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毎年4月1日から翌年3月31日まで
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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）
https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html
当社ホームページに掲載する
https://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



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。

新型コロナウィルス感染症の影響もあり、当期は

大変厳しい外部環境に直面することとなりました。

2021年3月期の配当につきましては、事業環境

を鑑み、手元資金の流動性確保を最優先と考え、

経営と雇用の安定を図ることが重要と判断し、誠

に遺憾ながら実施を見送らせていただきました。

当社グループは「お客様第一」「品質本位」の

経営理念のもと、中長期の視点で利益を生み出

せる企業グループへの進化に取り組んでおります。

事業環境は依然として先行き不透明な状況ではあ

りますが、グループ一丸となって改革と改善を実行

し、この困難を乗り越えるべく尽力してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層の

ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

　当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な新型コロナ

ウィルス感染症拡大の影響により急速に悪化して推移し、非常に

厳しい状況が続きました。

　衣料品業界におきましては、政府の緊急事態宣言にともなう商

業施設の臨時休業や営業時間の短縮、外出自粛による消費マイ

ンドの低下、行動様式の変化などにより、極めて厳しい状況となり

ました。新型コロナウィルス感染症の収束の兆しが見えない中で

先行き不透明な状況が続いており、個人消費や消費マインドの回

復には一定の時間を要することが見込まれます。

　衣料事業では、ライフスタイルや消費行動が大きく変化するな

か、小売部門は売上高の確保に努めるとともに、仕入をコントロー

ルし在庫の適正化を進めてまいりました。また、Eコマースの収益

拡大の取り組みの一環として、自社運営のオンラインストアのリ

ニューアルを実施いたしました。製造部門では、グループ全体の収

益基盤の再構築を図るため、中国の製造工場のニット製品製造

部門の操業を停止いたしました。

　不動産賃貸事業では、小田原の商業施設「ダイナシティ」は、

緊急事態宣言発令時も、地域のライフラインとして一部区画での

営業を継続いたしました。通常営業の再開後は新型コロナウィル

ス感染症の拡大防止策を講じながら営業しており、来館者数は回

復しております。

　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17,299百万円（前期比26.7％減）、経常損失は2,204百万円

（前期は経常損失360百万円）、親会社株主に帰属する当期純

損失は4,513百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純損

失1,457百万円）となりました。

　製造部門の縫製工場は、グループ内の販売部門が求める製品

への対応力を高め、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。原材

料の製造部門は、市場のトレンド変化に合わせたコレクションの提

案力・価格競争力の向上をはかり、独自の技術を活かした機能性

の向上に加え、リサイクル素材の活用や環境に配慮した各種素

材の開発により、新たな市場の開拓を推し進めてまいります。

　アパレル小売部門では、主力ブランド「ニューヨーカー」は、品質の

向上や魅力ある商品企画に努め、ブランドの価値をさらに高めてまい

ります。また、ライフスタイルの変化にともない多様化するお客様の

志向への対応と新たな消費者への訴求のため、ビジネスウェアのカ

ジュアル化に対応する商品構成を強化してまいります。新たに株式

会社ブルックス ブラザーズ ジャパンが連結子会社として加わり、衣

料事業の柱として業績の回復に向け改革を進めてまいります。

　パターンオーダー事業は、メンズ・ウィメンズの「ニューヨーカー」と

ともに、パターンオーダーブランド「アトラエル」の展開を進めており、 

「ブルックス ブラザーズ」でもメンズに加えウィメンズの展開を開始し

ております。新たに中国市場での展開に取り組み、ユニフォームの受

注強化などで新規顧客を獲得し、着実な成長を目指してまいります。

　Eコマース事業は、システムの刷新を行い、実店舗とオンラインス

トアのお客様情報の一元管理やAIの活用により自社サイトの利便

性向上を図るなど、オンラインストアの拡充を進めております。自社サ

イトでは情報コンテンツの充実により訪問客数の増加を図り、外部

モールとの連携強化により受注件数の拡大に努めてまいります。

　不動産賃貸事業では、小田原の商業施設「ダイナシティ」は、新

しい生活様式が定着する中、地域社会のインフラとしてもご利用

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、新しいテナントの誘致などにより、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。オフィスビルは、事業環境の変化により需要の減少が想定さ

れますが、効率性を重視して空室率の低下に努めてまいります。

　「持続可能な開発目標（SDGs）」につきましては、自社工場が

導入している「コンプライアンス ＆ サプライチェーン･トータル･マ

ネジメント･システム」および、サプライヤーの皆様に理解と遵守適

合、同意をお願いしている「ダイドーサプライヤー行動規範」など、

各事業を通じて対応を進めております。当社グループは、お客様に

ご安心いただき、信頼を得られる品質であることを基準にものづくり

を続け、長くご愛用いただける商品を提供できるよう努めてまいりま

した。今後ともSDGsと当社の環境保全・CSR推進活動との整合

性を確認しながら、取り組みを推進してまいります。

　営業・販売活動や管理業務の効率化のためにデジタルトラン

スフォーメーションを推進し、新たなデジタル技術の導入と活用に

より、消費行動の変化への対応とサプライチェーンの品質向上を

図ってまいります。衣料事業では、販売部門は実店舗とオンライン

ストアの融合を進め、シームレスな顧客サービスを提供できるよう取

り組んでまいります。また、製造部門と販売部門での情報共有によ

り在庫効率を向上し、原材料・商品のロスを最小限に抑えられるよ

う仕組みづくりを進めております。

事業環境の変化に対応し、中　長期の視点で
　　　　　　　　　　　　利益を生み出せる企業グループを目指してまいります。

1 2

代表取締役社長執行役員 鍋割　宰

当期の営業の概況
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中長期的な取り組み



株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパンを
連結子会社化 パピーのSDGsへの取り組み

http://www.brooksbrothers.co.jp/ウェブサイトは
こちら

　2021年1月に、当社の持分法適用関連会社であった株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパンの

株式の一部を追加取得し、同社を連結子会社といたしました。

　今後は当社グループの衣料事業の柱の一つとして、日本におけるブランド価値向上および当社グ

ループとの全体的なシナジー効果の創出を目指して事業を展開してまいります。

ダイドーフォワードは、SDGsへの取り組みの一環として、高級手編糸を取り扱う「パピー」より、環境に配慮したオーガニック

コットンや天然由来成分の柿渋加工を施した手編糸を提案しております。

　株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパンは、1979年に当社が49％を出資して設立され、同年に初の

海外進出店舗として青山本店がオープンいたしました。

　ブルックス ブラザーズは、ニューヨークで1818年に創業した紳士・婦人服専門店で、トラディショナル

スタイルの代表ブランドとして日本でも多くのファンを獲得しており、現在全国に63店舗とオンラインストア

（2021年3月末時点）を展開しています。

オーガニックコットン使用

カスタマーセンター フリーダイヤル 0120-02-1818

色鮮やかなアフリカ・ザンビアのプリント布地から名付けられた、オーガ

ニックコットン100％の手編糸「ザンビアプリント」。厳しい基準のもとで

作られたオーガニックコットンは、化学薬品の使用による健康や環境負

荷を最小限に抑え労働の安全や児童労働などの社会的規範を守り生

産されています。オーガニックコットン使用の取り組みは、SDGs目標15

「陸の豊かさも守ろう」に繋がっています。

日本の伝統色から選ばれた、どこか懐かしく穏やかな色合いの「カキノス

ケ」は、日本古来の優れた効能（抗菌・消臭力）を秘めた天然由来成分

の柿渋で加工された手編糸です。天然由来成分使用の取り組みは、

SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」の願いに繋がっています。

ザンビア プリント
柿渋加工

カキノスケ

TOPICS

1
TOPICS

2

ブルックスブラザーズ
表参道

ブルックス ブラザーズ

手編みは、
ほどいて編み直すことが
出来ることからも、
サスティナブルと
言われています。

陸の豊かさも守ろう すべての人に健康と福祉を

43

特集:グループトピックス



ニューヨーカー銀座フラッグシップショップにて
『NEWYORKER BLAZER STORY展』を開催

ニューヨーカー、
働き方の多様化に合わせた商品を充実

　ダイドーフォワードは、昨年9月にニューヨーカー銀座フラッグシップショップにて『NEWYORKER 

BLAZER STORY展』を開催いたしました。

　東京オリンピックが開催された1964年に誕生したニューヨーカーは、以来、アメリカントラディショナ

ルと呼ばれる装いを基に国際的なビジネスシーンで着用できる、日本のビジネスマン、ビジネスウーマンのためのワードローブを提案しています。本展示

会では、ブランド設立当初から作り続けている、ブランドを代表するアイテム「ブレザー」にスポットを当て、過去のアーカイブブレザーを展示しました。ま

た併せて、当時のブレザーに着想を得た素材や縫製・仕様にこだわったブレザーを販売いたしました。

　昨今の働き方の多様化や新しい生活様式に合わせて、ニューヨーカーでは、機能性を備え、通勤に

限らずライフシーンに合わせて幅広く着回しできる、汎用性の高いアイテムを充実させております。

「吸水速乾・ウォッシャブル・ストレッチ・防シワ」の機能性セットアップ。持ち

運びやすく折りたたんでコンパクトに収納できるラップ（包む）仕様のジャ

ケットに、リラックス感のあるストレスのない履き心地が特徴のパンツをあ

わせ、カジュアル化するビジネスシーンに向けた新しいセットアップです。

ジャケット
カットソー
パンツ

¥49,500
¥11,000
¥24,200

ラップジャケット＆
ドローコードパンツ

ニューヨーカーメンズでは、リ

モートワークに対応するビジ

ネスアイテムとして、オンオフ

兼用でリラックス感がありな

がらもカジュアル過ぎない

セットアップやイージーパンツ

を多数展開しています。

ニューヨーカーウィメンズで

は、どんなコーディネートも、ど

んな用事もこなせて、リラック

スしたおうち時間からお出か

けまで幅広く着回しできる便

利なセットアップを提案してい

ます。

メンズライクなデザインでありながら、一重仕立ての軽くて柔らかい着心地

のジャケットと、こなれ感のあるセミワイドパンツのセットアップ。単品でも合

わせやすい色使いにより、オフィスシーンはもちろん、カジュアルスタイルま

でオールラウンドに活躍します。ご家庭での手洗いも可能です。

TOPICS

3
TOPICS

4

ジャケット
ニット
パンツ

¥36,300
¥14,300
¥23,100

ミックスカラー
セットアップ

Men’s Women’s

65

特集:グループトピックス
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2019年
3月期

26,368

△124
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17,299
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2020年
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10,628

2021年
3月期

37.2

2021年
3月期

26.9

△は親会社株主に帰属する当期純損失△は経営損失△は営業損失

△318

△750

259

△384 △360

△2,204

329

△690

△1,457

△4,513

14,226

前期末
2020年3月31日現在

当期末
2021年3月31日現在 増減額

（資産の部）
流動資産 11,095 17,403 6,308
固定資産 25,691 17,990 △ 7,701

　有形固定資産 7,585 7,027 △ 558
　無形固定資産 2,478 1,807 △ 670
　投資その他の資産 15,627 9,155 △ 6,472
資産合計 36,787 35,394 △ 1,392

（負債の部）
流動負債 14,283 14,548 265
固定負債 8,277 10,217 1,939

負債合計 22,561 24,765 2,204

（純資産の部）
株主資本 14,011 9,424 △ 4,586

その他の包括利益累計額 △ 321 92 414

新株予約権 193 168 △ 25
非支配株主持分 342 942 600

純資産合計 14,226 10,628 △ 3,597
負債純資産合計 36,787 35,394 △ 1,392

　新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、
小田原の商業施設「ダイナシティ」で一部
区画を臨時休業とする期間が生じたことな
どにより、売上高は前期比で減少いたしま
した。

不動産賃貸事業

「ニューヨーカー」ブランドを中心
とする国内の小売販売は、Eコ
マースでの売上高は前期比で大
幅に伸長いたしましたが、新型コ
ロナウィルスの感染拡大に伴う
臨時休業や外出自粛などにより
実店舗売上高が低下し、売上高
は前期比で減少いたしました。
　製造部門は、ニット製品製造
部門の操業停止や、新型コロナ
ウィルス感染拡大の影響による
取引先企業の在庫調整および
低調な個人消費などから受注が
減少し、売上高は前期比で減少
いたしました。

衣料事業

82.2％
17.8％

前期
2019年4月  1日〜
2020年3月31日

当期
2020年4月  1日〜
2021年3月31日

増減額

売上高 23,596 17,299 △ 6,297

売上原価 12,722 10,150 △ 2,572

売上総利益 10,873 7,149 △ 3,724

販売費及び一般管理費 11,624 9,676 △ 1,947

営業損失（△） △ 750 △ 2,527 △ 1,777

営業外収益 829 794 △ 35

営業外費用 439 471 32

経常損失（△） △ 360 △ 2,204 △ 1,844

特別利益 92 2,536 2,443

特別損失 804 3,321 2,517

税金等調整前当期純損失（△） △ 1,071 △ 2,990 △ 1,919

法人税、住民税及び事業税 132 79 △ 53

法人税等調整額 240 1,453 1,212

当期純損失（△） △ 1,444 △ 4,523 △ 3,078

非支配株主に帰属する当期純利益
又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） 12 △ 9 △ 22

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △ 1,457 △ 4,513 △ 3,056

　1年内返済予定の長期借入金の減少はあり
ましたが、預り金、長期借入金の増加などによ
り、負債合計は前期末比22億4百万円増加し
247億65百万円となりました。

■ 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35
億97百万円減少し106億28百万円、自己資本
比率は26.9％（前期末は37.2％）となりました。

■ 純資産合計

■ 資産合計
　現金及び預金の増加、たな卸資産の増加は
ありましたが、投資有価証券の一部売却や繰延
税金資産の取崩し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13億92
百万円減少し353億94百万円となりました。

（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17,347百万円を分母
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

（特に記載のない限り2021年3月31日現在の状況です。）業績・財務関連情報（連結）
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外国法人等
0.85%

■ 所有者別株主数分布

■ 所有者別株式数分布

その他の法人
0.39%

証券会社
0.06%　 

自己名義
0.00%　 

外国法人等
0.27%

個人その他
99.21%

金融機関
0.06%

金融機関
17.50%

その他の法人
25.40%

証券会社
0.46%

自己名義
9.57%

個人その他
46.22%

＊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

■ 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

35,501名
（前期末 40,026名）

株式の状況

■ 大株主

株主名 所有株式数（百株）

61,000

15,950

9,310

7,545

6,464

6,420

6,283

株式会社オンワードホールディングス

株式会社ソトー

明治安田生命保険相互会社

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

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

（注） 当社所有の自己株式（5,017,055株）は、上記大株主からは除外しております。

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9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』の経営理念を
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.）

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 
　リテール 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

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

38名
866名

■ 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、成田健介の両氏は、社外取締役であります。
 監査役 武田昌邦、城戸真亜子の両氏は、社外監査役であります。

代表取締役社長執行役員

代表取締役常務執行役員

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

鍋　割　　　宰

福　羅　喜代志

齋　藤　文　孝

渡　部　克　男

西　岡　和　行

成　田　健　介

戸　澤　かない

武　田　昌　邦

城　戸　真亜子

■ 取締役および監査役（2021年6月29日現在）

会社概要

■ 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

4,873百万円
4,052百万円
2,626百万円

借入先 借入金残高
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株価（円） 出来高（千株）

出来高

株価

会社情報 株式関連情報（特に記載のない限り2021年3月31日現在の状況です。）


