
平成21年3月期 第2四半期決算短信 
平成20年10月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 山喜株式会社 上場取引所 大 
コード番号 3598 URL http://www.e-yamaki.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 宮本 惠史
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部門長 （氏名） 小林 淳 TEL 06-6764-2211

四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 8,622 ― 88 ― 81 ― 48 ―
20年3月期第2四半期 8,653 △2.0 △153 ― △190 ― △250 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 6.03 ―
20年3月期第2四半期 △31.14 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 14,393 5,706 39.2 701.44
20年3月期 14,562 5,551 37.7 683.14

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,635百万円 20年3月期  5,488百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.00 4.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 16,000 △1.7 90 ― 70 ― 40 ― 4.98

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧ください。]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  8,046,233株 20年3月期  8,046,233株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  11,569株 20年3月期  11,568株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  8,034,664株 20年3月期第2四半期  8,034,710株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　平成20年4月1日から9月30日の６ヶ月間（以下、当第２四半期という）の国内経済は厳しい雇用環境や消費の不振　

　による停滞傾向が続き、特に第２四半期後半、国内大手流通業の衣料品部門においては、販売在庫圧縮のため、仕

入の抑制に動く傾向が顕著となり、衣料品卸売業にとって大変厳しい経営環境となりました。

　このような中、当社グループにおいては、カジュアルウエアについては、ヤングカジュアルを中心とする販売不振

により、前年同期に比べ７.3％の売上減少となったものの、ドレスシャツに関しては、国内販売の減少を海外工場か

らの外部向け販売の伸びが補い、同1.6％の増収となりました。レディースシャツ部門も総額は少ないながら、当社商

品のお取引先での高評価を受け、同6.9％売上を伸ばしました。

　この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は86億22百万円（前年同期比0.4％減）となりましたが、昨年来とり

くんできた原価抑制施策により、営業利益は88百万円、経常利益81百万円、当期純利益48百万円と、いずれも前年同

期の赤字から黒字に転じることができました。 

 　事業のセグメント別の業績は以下のとおりです。

　①事業の種類別セグメント

　シャツ製造販売事業は、上述の要因により、売上高86億2百万円（前年同期比0.4％減）、営業利益82百万円とな

りました。

　不動産賃貸事業につきましては、昨年度下半期より新たに１物件を事業に供したことにより、売上高は20百万円

（前年同期比25.5％増）、営業利益6百万円（前年同期比31.9％増）となりました。　

　②所在地別セグメント

　日本国内においては、上述の要因により、売上高77億92百万円（前年同期比3.4％減）、営業利益55百万円とな

りました。アジア地域においては、ラオス工場の増産および生産効率向上などにより、売上高は19億43百万円（前

年同期比5.8％増）、営業利益22百万円となりました。

※本項における前年同四半期増減率は参考として記載しています

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末の総資産は、在庫処分による棚卸資産の減少、減価償却による有形固定資産の減少等により、前期

末比1億69百万円減の143億93百万円となりました。なお、第２四半期連結会計期間における重要な資産の変動はあり

ません。

　負債合計は前期末比3億24百万円減の86億86百万円となりましたが、これは有利子負債が、前期末比5億36百万円減

少したこと等によるものです。

　純資産合計は57億6百万円で1億55百万円増加しましたが、これは利益剰余金の増加と評価換算差額の増加によるも

のです。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期までの業績は、利益についてはほぼ年度当初の見込みどおりに推移しているものの、売上高について

は前回（平成20年７月30日）公表時の業績予想より低く推移しております。これからの半年間につきましても厳しい

販売環境が続くと予想されることから、今回下記のとおり変更いたしております。

平成21年３月期（平成20年4月1日～平成21年3月31日）の連結業績予想　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益(単位:円)

　前回発表予想(A) 16,800 120 100 70 8.71

　今回発表予想(B) 16,000 90 70 40 4.98

　増減額(B-A) △800 △30 △30 △30 △3.73

　増減率（％） △4.8 △25.0 △30.0 △42.9 △42.8

　（参考）

平成20年3月期
16,270 △503 △616 △996 △124.04



４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　①法人税の納付税額の算定に際しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。

 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,199,404 1,081,573

受取手形及び売掛金 2,752,299 2,768,167

製品 4,608,725 4,759,259

原材料 180,068 299,430

仕掛品 58,172 60,175

その他 530,709 421,290

貸倒引当金 △2,620 △2,010

流動資産合計 9,326,757 9,387,886

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,885,906 1,964,900

土地 2,188,970 2,216,802

その他（純額） 383,143 375,777

有形固定資産合計 4,458,020 4,557,481

無形固定資産 400,514 400,830

投資その他の資産   

投資その他の資産 209,869 218,517

貸倒引当金 △2,070 △2,070

投資その他の資産合計 207,798 216,446

固定資産合計 5,066,334 5,174,758

繰延資産 16 19

資産合計 14,393,108 14,562,664

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,933,401 2,622,680

短期借入金 2,690,219 2,819,413

1年内返済予定の長期借入金 721,115 1,008,044

未払法人税等 38,632 19,630

賞与引当金 91,500 114,900

返品調整引当金 198,000 126,000

その他 656,666 819,530

流動負債合計 7,329,534 7,530,199

固定負債   

長期借入金 918,500 1,039,193

役員退職慰労引当金 31,830 29,950

その他 406,915 412,308

固定負債合計 1,357,245 1,481,451

負債合計 8,686,780 9,011,650



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,940,997 2,940,997

資本剰余金 2,946,470 2,946,470

利益剰余金 △615,054 △631,353

自己株式 △1,775 △1,775

株主資本合計 5,270,638 5,254,338

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,466 35,356

繰延ヘッジ損益 △144,593 △285,335

土地再評価差額金 368,457 368,457

為替換算調整勘定 113,873 115,957

評価・換算差額等合計 365,203 234,436

少数株主持分 70,487 62,238

純資産合計 5,706,328 5,551,014

負債純資産合計 14,393,108 14,562,664



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 8,622,491

売上原価 6,354,164

返品調整引当金繰入額 72,000

売上総利益 2,196,327

販売費及び一般管理費 2,107,600

営業利益 88,726

営業外収益  

受取利息 6,801

仕入割引 11,282

為替差益 7,530

受取配当金 1,355

その他 27,656

営業外収益合計 54,627

営業外費用  

支払利息 46,106

その他 15,728

営業外費用合計 61,834

経常利益 81,519

特別利益  

固定資産売却益 3,675

投資有価証券売却益 1

特別利益合計 3,676

特別損失  

固定資産除売却損 31

減損損失 1,437

特別損失合計 1,469

税金等調整前四半期純利益 83,726

法人税等 25,580

少数株主利益 9,708

四半期純利益 48,437



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 83,726

減価償却費 135,728

減損損失 1,437

受取利息及び受取配当金 △8,157

支払利息 46,106

投資有価証券売却損益（△は益） △1

固定資産除売却損益（△は益） △3,643

売上債権の増減額（△は増加） 4,851

たな卸資産の増減額（△は増加） 250,889

仕入債務の増減額（△は減少） 343,365

未収入金の増減額（△は増加） △112,130

その他 63,450

小計 805,623

利息及び配当金の受取額 6,897

利息の支払額 △50,054

法人税等の支払額 △13,282

営業活動によるキャッシュ・フロー 749,184

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △118,946

有形固定資産の取得による支出 △100,851

有形固定資産の売却による収入 21,118

無形固定資産の取得による支出 △500

投資有価証券の取得による支出 △976

投資有価証券の売却による収入 23

その他 229

投資活動によるキャッシュ・フロー △199,902

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 △77,969

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △707,622

配当金の支払額 △31,973

財務活動によるキャッシュ・フロー △517,565

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,115

現金及び現金同等物の期首残高 579,256

現金及び現金同等物の四半期末残高 578,141



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年4月１日　至　平成20年９月30日）

 

シャツ製造

販売事業

（千円）

不動産賃貸

事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売

上高
8,602,230 20,261 8,622,491 － 8,622,491

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 8,602,230 20,261 8,622,491 － 8,622,491

営業利益 82,298 6,428 88,726 － 88,726

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、事業内容等を勘案して区分したものであります。

２．各区分に属する主要な事業の内容

  シャツ製造販売事業・・・ドレスシャツ、カジュアル及びレディースシャツの製造販売に関する事業

  不動産賃貸事業・・・・・不動産の賃貸に関する事業

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年4月１日　至　平成20年９月30日）

 
日本

（千円）
アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 7,792,544 829,947 8,622,491 － 8,622,491

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ 1,113,193 1,113,193 (1,113,193) －

計 7,792,544 1,943,140 9,735,685 (1,113,193) 8,622,491

営業利益 55,179 22,438 77,617 11,108 88,726

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域・・・アジア：タイ、中国、ラオス、シンガポール

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  8,653,984 100.0

Ⅱ　売上原価  6,280,069 72.6

　返品調整引当金繰入額  6,000 0.0

売上総利益  2,367,914 27.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費  2,521,469 29.2

営業損失  △153,554 △1.8

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 8,856   

２．配当金 1,588   

３．仕入割引 12,877   

４．その他 11,470 34,793 0.4

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 44,632   

２．その他 26,692 71,325 0.8

経常損失  △190,085 △2.2

Ⅵ　特別利益    

１．固定資産売却益 577 577 0.0

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除売却損 4,684   

２．減損損失 27,718   

３．過年度役員退職慰労引当金
繰入額

26,150 58,552 0.7

税金等調整前中間純損失  △248,060 △2.9

法人税、住民税及び事業税 10,453   

法人税等調整額 － 10,453 0.1

少数株主利益  △8,351 △0.1

中間純損失  △250,162 △2.9



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 △248,060

減価償却費　 145,829

受取利息及び受取配当金　 △10,445

支払利息　 44,632

固定資産除売却損益　 4,106

減損損失 27,718

売上債権の増減額　 △181,511

たな卸資産の増減額　 △446,508

仕入債務の増加額 506,272

未収入金の増減額 15,843

その他 66,327

小計 △75,796

利息及び配当金の受取額 10,400

利息の支払額 △39,627

法人税等の支払額　 △15,060

営業活動によるキャッシュ・フロー △120,083

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △80,952

有形固定資産の売却による収入 606

無形固定資産の取得による支出　 △175

投資有価証券の取得による支出　 △1,019

その他 100

投資活動によるキャッシュ・フロー △81,440

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額 247,586

長期借入金による収入 780,000

長期借入金の返済による支出 △332,622

社債償還による支出 △500,000

自己株式の取得による支出 △24

配当金の支払額 △31,484

財務活動によるキャッシュ・フロー 163,455



前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 17,011

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 △21,056

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 612,268

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 591,211



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 
シャツ製造
販売事業
（千円）

不動産賃貸
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 8,637,844 16,140 8,653,984 － 8,653,984

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 8,637,844 16,140 8,653,984 － 8,653,984

営業利益 △158,426 4,872 △153,554 － △153,554

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、事業内容等を勘案して区分したものであります。

２．各区分に属する主要な事業の内容

  シャツ製造販売事業・・・ドレスシャツ、カジュアル及びレディースシャツの製造販売に関する事業

　不動産賃貸事業・・・・・不動産の賃貸に関する事業

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 
日本

（千円）
アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 8,068,185 585,799 8,653,984 － 8,653,984

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 1,251,368 1,251,368 (1,251,368) －

計 8,068,185 1,837,167 9,905,352 (1,251,368) 8,653,984

営業利益 △156,339 △4,282 △160,621 7,067 △153,554

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域・・・アジア：タイ、中国、ラオス

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。



６．その他の情報

　生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

事業の種類別
セグメンの名称

当第２四半期連結累計期間
  （自　平成20年４月１日

至　平成20年９月30日）

前中間連結会計期間
（自  平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

 
比較増減

 

   金額(千円) 構成比(%)     金額(千円) 構成比(%)  金額(千円) 増減率(%)

ドレスシャツ 4,048,106 72.7 4,376,241 70.2 △328,135 △7.5

カジュアルシャツ 1,342,402 24.1 1,680,768 26.9 △338,366 △20.1

レディースシャツ 177,026 3.2 181,377 2.9 △4,351 △2.4

シャツ製造販売事業

小計
5,567,535 100.0 6,238,387 100.0 △670,852 △10.8

不動産賃貸事業 － － － － － －

合計 5,567,535 100.0 6,238,387 100.0 △670,852 △10.8

 

(2）受注実績

　原則として、受注生産は行っておりません。

　

(3）販売実績

事業の種類別
セグメンの名称

当第２四半期連結累計期間
　（自  平成20年４月１日

至  平成20年９月30日）

前中間連結会計期間
（自  平成19年４月１日

至  平成19年９月30日）

 
比較増減

 

   金額(千円) 構成比(%)    金額(千円) 構成比(%)  金額(千円) 増減率(%)

ドレスシャツ 6,357,370 73.7 6,255,332 72.3 102,037 1.6

カジュアルシャツ 1,973,279 22.9 2,128,391 24.6 △155,112 △7.3

レディースシャツ 271,581 3.2 254,120 2.9 17,461 6.9

シャツ製造販売事業

小計
8,602,230 99.8 8,637,844 99.8 △35,613 △0.4

不動産賃貸事業 20,261 0.2 16,140 0.2 4,121 25.5

合計 8,622,491 100.0 8,653,984 100.0 △31,492 △0.4
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