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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第98期

第３四半期
連結累計期間

第99期
第３四半期
連結累計期間

第98期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年12月31日

自 2021年４月１日
至 2021年12月31日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

売上高 （百万円） 12,703 17,426 17,299

経常損失（△） （百万円） △1,708 △1,589 △2,204

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純損失（△）
（百万円） △3,400 △1,638 △4,513

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △3,764 △1,670 △4,103

純資産額 （百万円） 10,258 8,425 10,628

総資産額 （百万円） 32,902 32,823 35,394

１株当たり四半期（当期）純損
失（△）

（円） △104.55 △50.11 △138.62

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

（円） － － －

自己資本比率 （％） 30.0 23.2 26.9

回次
第98期

第３四半期
連結会計期間

第99期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2020年10月１日

至 2020年12月31日

自 2021年10月１日

至 2021年12月31日

１株当たり四半期純損失（△） （円） △27.32 △5.56

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期

（当期）純損失であるため、記載しておりません。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内

容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

　

当第３四半期連結累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識

している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変

更はありません。

重要事象等について

　当社グループの事業を取り巻く市場環境は、人口減少・少子高齢化に伴う消費者の志向の多様化、新型コロナ

ウイルス感染症の影響など、先行き不透明な状況にあります。当第３四半期連結累計期間もこれらの影響を大き

く受け、重要な営業損失、経常損失及び四半期純損失を計上している状況であり、現時点においては継続企業の

前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

　 しかしながら、当社グループは当第３四半期連結会計期間末の現金及び預金の残高に加え、換金可能な有価証

券を保有しており、当面の資金を確保していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。

　また、当該状況を解消するための取り組みとして、ライフスタイルの変化にともなう消費者の志向や購買行動

の変化に合わせ、品質の向上や魅力ある商品企画に努めるとともに、パターンオーダー事業やEコマース事業の強

化を進め、キャッシュ・フローの改善を図ってまいります。

　以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。

　

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間（2021年４月１日～2021年12月31日）におけるわが国経済は、新型コロナウィルス感

染症の影響により厳しい状況が続いておりましたが、夏以降はワクチン接種の進行とともに感染者数が減少し、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。

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、行動様式の変化等により、極めて厳しい状況が続きました。緊急事態宣言が解除されて集客は

回復いたしましたが、新たな変異ウィルスの感染拡大による影響等、今後に対する懸念は解消されておらず、先行

き不透明な状況が続いております。

このような経営環境のなか、当社グループは「お客様第一」「品質本位」の経営理念を基に、事業の効率化と成

長が期待される事業の強化に取り組んでまいりました。

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、

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

て営業時間の短縮等を行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ながら営業しております。

当第３四半期連結累計期間の売上高は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発令により、商業施設等の臨時

休業や営業時間の短縮、消費者の外出自粛等の影響はありましたが、株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパンが

連結対象になったことや、上記の取り組みを行ったこと等により前年同四半期比で増加いたしました。

当第３四半期連結累計期間の売上総利益は、売上高の増加等に伴い、前年同四半期に比べ3,684百万円増加いたし
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ました。

当第３四半期連結累計期間の営業損失は、社員給与や賃借料、歩合家賃の増加等がありましたが、売上総利益の

増加により、前年同四半期に比べ99百万円減少いたしました。

当第３四半期連結累計期間の経常損失は、補助金収入等が減少しましたが、営業損失の減少等により、前年同四

半期に比べ118百万円減少いたしました。

当第３四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純損失は、子会社清算益等が減少しましたが、固定資

産売却益の増加、投資有価証券評価損の減少、法人税等調整額の減少等により、前年同四半期に比べ1,761百万円減

少いたしました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は17,426百万円（前年同四半期比37.2％増）、営業損失

は1,787百万円（前年同四半期は営業損失1,887百万円）、経常損失は1,589百万円（前年同四半期は経常損失1,708

百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は1,638百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失

3,400百万円）となりました。
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セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①衣料事業

当第３四半期連結累計期間における売上高は、前年同四半期と比較して5,052百万円増加し、15,383百万円（前

年同四半期比48.9％増）、セグメント損失は、前年同四半期と比較して141百万円減少し、1,426百万円（前年同

四半期はセグメント損失1,568百万円）となりました。なお、収益認識会計基準等の適用により、売上高が153百

万円増加し、セグメント損失が151百万円減少しております。

②不動産賃貸事業

当第３四半期連結累計期間における売上高は、前年同四半期と比較して328百万円減少し、2,043百万円（前年

同四半期比13.9％減）、セグメント利益は、前年同四半期と比較して173百万円減少し、401百万円（前年同四半

期比30.2％減）となりました。収益認識会計基準等の適用により、売上高が68百万円増加し、セグメント利益が

68百万円増加しております。

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して2,571百万円減少し、32,823百万円

（前連結会計年度末比7.3％減）となりました。この主な内容は、現金及び預金の減少や建物及び構築物の減少等で

あります。

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比較して2,203百万円減少して8,425百万円

（前連結会計年度末比20.7％減）となり、自己資本比率は23.2％となりました。

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

(3) 研究開発活動

　

記載すべき重要な研究開発活動はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 150,000,000

計 150,000,000

② 【発行済株式】

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2021年12月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2022年２月14日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式 37,696,897 37,696,897

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)

単元株式数は100株で
あります。

計 37,696,897 37,696,897 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

　

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2021年10月１日～

2021年12月31日
－ 37,696 － 6,891 － 5,147
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(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

2021年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

13,727
単元株式数は100株
であります。普通株式 4,979,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 32,700,700 327,007 同上

単元未満株式 普通株式 17,197 － 同上

発行済株式総数 37,696,897 － －

総株主の議決権 － 340,734 －

(注) １．「完全議決権株式（自己株式等）」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が3,606,300株及び株式会社日

本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する1,372,700株が含まれております。

　 ２．「完全議決権株式（その他）」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。

　 ３．単元未満株式数には、当社所有の自己株式が58株含まれております。

② 【自己株式等】

2021年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する所

有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社ダイドーリミテッド

東京都千代田区外神田
三丁目１番16号

3,606,300 1,372,700 4,979,000 13.21

計 － 3,606,300 1,372,700 4,979,000 13.21

(注) 他人名義で所有している理由等

所有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所

「株式給付信託（J-ESOP）」制度の信託
財産として拠出

株式会社日本カストディ銀
行（信託Ｅ口）

東京都中央区晴海１丁目８番12号

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表

について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,723 5,122

受取手形及び売掛金 2,587 ※１ 2,801

棚卸資産 6,122 6,357

その他 1,003 1,172

貸倒引当金 △32 △20

流動資産合計 17,403 15,434

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,213 5,901

その他（純額） 813 753

有形固定資産合計 7,027 6,654

無形固定資産

その他 1,807 1,782

無形固定資産合計 1,807 1,782

投資その他の資産

投資有価証券 7,201 7,076

その他 2,294 2,223

貸倒引当金 △339 △348

投資その他の資産合計 9,155 8,951

固定資産合計 17,990 17,389

資産合計 35,394 32,823
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,376 1,453

短期借入金 6,780 7,111

1年内返済予定の長期借入金 1,535 1,132

未払法人税等 94 112

賞与引当金 251 245

ポイント引当金 90 －

契約負債 － 496

その他 4,420 4,326

流動負債合計 14,548 14,877

固定負債

長期借入金 5,116 4,497

長期預り保証金 2,137 2,226

退職給付に係る負債 209 210

その他 2,753 2,587

固定負債合計 10,217 9,520

負債合計 24,765 24,398

純資産の部

株主資本

資本金 6,891 6,891

資本剰余金 7,910 7,843

利益剰余金 △1,404 △3,314

自己株式 △3,973 △3,928

株主資本合計 9,424 7,492

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △408 △530

為替換算調整勘定 501 665

その他の包括利益累計額合計 92 135

新株予約権 168 177

非支配株主持分 942 619

純資産合計 10,628 8,425

負債純資産合計 35,394 32,823
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

売上高 12,703 17,426

売上原価 7,396 8,435

売上総利益 5,306 8,991

販売費及び一般管理費 7,194 10,778

営業損失（△） △1,887 △1,787

営業外収益

受取利息 172 147

受取配当金 127 101

為替差益 － 25

受取手数料 110 56

補助金収入 150 51

その他 80 90

営業外収益合計 641 474

営業外費用

支払利息 138 148

持分法による投資損失 185 －

為替差損 28 －

支払手数料 66 72

その他 43 55

営業外費用合計 462 276

経常損失（△） △1,708 △1,589

特別利益

固定資産売却益 2 221

投資有価証券売却益 95 －

子会社清算益 ※１ 1,112 －

その他 15 －

特別利益合計 1,225 221

特別損失

固定資産除売却損 33 8

減損損失 8 －

投資有価証券売却損 278 －

投資有価証券評価損 944 －

事業構造改善費用 ※２ 184 ※２ 224

解約違約金 － 90

その他 25 －

特別損失合計 1,476 322

税金等調整前四半期純損失（△） △1,958 △1,689

法人税、住民税及び事業税 57 56

法人税等調整額 1,396 △27

法人税等合計 1,453 29

四半期純損失（△） △3,412 △1,718

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △12 △79

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △3,400 △1,638
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

四半期純損失（△） △3,412 △1,718

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 775 △122

為替換算調整勘定 △1,127 170

その他の包括利益合計 △352 48

四半期包括利益 △3,764 △1,670

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,733 △1,596

非支配株主に係る四半期包括利益 △31 △74
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。」)等を第

1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービ

スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用による主な変

更点は以下の通りです。

　①自社ポイント制度に係る収益認識

当社グループは、顧客に対しカスタマー・ロイヤルティ・プログラムを提供しており、顧客の購入金額に応じてポ

イントを付与し、ポイントの利用に応じて割引を行っております。従来は、付与したポイントの利用に備えるため、

将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、ポイント引当金繰入額等を販売費及び一般管理費

として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定さ

れた独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。

　②有償支給取引に係る収益認識

有償支給取引について、従来は有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務

を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。

③代理人取引に係る収益認識

顧客へのサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る手数料等を純

額で収益を認識する方法に変更しております。なお、当該収益を売上高に計上しております 。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連結会

計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高が221百万円増加し、売上総利益が199百万円増加し、営業損失が219

百万円減少し、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ151百万円減少しております。また、利益剰余金の

当期首残高が271百万円減少しております。

なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法によ

り組替えを行っておりません。

　さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日）第28-15項に定める経過的な

取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりませ

ん。

時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等

を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計

基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計

方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(追加情報)

新型コロナウィルス感染症の影響については、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した当該内容について重要

な変更はありません。
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(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、

四半期連結会計期間末残高に含まれております。

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2021年12月31日)

受取手形 －百万円 ２百万円

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 子会社清算益

前第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日　至 2020年12月31日）

当社連結子会社である大同利美特（上海）有限公司 の清算が結了したことに伴う為替換算調整勘定取崩額などによ

るものであります。

当第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日　至 2021年12月31日）

該当事項はありません。

※２ 事業構造改善費用

前第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）

当社連結子会社である大同佳楽登（馬鞍山）有限公司において、一部工場の操業停止に伴い発生した特別退職金

等であります。

当第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）

　当社連結子会社である株式会社ダイドーフォワードにおいて、希望退職者募集に伴い発生した特別退職金（165百万

円）、有給休暇買取費用等（58百万円）であります。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおり

であります。

前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

減価償却費 982百万円 855百万円

のれんの償却額 68百万円 －百万円

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）

　

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 84 2.50 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

(注) 2020年６月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が保有す

る自社の株式に対する配当金３百万円が含まれております。

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

当第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）

　

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

　となるもの

　 該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

報告セグメント
合計

調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２衣料事業 不動産賃貸事業

売上高

外部顧客への売上高 10,331 2,372 12,703 － 12,703

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 32 32 △32 －

計 10,331 2,404 12,735 △32 12,703

セグメント利益又は損失（△） △1,568 574 △993 △893 △1,887

(注) １．セグメント利益又は損失の調整額△893百万円には、各報告セグメントに配分していない全社収益及び全社

費用△893百万円が含まれております。全社収益は主にグループ子会社からの経営管理指導料であり、全社

費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

当第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

報告セグメント
合計

調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２衣料事業 不動産賃貸事業

売上高

外部顧客への売上高 15,383 2,043 17,426 － 17,426

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 39 39 △39 －

計 15,383 2,082 17,465 △39 17,426

セグメント利益又は損失（△） △1,426 401 △1,025 △761 △1,787

(注) １．セグメント利益又は損失の調整額△761百万円には、各報告セグメントに配分していない全社収益及び全社

費用△761百万円が含まれております。全社収益は主にグループ子会社からの経営管理指導料であり、全社

費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に

関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の「衣料事業」の売上高は153百万円増加、セ

グメント損失は151百万円減少し、「不動産賃貸事業」の売上高は68百万円増加、セグメント利益は68百万円増加

しました。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)

（単位：百万円）

日本 アジア 欧州 北米 その他 連結売上高

衣料事業

　小売部門 10,602 396 － － － 10,998

　卸売部門 638 664 2,818 52 211 4,384

顧客との契約から認識した収益 11,240 1,061 2,818 52 211 15,383

その他の収益 2,043 － － － － 2,043

外部顧客への売上高 13,283 1,061 2,818 52 211 17,426

（注）グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しています。

また、その他の収益には、不動産賃貸収入等が含まれています。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

１株当たり四半期純損失(△) △104円55銭 △50円11銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
(百万円)

△3,400 △1,638

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)(百万円)

△3,400 △1,638

普通株式の期中平均株式数(千株) 32,522 32,703

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株
式で、前連結会計年度末から重要な変動があった
ものの概要

－ －

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失で

あるため、記載しておりません。

２．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純損失の

算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

１株当たり四半期純損失の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第３四半期連結累計期間

1,449千株、当第３四半期連結累計期間 1,387千株であります。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2022年２月14日

株式会社ダイドーリミテッド

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 唯根 欣三

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 佐々木 斉

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ダイド

ーリミテッドの2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2021年10月１日か

ら2021年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ダイドーリミテッド及び連結子会社の2021年12月31日現

在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項

が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない

かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に

おいて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注

記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企

業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財

務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信

じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

(注) １．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。

　



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年２月14日

【会社名】 株式会社ダイドーリミテッド

【英訳名】 DAIDOH LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 鍋 割 宰

【最高財務責任者の役職氏名】 代表取締役常務執行役員管理部門担当 福 羅 喜 代 志

【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田三丁目１番16号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社名古屋証券取引所

　（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

　



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

　

当社代表取締役社長執行役員 鍋割 宰 及び当社最高財務責任者 福羅 喜代志 は、当社の第99期第３四半期

（自 2021年10月１日 至 2021年12月31日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載さ

れていることを確認いたしました。

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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