　　　　　玄
鈴　木　森　夫
田　口　哲　朗
武　田　昌　邦

会社情報 株式関連情報（特に記載のない限り2014年9月30日現在の状況です。）


