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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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皆様へ

1

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。

当連結会計年度は、衣料事業において中国の

製造部門の効率化を進めるとともに、国内では連

結子会社3 社の合併を実施し、経営体制の再編

を進めてまいりました。

将来を見据えて事業の効率化と再構築をはか

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。

代表取締役副社長代表取締役社長 　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、気候の影響などから季節商品の販

売に回復が見られましたが、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3社の合併を行い、各社の本社機能の一部を統合し経営体

制の再編を進めてまいりました。

　衣料事業では、中国の製造部門の効率化をはかり製造・販売

体制の再構築を進め、OEM販売等を行う卸売部門は、パターン

オーダーの仕組みを活用した取引拡大とともに、イタリアの製造部

門の製品を活用して相乗効果を生み出すための取り組みを進めて

おります。また、小売部門におきましては、不採算店舗の撤退によ

り効率化を進め、Eコマース等の販売経路拡充などをはかっており

ます。

　不動産賃貸事業では、資産の効率化と財務体質の強化の観

点から、保有する賃貸用不動産の一部を売却いたしました。小田

原の商業施設「ダイナシティ」は、核テナントの一つである百貨店

が2018年2月に閉店したことにともない、施設の一部のリニュー

アルを開始しております。

　以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高

は27,272百万円（前期比27.4％増）、経常損失は384百万円

（前期は経常損失1,448百万円）、固定資産売却益などの特

別利益1,204百万円および特別退職金などの特別損失476

百万円を計上いたしました結果、親会社株主に帰属する当期純

利益は329百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純損失

1,521百万円）となりました。

　中国の製造子会社は、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。欧米の高

級ブランドや高級百貨店向けのOEMの製造・販売を拡大し、スー

ツ等のパターンオーダーの需要に応えられるよう縫製工場の対応

力を高め、市場が求める製品を提供し続けられる製造体制を構築

し、品質競争力・コスト競争力を高めてまいります。

　Pontetorto S.p.A.（ポンテトルト社）は、ファッション性の高い婦

人向け衣料用および高品質・高機能なスポーツ向け衣料用の素

材などの製造販売を行っており、スポーツ部門では環境に配慮し

た新たな素材を開発し、今後の成長が見込まれます。当社グルー

プの取扱い品目にこれらの素材を加えることで顧客の拡大をはか

るとともに、既存ブランドでも同社の素材を取り入れた商品の開発

を進め、収益拡大をはかってまいります。

　オーダースーツの受注販売を行うパターンオーダー事業は、国

内連結子会社の合併にともない、一般消費者向けの小売部門

とOEM販売などの卸売部門に分け、それぞれの部門で経営資源

を共有して運営してまいります。小売部門は「ニューヨーカー」ブラ

ンドと一体運営することで効率化をはかり、卸売部門は既製服の

OEM販売とともにユニフォームの受注などで新規顧客の獲得を

進め、引き続き着実な成長を目指してまいります。

　当社の主力ブランドである「ニューヨーカー」は、銀座フラッグシッ

プショップを活用してブランド価値をさらに高め、確固たる地位の

確立と顧客満足度の向上に注力しております。Eコマース市場でさ

らに成長できるようオンラインストアの拡充をはかり、市場のニーズ

に対応し上質で機能性を高めた商品の開発を進め、収益性向上

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」は、ウ

エスト館のリニューアルを実施しております。また、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て開園しました「ダイナシティ保育園」は、安

定的にご利用いただいております。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。

　国内の連結子会社3社は2018年1月に合併し、株式会社ダイ

ドーフォワードとして事業展開を行っております。新たな経営体制

の下で経営資源を共有し、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。

中長期的な取り組み

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。

当期の営業の概況



　フランス・マクロン大統領が2018年1月8日に中国を公式訪問した際、
同伴されたブリジット夫人が着用したコートにポンテトルト社のコート地が
採用されました。夫人は訪問国に対する親愛の印として「鮮やかな赤」の
生地を強く望まれ、ポンテトルト社の生地がもつ色合いや風合い、仕立て
映えの良さから採用となりました。

“Il Tirreno edizione di Prato”del 17 Gennaio 2018.
プラトー テイレーノ紙 2018年1月17日付掲載記事

　ニューヨーカーdivision・第1事業部では、新たな客層の掘り起しに向け、新ブランド「BERKLEY／バークレイ」の展開を開始
しました。
　コンセプトを「MODERN PREPPY－EVERYDAY DRESS UP:プレッピーをベースにモダンで遊び心のある、毎日着たくな
るようなドレスアップスタイル」とし、感度の高い20代後半～40代前半のお客様に向け提案していきます。
　主要なアイテムの価格帯は、セットアップスーツで¥64,000
～、ジャケット¥43,000～、パンツ¥18,000～、シャツ¥15,000
～、ネクタイ¥11,000～としています。

2018年度は、阪急メンズ東京店 　、阪急メンズ大阪店　 、
名古屋名鉄店　 の3店舗での展開

1 2 3

生分解性のフリース

　2017年11月に独・ミュンヘンにて開催された
機能素材を中心とする展示会「Performance 
Days」において、ポンテトルト社の「biopile／バ
イオパイル」が「Eco Performance Award」を受
賞しました。
　ポンテトルト社が開発した「biopile／バイオパ
イル」は、ドイツの取引先・VAUDE社向けに開発
された裏地がテンセル100％の生分解性のフリー
スです。
　真水のほか海水でも分解するエコ貢献度が評
価されての受賞となりました。

フランス大統領夫人のコート、
ポンテトルト社の生地を採用

生分解性フリースの開発で
「エコパフォーマンス賞」を受賞

ドレスアップスタイルの新ブランド
「BERKLEY／バークレイ」の展開を開始

biopile／バイオパイル

1
3

2
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特集:グループトピックス



　ウオッシャブル、速乾性、軽さ、ストレッチ性など機能性に特化した戦略商品が好調です。
　スマートフォンとほぼ同じ重さ（約180g）で、ストレッチ性の高い素材を使い、折り畳んでコンパクトに収納もできる「ボヤージュ
ジャケット」や、さらに軽い約120gの「サマータイムジャケット」は、家庭で洗濯ができ、出張時の持ち運びが楽で皺になりにくい
点が支持され、色、サイズによっては完売し追加生産するなどヒット商品となっています。
　また、昨シーズンより「おとなパーカ」、「おとなニットポロ」、「美人スカート」、「ボヤージュジャケット」など、商品名をキャッチコ
ピー化し、メッセージ性のあるネーミングとすることで、雑誌やインターネットなどの各媒体で取り上げられる機会が増え、露出が高
まったことから、新規顧客の獲得、増加を図ることができています。

ニューヨーカーウィメンズ
春夏商戦が好調なスタート

機能性に特化し、キャッチーな商品名が奏功

ボヤージュジャケット
16枚接ぎにより、
すっきりした腰周りと
分量のある裾との
バランスがポイント。

肩や脇につぎ目のない
ホールガーメント製法で、
上品なカジュアル
アイテムにアップデート。

美人スカート おとなニットポロ
折り畳んだジャケット
をコンパクトに
収納できる
手のひらサイズの
ポーチ付き。 旅に出る。思い出のチケット、ラジオから流れる音楽、インクの香りがする

文庫本、慣れない土地、言葉、食べ物、いつもと違う空。大航海時代、オリ
エント急行、グレートジャーニー・・・ いつの時代も旅にはロマンがある。
SNSの画面を通してではなく、自分の五感をふるわす体験をすること。新し
い発見。そんな「旅」のためのワードロープを提案するコレクション。

ニューヨークにひっそりと佇む、船のかたちを模したヴィンテージホテルへ。ハ
ドソン川を望むルーフトップバーでこころを遊ばせて。爽やかなシトラスの香り
に包まれながら、喉を潤すラムベースカクテルを。五感を刺激するこのひとと
きがBlue Ocean Cruiseへ誘う。エレガントで知的な船旅。トラッドをベース
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。

65

特集:グループトピックス ニューヨーカー2018年春夏コレクションのご紹介
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売上高 単位：百万円

24,494

50.9

2015年
3月期

0

20,000

10,000

営業利益 単位：百万円

2015年
3月期

500

-1,500

-1,000

-500

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当期純利益 単位：百万円

2015年
3月期

1,000

-2,000

-1,000

0
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前期末
2017年3月31日現在

当期末
2018年3月31日現在 増減額

（資産の部）
流動資産 13,328 12,828 △ 500
固定資産 32,556 30,283 △ 2,272

　有形固定資産 8,498 7,263 △ 1,234
　無形固定資産 3,385 3,358 △ 26
　投資その他の資産 20,672 19,660 △ 1,011
資産合計 45,885 43,111 △ 2,773

（負債の部）
流動負債 11,857 14,822 2,964
固定負債 14,333 9,347 △ 4,985

負債合計 26,191 24,170 △ 2,020

（純資産の部）
株主資本 17,460 17,286 △ 173
その他の包括利益累計額 1,294 1,001 △ 293

新株予約権 136 162 26
非支配株主持分 801 490 △ 311

純資産合計 19,693 18,941 △ 752
負債純資産合計 45,885 43,111 △ 2,773

　前連結会計年度および第1四半期連結
会計期間に賃貸用不動産の一部を売却し
たことなどにより、売上高は前年同期比で
減少となりました。

不動産賃貸事業

　「ニューヨーカー」ブランド
を中心とする小売販売は、E
コマースでの販売額は増加
し、秋冬衣料の販売は堅調
に推移いたしましたが、不採
算店舗を閉店したことにより
店舗数が減少しており、売上
高は前年同期比で減少いた
しました。
　製造部門は、前連結会計
年度に子会社化したPontetor-
to S.p.A.およびその子会社1
社が連結対象となったことな
どにより、売上高は前年同期
比で増加いたしました。

衣料事業

85.7％
14.3％

前期
2016年4月  1日〜
2017年3月31日

当期
2017年4月  1日〜
2018年3月31日

増減額

売上高 21,408 27,272 5,863
売上原価 10,587 14,447 3,860
売上総利益 10,821 12,825 2,003
販売費及び一般管理費 12,159 13,143 984
営業損失（△） △ 1,337 △ 318 1,019
営業外収益 709 812 103
営業外費用 820 879 58
経常損失（△） △ 1,448 △ 384 1,064
特別利益 1,827 1,204 △ 622
特別損失 1,024 476 △ 548

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） △ 645 344 989

法人税、住民税及び事業税 1,252 338 △ 913
法人税等調整額 △ 367 △ 302 64

当期純利益又は
当期純損失（△） △ 1,530 307 1,838

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △ 8 △ 21 △ 12
親会社株主に帰属する当期純利益
又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） △ 1,521 329 1,850

　短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、預り金
の増加はありましたが、未払法人税等、長短借入金、長
期預り保証金の減少などにより、負債合計は前期末比
20億20百万円減少し241億70百万円となりました。

■ 負債合計

　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7億52百万円減少し189億41百万円、
自己資本比率は42.4％（前期末は40.9％）となりました。

■ 純資産合計

■ 資産合計
　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、投資有価証券の時価評価の影響に
よる投資その他の資産の減少などにより、資産合計は
前期末比27億73百万円減少し431億11百万円とな
りました。

（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27,428百万円を分母として算出）。

連結損益計算書（要旨）      単位：百万円連結貸借対照表（要旨） 単位：百万円財務状態事業別営業概況

（注）2016年11月にPontetorto S.p.A.およびその子会社1社を
子会社化し、企業結合について暫定的な会計処理を行っておりまし
たが、当連結会計期間に確定したことに伴い、比較情報（前期末数
値）に確定した内容を反映しております。

業績・財務関連情報（連結） （特に記載のない限り2018年3月31日現在の状況です。）
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株式会社ダイドーフォワード ダイナシティ ディビジョン

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10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）

株式会社ダイドーフォワード 
　ニューヨーカー ディビジョン／トレーディング ディビジョン

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

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

39名
808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

5,475百万円
4,463百万円
2,944百万円

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　（2018年6月28日現在）

会社概要

■ 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

44,827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 2018年

株価（円） 出来高（千株）

出来高

株価

■ 所有者別株主数分布
その他の法人
0.43%

証券会社
0.04%　 

自己名義
0.00%　 

外国法人等
0.25%

個人その他
99.22%

金融機関
0.06%

■ 所有者別株式数分布

金融機関
22.26%

その他の法人
30.79%

外国法人等
2.21%

証券会社
0.37%

自己名義
6.05%

個人その他
38.33%

■ 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

4,490

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5）

（注）当社所有の自己株式（3,794,183株）は、上記大株主からは除外しております。

株式の状況

会社情報 株式関連情報（特に記載のない限り2018年3月31日現在の状況です。）


