
証券コード　3205

http://www.daidoh-limited.com/

第95期中間（第2四半期）報告書
2017年4月1日から2017年9月30日まで

事 業 年 度
定 時 株 主 総 会
基 準 日

単 元 株 式 数
株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関
株主名簿管理人
事 務 取 扱 場 所
（郵便物送付先）

（ 電 話 照 会 先 ）
（インターネットホームページURL）
公 告 方 法

上場証券取引所

経理財務部
〒101-8619
東京都千代田区外神田三丁目１番16号
TEL.03-3257-5024　FAX.03-3257-5051

毎年4月1日から翌年3月31日まで
毎年6月
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
100株
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
　　0120-782-031（フリーダイヤル）
http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html
当社ホームページに掲載する
http://www.daidoh-limited.com/
ただし、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する方法により行う
東京証券取引所市場第一部
名古屋証券取引所市場第一部

■ 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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将来を見据えて事業の効 率化と再構築をはかり、
利益体質の構築を推進し てまいります。

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業業績向上
や雇用情勢の改善の動きなどの回復が見られましたが、世界
経済の下振れへの懸念や地政学的リスクへの警戒感の高ま
りなどもあり、依然として先行き不透明な状況で推移いたしま
した。
　衣料品業界におきましては、全体の消費マインドの改善は
見られず、個人消費においては引き続き節約志向が強く慎重
な購買行動が続いております。
　このような経営環境が続くなか、当社グループは国内の連
結子会社の合併を決定するなど経営の効率化に取り組んで
まいりました。
　衣料事業につきましては、小売部門は国内では婦人服を
中心に売上高の回復が見られ、中国ではEコマースの販路
拡大も含め売上高が増加しており、製造部門は新たに子会
社化したPontetorto S.p.A.およびその子会社が連結対象
となったことなどにより、売上高は前年同四半期比で増加い
たしました。
　不動産賃貸事業につきましては、賃貸用不動産の一部を
売却したことによる影響はありましたが、小田原の商業施設

「ダイナシティ」WEST館のリニューアルが終了して売上高
が回復したことなどにより、売上高は前年同四半期とほぼ同
水準となりました。
　以上の結果、第2四半期連結累計期間における売上高は
13,103百万円（前年同四半期比35.9％増）、経常損失は
863百万円（前年同四半期は経常損失1,526百万円）、親
会社株主に帰属する当期純損失は712百万円（前年同四
半期は親会社株主に帰属する当期純損失1,535百万円）と
なりました。

　当社グループは、中国工場の一部の操業停止などの事業
構造改善を実施し製造体制の再構築を進め、販売部門では
不採算店舗の撤退などにより効率化を進めておりますが、連
結業績の改善のためにさらなる効率化が必要であると考え、
国内の連結子会社3社を合併することといたしました。3社を
新たな経営体制に再編することにより、商品企画力の向上、
間接部門の経費削減、仕入・物流体制の合理化等をはか
り、経営の効率化とともに企業価値を高めることを目指してま
いります。

　衣料事業の小売部門では、成長が見込めるEコマースに
注力し、国内の直営オンラインストアの利便性向上をはかり、
中国においてもEコマースサイトへの出店を拡大してまいりま
した。引き続き、ブランド価値向上のための情報発信とともに
高い収益性の確保を目指してまいります。
　OEM（取引先ブランド製造卸）部門は、イタリアPontetorto 
S.p.A.が生産する生地をつかった製品の営業活動を開始し
ております。自社工場を活用したパターンオーダーの仕組みと
ともに、営業領域の拡大を目指してまいります。
　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、施設内に「ダイナシティ保育園」を開園し、テナント
スタッフの方々が安心して働ける環境の整備と地域の待機
児童解消の一助となることを目指し運営を開始いたしました。
引き続き、地域密着・地域共生という原点を大切にしながら、
地域を牽引するライフスタイル発信拠点を目指して施設全体
の魅力を高めてまいります。

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」

の基本理念のもと、グローバルなビジネス展

開を戦略の基本と位置付け、製造から販売ま

で品質を追求できる総合力を活かし、利益体

質の構築を推進しております。

事業環境の変化に合わせ、将来を見据えて事

業の見直しと再構築をはかり、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。

皆様におかれましては、今後とも当社グルー

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 当期の営業の概況

中長期的な取り組み

皆様へ



　公式通販ストア「NY.online」がシステムを刷新
し、新たなスタートをきりました。在庫データの一元管
理により、サイト内の在庫に加え、実店舗の在庫も確
認できるようになり、購入の判断や機会の確保につ
ながる情報提供としてお客様の利便性の向上を
図っています。
　また、ブランドごとのECサイトへ接続できるようにな
り、注目キーワード検索機能や、シーズンニュースのほ
か新作入荷やコーディネイト提案、ランキングなどの
各コンテンツをわかりやすく表示し、より多くのブラン
ド情報をお客様にお届けするようにしています。

ニューヨーカー紳士服、機能性コート
を新提案

NYオンラインショップを刷新、
実店舗在庫も確認が可能に

店舗概要

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

住     所 :

 T  E  L  :
営業時間 : 

旗艦店「ニューヨーカー銀座店」が
好調に推移1

TOPICS

2
TOPICS

3
TOPICS

　新商品として、スポーツウエアの機能性をビ
ジネスウエアで体感できるコートを、17年秋冬
シーズンより「NEWYORKER　ACTIVE」と
して販売を開始しました。気温の低下とともに
販売は好調に推移しています。特徴は、表生
地は優れた伸縮性、防水・防風・低結露機能
を持つフィルムを使った3層構造、中わたは
NASAが開発した温度調整機能素材を採用
していることです。お客様のニーズを的確につ
かみ、ニューヨーカーならではの差別化された
商品企画に取り組んでいます。

スポーツウェア
の機能性を
ビジネスウェア

でも

　開店3年目を迎え、銀座店は婦人服
秋冬売上が前年比倍増と好調なスター
トをきっています。
　オンラインショップと銀座店限定で展
開する「アドバンスドコレクション」が売
上を牽引し、上質で品位の高い商品群
が働く大人の女性に支持されています。
また、顧客様向け「ダッフルコート予約
会」がTVニュースで報道されるなど、銀
座店のメディアへの露出も売上増加に
寄与しています。
　銀座店を通じて得たお客様のニーズ
を、全店展開の商品に反映するなど、旗
艦店としてマーケティング機能の強化を
図っています。

働く大人の女性に支持される
“アドバンスドコレクション”

実店舗の
在庫確認が
可能に！

https://www.ny-onlinestore.com/Index

43

特集: グループトピックス



ダイドーインターナショナル
OEM事業を強化

パピー、手編み雑貨の
提案で新規顧客を獲得

「すまいるぱーく」が
キッズデザイン賞を受賞

サリー・スコットが15周年
を迎えました

　連結子会社化した伊・ポンテトルト社の2018年秋冬向け
婦人コート地コレクションを展示会で披露しました。従来の紳
士服服地、製品に加え、婦人向けコート地をラインナップし、
素材手配から縫製
までの一貫生産を
特長としたOEM事
業（相手先ブランド
による生産）を強
化していきます。

　15周年限定商品とし
て、親子で着られるTシャ
ツシリーズや周年限定モ
チーフのトートバッグ、イン
テリア雑貨、食器、文具な
どブランドの世界観が拡
がる商品を展開していま
す。各店での周年イベント
が好評で、新規顧客の獲
得につながっています。

　ニット事業の「パピー」
では、「手編み雑貨」の提
案と各種イベントを強化し
たことで、若年層顧客の
獲得に繋がりました。イベ
ントで好評の縄編み「ねこ
のおうち」やバッグなど目
新しい「手編み雑貨」の
提案をSNSで配信するな
ど、新たな取り組みを行っ
ています。

　昨年の改装により新たに作られた、親子のふれあいスペー
ス「すまいるぱーく」が、子供の安全・安心と健やかな成長に
役立つ優れた製品、空間、サービス等に贈られる「キッズデザ
イン賞」（主催:特
定非営利活動法
人キッズデザイン
協議会、後援:経
済産業省、消費者
庁、内閣府）を受
賞しました。

4
TOPICS

6
TOPICS

7
TOPICS

5
TOPICS

ウエスト館

TOMORROW
KNOWS

YESTERDAY

ふと立ち寄ったブルックリンの古本
屋。見つけた2冊のモノクロームの
写真集を黄金色や赤色に染まった
公園で開く。ウイリアム・クラインの
「NEW YORK」のヴィンテージ感
あふれた写真と、リチャード・アヴェ
ドンの「The Family」に映る様々
な仕事着の人たち。ノスタルジック
な写真から、子供の頃抱いていた
スーツへの憧れを思い出す。自分ら
しく、肩肘張らず、普遍的、でもモダ
ンに伝統着を楽しむ。男性のポート
レイトと秋色にインスパイアされた
コレクションをお届けいたします。

心が憶えているもの

Men’s

カフェで流れる、ジャズスタンダード
のカバーアルバム。どこかで聞いた
懐かしいメロディーに、女性シン
ガーの軽やかで心地よい歌声。時
にスタイリッシュに、時にエレガンス
に。女性の持つ様々な表情や、
日々変わる気分に寄り添う。トラ
ディショナルをベースに、自分らしさ
を素直に、そして自由に表現できる
ワードローブ・コレクションをお届け
いたします。

ハミングのつづきを。

Women’s

2017 Autumn & Winter Collection

5 6

特集: グループトピックス ニューヨーカー2017年秋冬コレクションのご紹介
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　受取手形及び売掛金の増加、たな卸資産
の増加などがありましたが、現金及び預金の減
少、固定資産売却等による有形固定資産の
減少などにより、資産合計は前期末比11億16
百万円減少し437億15百万円となりました。

■ 資産合計

　支払手形及び買掛金の増加、長期・短期借
入金の増加、未払法人税等の減少などにより、
負債合計は前期末比1億1百万円減少し255
億37百万円となりました。

■ 負債合計

　利益剰余金の減少や保有する有価証券の
評価の影響などから、純資産合計は前期末比
10億14百万円減少し181億78百万円、自己
資本比率は40.8％（前期末は41.8％）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

2015年
3月期

30,000

0

20,000

10,000

営業利益 単位：百万円

2015年
3月期

1,000

-2,000

-1,000

0

経常利益 単位：百万円

2015年
3月期

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 単位：百万円

2015年
3月期

1,000

-2,000

-1,000

0

純資産 単位：百万円

2015年
3月期

30,000

0

20,000

10,000

自己資本比率 単位：パーセント

2015年
3月期

60.0

0

20.0

40.0

1,000

-2,000

-1,000

0

2016年
3月期

2016年
3月期

2016年
3月期

88 91

△666

23,771
50.8

2016年
3月期

2016年
3月期

2016年
3月期

△556
△712

21,715

10,95210,952

24,494 23,813
50.9

9,640

21,408

2017年
3月期

2017年
3月期

2017年
3月期

41.8

2017年
3月期

2017年
3月期

2017年
3月期

△1,535

19,193

11,25111,251

40.8

2018年
3月期

2018年
3月期

2018年
3月期

△566△566

△916△916

△918
△1,065△1,065

△1,337

△1,049

136

△661

△549△549

△1,526

13,103

2018年
3月期

2018年
3月期

2018年
3月期

△785 △819 △863
9,640

△1,448△1,448 △1,521△1,521

18,178

　ニューヨーカーを中心とする小売部門
は、国内では婦人服を中心に売上高の
回復が見られ、中国ではEコマースの販
路拡大を行い、製造部門は新たに子会
社化したイタリアのPontetorto S.p.A.が
連結対象となったことなどにより、売上高
は前年同四半期比で増加いたしました。

　賃貸用不動産の一部を売却し
たことによる影響はありましたが、
小田原の商業施設「ダイナシ
ティ」WEST館のリニューアルが
終了して売上高が回復したことな
どにより、売上高は前年同四半期
とほぼ同水準となりました。

不動産賃貸事業 衣料事業

85.1％
14.9％

前第2四半期
連結会計期間

2016年4月1日〜
2016年9月30日

当第2四半期
連結会計期間

2017年4月1日〜
2017年9月30日

前連結会計年度
2016年4月1日〜
2017年3月31日

売上高 9,640 13,103 21,408
売上原価 4,888 7,176 10,587
売上総利益 4,751 5,927 10,821
販売費及び一般管理費 5,817 6,712 12,159
営業損失（△） △ 1,065 △ 785 △ 1,337
営業外収益 328 384 709
営業外費用 789 462 820
経常損失（△） △ 1,526 △ 863 △ 1,448
特別利益 61 954 1,827
特別損失 5 342 1,024
税金等調整前四半期純損失（△）
又は税金等調整前当期純損失（△） △ 1,470 △ 251 △ 645

法人税、住民税及び事業税 171 432 1,252
法人税等調整額 △ 97 32 △ 367
法人税等合計 73 465 884
四半期純損失（△）又は当期純損失（△） △ 1,544 △ 716 △ 1,530
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） △ 8 △ 3 △ 8

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） △ 1,535 △ 712 △ 1,521

（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13,200百万円を分母として算出）。

前第2四半期
連結会計期間末
2016年9月30日現在

当第2四半期
連結会計期間末
2017年9月30日現在

前連結会計
年度末

2017年3月31日現在

（資産の部）
流動資産 11,790 13,036 13,328
固定資産 29,572 30,679 31,503

　有形固定資産 9,682 7,622 8,498
　無形固定資産 484 2,268 2,332
　投資その他の資産 19,405 20,788 20,672
資産合計 41,362 43,715 44,832

（負債の部）
流動負債 8,855 13,036 11,857
固定負債 14,812 12,500 13,780

負債合計 23,667 25,537 25,638

（純資産の部）
株主資本 17,432 15,934 17,460
その他の包括利益累計額 110 1,910 1,294

新株予約権 140 148 136
非支配株主持分 12 185 301

純資産合計 17,694 18,178 19,193
負債純資産合計 41,362 43,715 44,832

（特に記載のない限り2017年9月30日現在の状況です。）

事業別営業概況 財務状態 四半期貸借対照表（要旨）      単位：百万円 四半期損益計算書（要旨）      単位：百万円

業績・財務関連情報（連結）
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■ 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

31,513名
（前期末 35,254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

2,000

4,000

6,000

8,000

0

200

400

600

800

2014年 2015年 2016年 2017年

株価（円） 出来高（千株）

出来高

株価

■ 所有者別株主数分布

■ 所有者別株式数分布

その他の法人
0.49%

証券会社
0.08%　 

自己名義
0.00%　 

外国法人等
0.25%

個人その他
99.09%

金融機関
0.08%

金融機関
24.24%

その他の法人
31.25%

外国法人等
2.41%

証券会社
1.71%

自己名義
6.05%

個人その他
34.35%

■ 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

7,152

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

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

（注） 当社所有の自己株式（4,000,577株）は、上記大株主からは除外しております。

（特に記載のない限り2017年9月30日現在の状況です。）

株式の状況

会社情報 株式関連情報

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.）

　当社グループの連結子会社は12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。

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 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.）

Pontetorto S.p.A. （およびその子会社 1社）

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

＊＝持分法適用関連会社

衣料事業

販　売

■ 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

64名
844名

■ 主な借入先

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

5,450百万円
4,844百万円
2,922百万円

借入先 借入金残高

■ 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） 取締役 西岡和行、小林邦一の両氏は、社外取締役であります。
 監査役 田口哲朗、武田昌邦の両氏は、社外監査役であります。

代 表 取 締 役 社 長

代 表 取 締 役 副 社 長

取 締 役 上 席 執 行 役 員

取 締 役 執 行 役 員

取 締 役

取 締 役

監 査 役 （ 常 勤 ）

監 査 役 （ 弁 護 士 ）

監 査 役 （ 弁 護 士 ）

大　川　　　伸

川　西　靖　彦

福　羅　喜代志

齋　藤　文　孝

西　岡　和　行

小　林　邦　一

戸　澤　かない

田　口　哲　朗

武　田　昌　邦

■ 取締役および監査役

会社概要


