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株主名簿管理人
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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）
受付時間　9：00～17：00（土日休日を除く）
https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/
https://faq-agency.smtb.jp/?site_domain=personal
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
東京証券取引所スタンダード市場
名古屋証券取引所プレミア市場

■ 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。なお、お手続き方法やよくあるご質問は、上記「よくある
ご質問（FAQ）」サイトでご確認いただけます。

■ 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の長期化に伴い
国内外で当社事業への影響が続き、今期も損失を
計上することとなりましたが、前期に比べて当期純損
失額を減少させることができました。事業環境を鑑み、
手元流動性の確保を最優先し、経営の安定化を図る
ことが重要と判断し、誠に遺憾ながら2022年3月期
は配当の実施を見送らせていただいております。

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、業績の改
善に向けて尽力してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご
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、新型コロナウィルス感染
症の影響が長期化する中、夏以降はワクチン接種の進行とともに緊
急事態宣言が解除され、緩やかな回復傾向が見られましたが、本年
年明け以降は変異株の感染急拡大により再び悪化いたしました。
　衣料品業界におきましては、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、極めて厳しい状況が続きました。
　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つとめるとともに、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コマースにおける収益
拡大の取り組みの一環として、店舗スタッフによるデジタル接客の仕
組みを導入し、実店舗とオンラインストアが一体となったシームレスな
サービスの提供に取り組んでおります。
　不動産賃貸事業では、小田原の商業施設「ダイナシティ」は、緊急
事態宣言発令時も、地域のライフラインとして営業時間の短縮などを
行ないながら営業を継続し、新テナントも誘致して感染対策を講じて
営業しております。
　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
24,609百万円（前期比42.3％増）、経常損失は1,615百万円（前
期は経常損失2,204百万円）、投資有価証券売却損や減損損失な
どの特別損失2,154百万円を計上した結果、親会社株主に帰属す
る当期純損失は3,544百万円（前期は親会社株主に帰属する当期
純損失4,513百万円）となりました。

　2022年3月期は、国内で希望退職者の募集を行い、一部ブランド
の休止や不採算店舗の閉店とともに本部人員の削減を実行し、事

業体制を縮小いたしました。黒字化に向けた主な取り組みとして、小
売事業新生、海外事業拡大、不動産賃貸事業効率化に注力してま
いります。
　衣料事業の小売部門は、新型コロナウィルスの影響を受けて苦戦
が続いてきましたが、安定的な黒字化に向け、仕入の適正化により
在庫効率を改善し、値引販売の抑制や廃棄処分の削減を進めてお
ります。ニューヨーカーは、セミラグジュアリー化を進め、各販売チャネ
ルで適正価格を維持し、生まれ変わる気持ちで「新生」をかかげて利
益確保に向けて取り組んでまいります。新たに連結子会社となった株
式会社ブルックス ブラザーズ ジャパンは、2022年3月期は営業黒
字に業績を回復することができ、利益の拡大を目指してまいります。
　「ニューヨーカー」と「ブルックス ブラザーズ」を小売事業の柱とし
て、グループ内の製造部門を活用し、お客様が求める品質とそれに見
合う価格を維持し、「よろこばれる質」を提供することで、お客様からの
信頼を獲得することを目指してまいります。
　また、中国をはじめとするアジア地域における小売事業の拡大を目
的として、4月に新たに中国・アジア事業推進室を設置いたしました。
中国ではニューヨーカー商品を販売する店舗を展開しており、パター
ンオーダーの取り扱い店舗を増やし、商品構成の幅を広げることも検
討しております。中国をはじめとするアジア地域を売上拡大の余地が
ある市場ととらえ、小売事業の拡大に取り組んでまいります。
　イタリアでファッションウェアとスポーツウェア向けの素材を製造す
るポンテトルトでは、環境に配慮した素材への需要の高まりにともな
い、同社が開発したリサイクル素材や生分解素材は高い評価を得て
おり、スポーツウェア向け素材の受注が大きく伸びております。グルー
プ内との取り組みも増やし、売上拡大や新たな素材開発を目指して
まいります。
　小田原のショッピングセンター「ダイナシティ」は営業開始から30

年近くが経過し、商圏の環境は変化してきております。地域のニーズ
が変わる中、新しい業態のテナントも誘致しており、今年に入り核テ
ナントの1つであるイトーヨーカドーの面積を縮小し、4月に家電量販
店が新規オープンいたしました。今後も地域の皆様に喜んでいただけ
るテナントを誘致し、地域との共生を意識して運営してまいります。
　不動産賃貸事業では、今後も保有資産を有効に活用し、事業の
安定化を図ってまいります。

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。
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代表取締役社長執行役員 鍋割　宰
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当期の営業の概況

中長期的な取り組み

　2022年4月4日に東京証券取引所の市場区分の見直しが
行われ、プライム市場、スタンダード市場、グロース市場の3市場
に再編されました。当社はスタンダード市場の上場維持基準を
満たしており、4月4日付でスタンダード市場に移行いたしました。
　スタンダード市場は、公開された市場における投資対象とし
て一定の時価総額（流動性）を持ち、上場企業としての基本的
なガバナンス水準を備えつつ、持続的な成長と中長期的な企
業価値の向上にコミットする企業向けの市場であります。今後と
も、業績の向上、ガバナンスの強化に努めてまいります。

　2022年3月末の基準日から、当社株式を100株以上保有
の株主様を対象に「ブルックス ブラザーズ オンラインショップ」
でご利用いただける買物割引券を追加して贈呈することといた
しました。
　注力事業のひとつであるEコマース事業に対するご理解をさ
らに深めていただくとともに、当社グループの取り扱い商品をご
愛用いただければ幸いです。

スタンダード市場の選択

株主優待制度の一部変更



　当社グループの主力ブランド「ニューヨーカー」では、ブランドシンボルの「ハウスタータン」柄を

使用したアイテムコレクションを2021年秋冬より充実させ、ブランドアイデンティティの強化を

図っております。シャツ、Tシャツ、ニットなどの衣料アイテムからマスクやエコバッグといったグッズま

で、バリエーション豊かに提案しています。

　当社グループのポンテトルトは、2022年3月8日に創立70周年を迎えました。

　イタリア・トスカーナ州のプラトー工業地帯にて服地メーカーとして創立以来、ファッション衣料

用の生地の製造とともに、新素材開発にも力を注いできました。特に、イタリアで初めて生産を開

始したフリース素材は、現在ポンテトルトを代表する素材の一つとなっています。また、昨今のマイ

クロプラスチック問題に対応した「バイオパイル」を開発するなど、環境問題にも積極的に取り組

んでおります。

　これからもポンテトルトは、創造的で革新的な商品の開発に取り組んでまいります。

環境配慮型素材「バイオパイル」は、海水でも生分解する天然由来の再生セルロース

繊維を使用することで、フリースのマイクロプラスチックファイバーが洗濯時に放出され

る課題に対応しています。

ニューヨーカー、ハウスタータンアイテムを充実 ポンテトルトは、創立70周年を迎えました。

NEWYORKER House Tartan

ポンテトルト社
外観

ネイビー、ホワイトをベースに、ブラック、バーガンディ、ブルーのアクセントカラーで構成されるニューヨーカーのブランドシンボル「ニュー

ヨーカー・ハウスタータン」は、タータン発祥の地スコットランドで世界のタータン柄の認定を行う政府行政機関スコットランド・タータン登

記所（The Scottish Register of Tartans）に登録されている正式なタータンです。

ハウスタータン柄を
使用した
アイテム
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衣料事業において、
サステナブルな取り組みを実施

　ダイドーリミテッドグループでは、「お客様第一」「品質本位」を経営理念に、常により良い品質の商品・サービスを提供し、持続可能で豊かな社会の

実現に貢献していくことを目指しております。衣料事業においては、環境に配慮したものづくりやサービスを通して、循環型社会に向けた取り組みを

行っています。

　当社は、今後も継続的に、環境の持続可能性に配慮した取り組みを推進してまいります。

ダイナシティ、イースト館のリニューアルが進行中

ダイドーフォワードのアパレル小売部門では、リサイクル素材およびオーガニックコットンなどを使った地球環境に配

慮した商品の販売や、不要な衣料品を資源として有効活用するためのリサイクル回収、資源の節約やごみ削減に

つながるマイバッグの利用促進といった取り組みを「NY.CYCLE（エヌワイ・サイクル）」として推進しています。

ブルックス ブラザーズ ジャパンでは、2022

年4月1日から30日まで、「サスティナ

BROOKS」と題し、ブルックス ブラザーズ

製品のリサイクル回収や、より長く大切に

着用いただくためのクリーニング・リペア

サービスの提供など、サステナブル推進

キャンペーンを行いました。

「NY.CYCLE（エヌワイ・サイクル）」

「サスティナBROOKS」

　ダイドーフォワードが運営するショッピングセンター「ダイナシティ」（神奈川県・小田原市）では、さらに地

域に愛される施設を目指し、イースト館のリニューアルを進めております。その一環として、2022年4月22

日に、当施設としては初の家電専門店の導入となる、家電と暮らしの「エディオン」がイースト館3階に約2,485㎡の広さでオープンしました。

　ダイナシティは、衣料品から食品、家電まで、地域のあらゆる世代の住民の皆様の暮らしをサポートするライフスタイルの発信拠点として、今後

も引き続き、地域密着・地域共生を図りながら、施設全体の魅力を高めてまいります。
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△1,771 21.6

前期末
2021年3月31日現在

当期末
2022年3月31日現在 増減額

（資産の部）
流動資産 17,403 15,654 △ 1,749
固定資産 17,990 16,143 △ 1,846

　有形固定資産 7,027 6,480 △ 546
　無形固定資産 1,807 1,649 △ 158
　投資その他の資産 9,155 8,014 △ 1,141
資産合計 35,394 31,798 △ 3,596

（負債の部）
流動負債 14,548 15,000 452
固定負債 10,217 9,083 △ 1,133

負債合計 24,765 24,084 △ 681

（純資産の部）
株主資本 9,424 5,589 △ 3,834

その他の包括利益累計額 92 1,284 1,191

新株予約権 168 181 13
非支配株主持分 942 658 △ 284

純資産合計 10,628 7,713 △ 2,914
負債純資産合計 35,394 31,798 △ 3,596

小田原の商業施設「ダイナシティ」は、新型
コロナウィルスの感染拡大防止策を講じなが
ら通年で営業し来館客数が回復いたしました
が、オフィスビルの一部テナントの退去などに
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

小売部門は、新型コロナウィル
ス感染症の影響により、店舗の
営業時間短縮や一時休業など
はありましたが、秋冬衣料の販売
が好調に推移し、製造部門は取
引先企業からの受注に回復が
見られました。
株式会社ブルックス ブラザーズ
ジャパンが新たに連結子会社に
加わったこともあり、売上高は前
期比で増加いたしました。

衣料事業

88.8％
11.2％

前期
2020年4月  1日〜
2021年3月31日

当期
2021年4月  1日〜
2022年3月31日

増減額

売上高 17,299 24,609 7,309

売上原価 10,150 11,661 1,511

売上総利益 7,149 12,947 5,798

販売費及び一般管理費 9,676 14,718 5,041

営業損失（△） △ 2,527 △ 1,771 756

営業外収益 794 592 △ 201

営業外費用 471 437 △ 34

経常損失（△） △ 2,204 △ 1,615 588

特別利益 2,536 223 △ 2,312

特別損失 3,321 2,154 △ 1,167

税金等調整前当期純損失（△） △ 2,990 △ 3,546 △ 555

法人税、住民税及び事業税 79 72 △ 7

法人税等調整額 1,453 △ 32 △ 1,485

当期純損失（△） △ 4,523 △ 3,586 936

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △ 9 △ 41 △ 32

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △ 4,513 △ 3,544 968

買掛金、未払費用などの増加はありましたが、
長短借入金、未払金の減少などにより、負債合
計は前期末比6億81百万円減少し240億84
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29
億14百万円減少し77億13百万円、自己資本
比率は21.6％（前期末は26.9％）となりました。

■ 純資産合計

■ 資産合計
たな卸資産の増加はありましたが、現金及び預
金の減少、投資有価証券の一部売却や減損
損失の計上などにより、資産合計は前期末比
35億96百万円減少し317億98百万円となり
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24,661百万円を分母
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2022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
0.63%

■ 所有者別株主数分布

■ 所有者別株式数分布

その他の法人
0.38%

証券会社
0.06%　 

自己名義
0.00%　 

外国法人等
0.28%

個人その他
99.24%

金融機関
0.04%

金融機関
15.99%

その他の法人
25.18%

証券会社
0.65%

自己名義
9.54%

個人その他
48.00%

＊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

32,845名
（前期末 35,501名）

株式の状況

■ 大株主

株主名 所有株式数（百株）

61,000

20,037

15,950

6,464

6,420

6,283

4,655

3,500

株式会社オンワードホールディングス

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

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

日本毛織株式会社
（注） 当社所有の自己株式（4,947,768株）は、上記大株主からは除外しております。

0

3,000

6,000

9,000

15,000

12,000

0

100

200

300

500

400

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

株価（円） 出来高（千株）

出来高

株価

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 
　セールス 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

35名
827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

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（2022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

4,366百万円
3,300百万円
2,350百万円

借入先 借入金残高

（特に記載のない限り2022年3月31日現在の状況です。）

会社情報 株式関連情報


