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１．１８年３月期の連結業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日）
(1)連結経営成績 (注)金額は単位未満を切捨て、比率は四捨五入して表示しています。

百万円 百万円 百万円

１８年３月期 ( ) ( ) ( )
１７年３月期 ( ) ( ) ( )

百万円 円 銭 円 銭

１８年３月期 ( )
１７年３月期 ( )
(注)①持分法投資損益 百万円 百万円

　　②期中平均株式数(連結) 株 株

　　③会計処理の方法の変更 無

　　④売上高､営業利益､経常利益､当期純利益における％表示は､対前期増減率

(2)連結財政状態

百万円 百万円 銭

１８年３月期 . 74
１７年３月期 . 39
(注)期末発行済株式数(連結) 株 株

(3)連結キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

１８年３月期
１７年３月期

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
　　連結子会社数 8 社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
　　　連結(新規) －社 (除外) －社 　　持分法(新規) －社 (除外) －社

２．１９年３月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

百万円 百万円 百万円

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 25 円 15 銭

　上記の業績予想は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により、上記予想数値と

異なる可能性があります。上記の業績予想に関する事項は、添付資料の 4ページを参照してください。

10.0

△ 1,695

32,199,940

財務活動による
キャッシュ･フロー

32,206,781

1,066
1,440

△ 166

41.0

810通 期

売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益
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企業集団の状況

　当企業集団は、株式会社ルシアン(当社)及び子会社11社により構成されており、婦人衣料を
中心とする繊維製品・服飾雑貨類の製造販売業及び輸出入を主な事業とし、その他に不動産の
賃貸･管理･売買、外食業等の事業を営んでいます。
　事業の内容と当社及び子会社の当該事業における位置付け並びに事業の種類別セグメントと
の関連は、次のとおりであります。

繊維製品事業 当社
大連保税区露香国際貿易有限公司
㈱ルシアンナガサキ
㈱ルシアン竜王レース
大連露香時装有限公司
海城露蝶服装有限公司
ﾙｼｱﾝﾍﾞﾄﾅﾑｶﾝﾊﾟﾆｰﾘﾐﾃｯﾄﾞ
浙江嘉興露香紡織有限公司
ルシアン関東流通㈱

その他の事業 ㈱カラスマプラザ
㈱ルシアンビジネスサービス

事業の系統図は次のとおりであります。

得 意 先

↑ ↑
繊維製品事業 ｜ ｜

｜その他の事業 ｜
連結子会社 ｜ ｜
 ルシアン関東流通㈱ ｜ 連結子会社 （不動産・外食関連）

物流業務 ｜  ㈱カラスマプラザ
｜ 不動産管理業務
｜

当 社

（ファッショングッズの販売）

製造
連結子会社
 ㈱ルシアン竜王レース
 浙江嘉興露香紡織有限公司

製造
連結子会社
 ㈱ルシアンナガサキ
 ﾙｼｱﾝﾍﾞﾄﾅﾑｶﾝﾊﾟﾆｰﾘﾐﾃｯﾄﾞ
 大連露香時装有限公司
 海城露蝶服装有限公司

労 働 者 派 遣 業 国内

物 流 管 理 会 社 国内
ビルの賃貸管理･外食業 国内

海外
製 造 会 社 国内

海外

事 業 区 分 主 な 事 業 内 容 会 社 名
販 売 会 社 国内
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経営方針

（ａ）会社の経営の基本方針
　当社は「衣文化の向上を通じて、一人でも多くの女性を美しく幸せにする」ことを目的
とし、「お客様に最大の感動を与えるため、心踊る新しい商品を提供し続ける」ことを方
針に掲げ、顧客満足度Ｎｏ．１企業となるべく、女性ファッション分野を中心に、高品質
で感性豊かな商品の提供を永続的に目指しております。そしてこの事業を通じてより良い
明日への前進・進歩・改善を常に目指して、心豊かな社会づくりに貢献することを使命と
しております。

（ｂ）会社の利益配分に関する基本方針
　当社は、長期的な視点から安定配当の継続を重視しながら、企業体質の強化や将来の事
業展開に備えるための内部留保の充実を基本方針としています。

（ｃ）目標とする経営指標
　過去数年の弊社業績を鑑み、連結営業利益および連結営業キャッシュ・フローの黒字増
大化を第一の指標とし、その結果株主資本の増大化に専念いたします。

（ｄ）中長期的な会社の経営戦略
　当社は、インナーウェア、アウターウェア、レース・テキスタイル、手芸用品等の幅広
い女性ファッション関連商品群を中心にマーケットに展開していますが、急速かつ短サイ
クルで変化する消費者ニーズに迅速に対応するため、「スピード、グローバル、フェア」
をキーワードに情報武装やビジネスプロセスの抜本的改革を進め、高収益型企業体質の早
期実現に努めております。
　特に第６０期からの「中期３ヵ年計画」では、「コーポレートブランド“ルシアン”の
確立」を目標に、当社が新しさと信頼のブランドとなるべく、ブランディング・品質・
マーケティングを会社の重点強化課題として、自社ブランド品の拡販、グローバルサプラ
イチェーンの強化等に取り組んでまいります。
　このほか継続して、ステークホルダーへの積極的な情報開示や人事処遇面での成果主義
の徹底等、新しい時代に対応した経営基盤の強化に努めております。

（ｅ）会社の対処すべき課題
　当社は不採算部門の撤退等により連続して減収となりましたが、採算部門間の事業効率
のレベル合わせと増収増益基調への転換を果たすことを、新中期計画での骨子としており
ます。

（ｆ）親会社等に関する事項
該当事項はありません。
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経営成績及び財政状態

（ａ）経営成績

（１）当期の概況
　当期におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に、設備投資の増加に支えられ個人
消費も緩やかに増加するなど、景気は回復基調で推移してまいりました。
　ファッション衣料業界におきましては、春物衣料は低気温の影響で伸び悩んだものの、
「クール ビズ」や「ウォーム ビズ」効果に加え厳冬効果で防寒衣料の需要が拡大するな
ど、衣料品市場は総じて堅調に推移いたしました。
　このような状況のもと、当社グループにおきましては、お客様一人ひとりの満足度向上
を図るべく、新商品の開発体制の強化、品質管理システムの強化などあらゆる方策を実施
し、全社をあげて企業体質の強化と収益の確保に取り組んでまいりました。

　その結果、売上高は 212億37百万円（前期比 98.2％)と前期を下回りましたが、利益面
につきましては、営業利益は 5億87百万円 (前期比102.9％)、経常利益は 6億18百万円
(前期比 110.0％)となり前期に比べ改善いたしました。当期純利益につきましては、減損
損失を計上したこともあって最終的に 4億69百万円(前期比 87.7％)となりました。

　セグメント別では、 繊維製品事業は売上高 205億25百万円 (前期比98.0％)、営業利益
は 5億82百万円(前期比100.2％)となりました。
　その他の事業の売上高は 7億11百万円(前期比105.6％)、営業利益は 4百万円（前期 営
業損失11百万円)となりました。

（２）次期の見通し
　次期業績の予想につきましては、引き続き国内景気は回復基調で推移すると見られるも
のの、原油価格の高騰による原材料価格の上昇や家計部門における所得税減税の縮小、消
費税率引き上げ論議による個人消費の伸びの鈍化など、引き続き予断を許さない経営環境
が続くものと予想されます。
　このような情勢のもと、当社といたしましては、今第６１期は「中期３ヵ年計画」の２
年目として最終年度に向けての最も重要な実行の一年と位置付け、各事業部門の不十分な
取り組みや弱点を抽出して資源の再投入を図るとともに、ルシアンの企業ブランドの存在
感を高め、一層の収益力の向上を図り、更なる企業価値の向上に努める所存です。
　以上により、売上高は 207億円、経常利益は 5億円、当期純利益は 8億10百万円を見込
んでおります。

（ｂ）財政状態
　当期における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、10億66百万円となりまし
た。
　営業活動によるキャッシュ・フローは、1億86百万円の増加（前年同期 15億81百万円の
増加）となりました。
　投資活動によるキャッシュ・フローは、 4億15百万円の減少（前年同期 1億 5百万円の
増加）となりました。これは主に固定資産及び投資有価証券の取得によっています。
　財務活動によるキャッシュ・フローは、 1億66百万円の減少（前年同期16億95百万円の
減少）となりました。これは主に借入金の返済によっています。
　キャッシュ・フロー指標のトレンド

14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期
株主資本比率　(％) 12.3 31.2 36.6 41.0 46.8
時価ベースの株主資本比率(％) 9.1 10.1 30.1 89.6 65.3
債務償還年数　(年) － 8.1 4.6 1.7 14.1
インタレスト・カバレッジ・レシオ － 2.9 6.1 18.7 2.7

株主資本比率：株主資本／総資産
時価ベースの株主資本比率(％)：株式時価総額／総資産
債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い
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連結財務諸表等
（１）連結貸借対照表

金 額 金 額

（資産の部） ％ ％

Ⅰ　流動資産

1 現金及び預金

2 受取手形及び売掛金

3 たな卸資産

4 繰延税金資産

5 その他

貸倒引当金

流動資産合計

Ⅱ　固定資産

1 有形固定資産

(1)建物及び構築物

(2)土地

(3)その他

減価償却累計額

有形固定資産合計

2 無形固定資産

(1)電話加入権等

3 投資その他の資産

(1)投資有価証券

(2)長期貸付金

(3)繰延税金資産

(4)その他

貸倒引当金

投資その他の資産合計

固定資産合計
資産合計

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

1 支払手形及び買掛金

2 短期借入金

3 未払法人税等

4 引当金

5 その他

流動負債合計

Ⅱ　固定負債

1 長期借入金

2 繰延税金負債

3 退職給付引当金

4 役員退職給与引当金

5 連結調整勘定

6 その他

固定負債合計

負債合計

（少数株主持分）

少数株主持分

（資本の部）

Ⅰ　資本金

Ⅱ　資本剰余金

Ⅲ　利益剰余金

Ⅳ  その他有価証券評価差額金

Ⅴ　為替換算調整勘定

Ⅵ　自己株式

資本合計
100.0負債､少数株主持分及び資本合計 14,348,484 100.0 14,313,840

6,721,429 46.8 5,874,235 41.0

△ 143,895 △ 1.0 △ 141,836 △ 1.0

27,949 0.2 △ 57,541 △ 0.4

694,744 4.8 303,411 2.1

1,315,859 9.2 943,429 6.6

719,971 5.0 719,971 5.0

4,106,800 28.6 4,106,800 28.7

63,819 0.5 58,262 0.4

7,563,235 52.7 8,381,343 58.6

2,886,538 20.1 3,566,375 24.9

10,041 11,830

62,847 80,804

63,315 61,565

666,801 779,643

263,864 469,532

1,819,669 2,163,000

4,676,696 32.6 4,814,967 33.7

399,171 376,966

135,160 134,600

28,016 38,894

829,908 554,320

3,284,439 3,710,187

14,348,484 100.0 14,313,840 100.0
6,626,000 46.2 6,310,916 44.1

3,009,187 1,727,877

△ 30,000 △ 32,000

625,544 522,517

337,065 －

46,746 44,750

2,029,830 1,192,609

22,422 29,781

3,594,390 4,553,257

△ 3,569,874

1,461,129 7,406,463

△ 3,812,073

1,306,095 8,123,132

1,517,647 2,078,429

4,427,686 4,738,606

7,722,484 53.8 8,002,924 55.9

△ 41,695 △ 83,820

238,557 297,452

202,000 121,200

1,811,179 1,774,821

4,445,816 4,452,714

1,066,626 1,440,557

(単位：千円）

　　　　　　　　期　　別
科　　目

当連結会計年度 前連結会計年度

(平成18年3月31日現在) (平成17年3月31日現在)

構成比 構成比
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（２）連結損益計算書

期 別

科 目 金 額 金 額

％ ％

Ⅰ  売上高

Ⅱ  売上原価

売上総利益

Ⅲ  販売費及び一般管理費

 営業利益

Ⅳ  営業外収益

1 受取利息

2 その他

Ⅴ  営業外費用

1 支払利息

2 その他

 経常利益

Ⅵ  特別利益

1 固定資産売却益

2 投資有価証券売却益

3 その他

Ⅶ  特別損失

1 固定資産除売却損

2 移転による損失

3 減損損失

4 その他

税金等調整前当期純利益

法人税等調整額

当期純利益

（３）連結剰余金計算書

期 別

科 目 金 額 金 額

（資本剰余金の部）

Ⅰ 資本剰余金期首残高

Ⅱ 資本剰余金期末残高

（利益剰余金の部）

Ⅰ 利益剰余金期首残高

Ⅱ 利益剰余金増加高

当期純利益

Ⅲ 利益剰余金減少高

配当金

Ⅳ 利益剰余金期末残高

連結会社の増加による減少高 － 96,620 20,957

当連結会計年度 前連結会計年度

(
自　平成17年 4月 1日

) (
自　平成16年 4月 1日

至　平成18年 3月31日

少数株主利益

469,049 2.2

法人税､住民税及び事業税 23,405 22,162

△ 888,800 －△ 865,394 △ 4.1

41,031 12,666

△ 394,618 △ 1.9

47,610 －

969,886 －

252 150,460

－ 72,951

42,198 81,26746,105 0.2

70,644 93,301

2,250 1,609

124,250 135,489126,501 0.6

(単位：千円）

当連結会計年度 前連結会計年度

( ) ( )
至　平成18年 3月31日

1,315,859 943,429

87,396

96,620 66,438

469,049 534,712

943,429 496,114

719,971 719,971

719,971 719,971

)
至　平成17年 3月31日

534,712 2.5

1,725 0.0 △ 233 △ 0.0

22,162 0.1

556,641 2.6

1,058,781 5.0 163,127 0.7

157,700 0.7

3,906 3,481

145,697 0.7

562,068 2.6618,057 2.9

24,809 95,453 0.5 52,395

137,099 0.6

587,008 2.8 570,666 2.7

5,718,028 26.9 5,658,102 26.1

6,305,037 29.7 6,228,769 28.8

100.0

14,932,002 70.3 15,387,343 71.2

21,237,039 100.0 21,616,112

自　平成17年 4月 1日 自　平成16年 4月 1日

百分比 百分比

至　平成17年 3月31日

-6-



（４）連結キャッシュ・フロー計算書

期 別

科 目 金 額 金 額

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

減価償却費

減損損失

連結調整勘定償却額

貸倒引当金の増減額

役員退職給与引当金の増減額

退職給付引当金の増減額

受取利息及び受取配当金

支払利息

為替差損益

投資有価証券売却益

投資有価証券売却損

固定資産売却益

固定資産売却損

固定資産除却損

売上債権の増減額

たな卸資産の増減額

その他流動資産の増減額

仕入債務の増減額

その他債務の増減額

小  計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

法人税等の支払額

 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

固定資産の売却による収入

貸付による支出

貸付金回収による収入

投資有価証券の取得による支出

投資有価証券の売却による収入

その他

 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額

長期借入金による収入

長期借入金の返済による支出

自己株式の取得による支出

親会社による配当金の支払額

 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ現金及び現金同等物の増減額

Ⅵ現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ連結範囲の変更による増加額
Ⅷ現金及び現金同等物期末残高

△ 182,622 △ 76,140

404 111,291

△ 15,252 △ 14,520

15,078 19,442

△ 156,410 △ 84,117

9,269 221,311

△ 84,683

△ 21,905 △ 19,585

186,345 1,581,297

△ 69,276

当連結会計年度 前連結会計年度

(
自　平成17年 4月 1日

(
自　平成16年 4月 1日

至　平成18年 3月31日 至　平成17年 3月31日

1,066,626 1,440,557
－ 14,143

1,440,557 1,440,110

△ 373,930 △ 13,696

21,759 △ 4,605

△ 166,421 △ 1,695,435

△ 96,620 △ 66,438

△ 2,058 △ 139,048

△ 604,318 △ 732,259

500,000 2,000,000

36,575 △ 2,757,690

△ 86,081 △ 72,219

△ 415,613 105,047

17,732 12,572

△ 425,747 181,639

19,601 86,594

259,795 1,672,995

48,350 △ 44,773

252 33,717

10,388 489,567

△ 36,357 222,520

－ 116,742

－ △ 72,951

1,595 －

△ 3,906 △ 3,481

△ 23,581 4,401

△ 112,842 △ 71,529

△ 17,732 △ 12,572

70,644 93,301

1,750 13,563

△ 44,125 △ 104,253

△ 17,991 △ 40,546

969,886 －

(単位：千円）

)

214,230 224,412

△ 394,618 556,641

)
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1.連結の範囲に関する事項

・連結子会社の数　　　8社

主要な連結子会社の名称 ㈱ルシアン竜王レース

・主要な非連結子会社名 ㈱ルシアンビジネスサービス

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであり

ます。

2.持分法の適用に関する事項

持分法を適用している非連結子会社及び関連会社はありません。

・持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

㈱ルシアンビジネスサービス

持分法を適用しない理由

　持分法非適用の会社は、それぞれ当期純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないため適用から除外しています。

3.連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なる子会社は次のとおりであります。

　　㈱カラスマプラザ １月末日

　　大連露香時装有限公司 12月末日

　　海城露蝶服装有限公司 12月末日

　　浙江嘉興露香紡織有限公司 12月末日

　　ﾙｼｱﾝﾍﾞﾄﾅﾑｶﾝﾊﾟﾆｰﾘﾐﾃｯﾄﾞ 12月末日

　これらの連結子会社については、当該子会社の財務諸表を使用していますが、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っています。

4.会計処理基準に関する事項

重要な資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券

・その他有価証券

　時価のあるもの 　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

　時価のないもの 　移動平均法による原価法

(2)デリバティブ 　時価法

(3)たな卸資産

・製品･商品 　主として先入先出法による低価法

・仕掛品･原材料 　先入先出法による原価法

・貯蔵品 　最終仕入原価法

重要な減価償却資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産 　定率法によっています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物

(建物付属設備を除く）については、定額法によっています。

(2)無形固定資産 　定額法によっています。ただし、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（5年)に基づく定額法によっています。

連結子会社名 決算日
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重要な引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

　売掛金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及

び破産更生債権については財務内容評価法によっています。

(2)賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。

(3)返品調整引当金

　販売した商品の返品による損失に備えるため、法人税法の規定による限度額を計上しています。

(4)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しています。

　なお、数理計算上の差異については、定額法により費用処理しています。

  また、執行役員については、内規に基づく期末要支給額を計上しています。

(5)役員退職給与引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、退職慰労金支給に関する内規に基づく期末要支給額を計上し

ています。

重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取引については､

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

・消費税等の会計処理

　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

5.連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、要求払預金及び取

得日から３ｹ月以内に満期日の到来する、流動性が高く、容易に換金可能であり、かつ､価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない短期投資からなっています。

（会計処理の変更）

　固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年8月9日）及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号））を当連結会計年度から適用しています。

　これにより、税金等調整前当期純利益は 969百万円減少しています。

1.減損損失を認識した資産グループの概要

(1)用途 厚生施設

　 種類 土地・建物

　 場所 千葉県八千代市

　 金額 土地 千円

建物 千円

(2)その他 美術品（器具及び備品） 千円

2.資産のグルーピングの方法

当社では、管理会計上の事業区分を基本に資産のグルーピングを行っています。

3.減損損失を認識するに至った経緯

上記資産は市場価額が著しく低下しているため、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。

4.回収可能性の算定方法

回収可能額は、正味売却価額により測定しており、不動産鑑定士等の鑑定評価額により評価しています。

40,229

560,782

368,875
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注記事項

(連結貸借対照表関係)

　1.非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと 　1.非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

　おりであります。 　おりであります。

投資有価証券 千円 投資有価証券 千円

投資その他の資産その他(出資金) 千円 投資その他の資産その他(出資金) 千円

　2.担保に供している資産 　2.担保に供している資産

　　短期借入金 (793,333千円) 及び長期借入金 　　短期借入金 (554,320千円) 及び長期借入金

　(1,819,669千円) の担保として次のとおり資産を供 　(2,163,000千円) の担保として次のとおり資産を供

　しています。 　しています。

建物（帳簿価額） 千円 建物（帳簿価額） 千円

土地（帳簿価額） 千円 土地（帳簿価額） 千円

　合　　計 千円 　合　　計 千円

　3.当社の発行済株式総数は普通株式33,256,775株で 　3.当社の発行済株式総数は普通株式33,256,775株で

　あります。 　あります。

　4.当社が保有する自己株式の数は、普通株式 　4.当社が保有する自己株式の数は、普通株式

　1,056,835株であります。 　1,049,994株であります。

(連結損益計算書関係)

　1.低価法による評価減並びに陳腐化等による評価減 　1.低価法による評価減並びに陳腐化等による評価減

　47,000千円は売上原価に算入しています。 　79,543千円は売上原価に算入しています。

　2.固定資産売却益 　2.固定資産売却益（主なもの）

機械装置及び運搬具 千円 機械装置及び運搬具 千円

　3.固定資産除売却損 　3.固定資産除売却損（主なもの）

器具及び備品 千円 建物及び構築物 千円

機械装置及び運搬具 千円

土地 千円

借地権 千円

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 　1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

　に掲記されている科目の金額との関係 　に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 千円 現金及び預金勘定 千円

現金及び現金同等物 千円 現金及び現金同等物 千円

36,863

10,050

1,507,504

2,165,726

1,080,917

2,068,286

1,066,626 1,440,557

1,066,626 1,440,557

自　平成16年 4月 1日

3,149,204

前連結会計年度

252

3,906

当連結会計年度 前連結会計年度

(平成18年 3月31日現在) (平成17年 3月31日現在)

10,050

当連結会計年度

36,863

658,222

( )

前連結会計年度

(
自　平成16年 4月 1日

(

(
自　平成17年 4月 1日

至　平成18年 3月31日

)
至　平成17年 3月31日

当連結会計年度

自　平成17年 4月 1日
)

至　平成18年 3月31日

11,976

17,809

23,491

94,820

至　平成17年 3月31日

3,463

)
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（セグメント情報）

1.事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度　　　（自 平成17年4月1日　至 平成18年3月31日） (単位：千円)

繊維製品 消去又は

事　　業 全　　社

Ⅰ売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高

営業費用

営業利益

Ⅱ資産､減価償却費及び資本的支出

資産

減価償却費

減損損失

資本的支出

前連結会計年度　　　（自 平成16年4月1日　至 平成17年3月31日） (単位：千円)

繊維製品 消去又は

事　　業 全　　社

Ⅰ売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高

営業費用

営業利益

Ⅱ資産､減価償却費及び資本的支出

資産

減価償却費

資本的支出

(注)1.事業区分は内部管理上採用している区分によっています。

　　2.各事業の主な製品又は事業の内容

　　(1)繊維製品事業 レース・婦人服地・婦人外衣・婦人下着

　　(2)その他の事業 ビルの賃貸･外食業、ファッショングッズの販売

　　3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

2.所在地別セグメント情報

当連結会計年度　（自 平成17年4月1日　至 平成18年3月31日）

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が90％を超えるため、

所在地別セグメント情報の記載を省略しています。

前連結会計年度　（自 平成16年4月1日　至 平成17年3月31日）

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が90％を超えるため、

所在地別セグメント情報の記載を省略しています。

3.海外売上高

当連結会計年度　（自 平成17年4月1日　至 平成18年3月31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います。

前連結会計年度　（自 平成16年4月1日　至 平成17年3月31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います。

969,886

(5,690) 21,616,112

20,360,538 690,597 21,051,136 (5,690)

156,410 － 156,410

224,412

969,886 － 969,886 －

223,617 794 224,412 －

(1,749)

連 結
事　　業

20,525,604 711,435 21,237,039 － 21,237,039

その他の
計

－

計 20,525,604 713,185 21,238,789 (1,749) 21,237,039

－ 1,749 1,749

20,650,030

582,589 4,419 587,008 － 587,008

19,943,015 708,765 20,651,780 (1,749)

14,348,484

213,716 514 214,230 － 214,230

14,296,081 52,403 14,348,484 －

－ 156,410

その他の
計 連 結

事　　業

21,616,112

－ 5,690 5,690 (5,690) －

20,942,252 673,860 21,616,112 －

計 20,942,252 679,550 21,621,802

21,045,445

581,713 △ 11,047 570,666 － 570,666

14,255,210 58,630 14,313,840 － 14,313,840

84,11784,117 － 84,117 －
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(リース取引関係)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 の以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当 ①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

　額及び期末残高相当額 　額及び期末残高相当額

　･取得価額相当額 　･取得価額相当額

有形固定資産 千円 有形固定資産 千円

有形固定資産 器具及び備品 千円 有形固定資産 器具及び備品 千円

無形固定資産 ソフトウェア 千円 無形固定資産 ソフトウェア 千円

合　　計 千円 合　　計 千円

　･減価償却累計額相当額 　･減価償却累計額相当額

有形固定資産 千円 有形固定資産 千円

有形固定資産 器具及び備品 千円 有形固定資産 器具及び備品 千円

無形固定資産 ソフトウェア 千円 無形固定資産 ソフトウェア 千円

合　　計 千円 合　　計 千円

　･期末残高相当額 　･期末残高相当額

有形固定資産 千円 有形固定資産 千円

有形固定資産 器具及び備品 千円 有形固定資産 器具及び備品 千円

無形固定資産 ソフトウェア 千円 無形固定資産 ソフトウェア 千円

合　　計 千円 合　　計 千円

②未経過リース料期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 千円 １年以内 千円

１年超 千円 １年超 千円

合　　計 千円 合　　計 千円

③支払リース料､減価償却費相当額及び支払利息相当額 ③支払リース料､減価償却費相当額及び支払利息相当額

　･支払リース料 千円 　･支払リース料 千円

　･減価償却費相当額 千円 　･減価償却費相当額 千円

　･支払利息相当額 千円 　･支払利息相当額 千円

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 ④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　･減価償却費相当額の算定方法 　･減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする 　　同左

　定額法によっています。

　･利息相当額の算定方法 　･利息相当額の算定方法

　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との 　　同左

　差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

　は、利息法によっています。

当連結会計年度 前連結会計年度

(
自　平成17年 4月 1日

) (
自　平成16年 4月 1日

)
至　平成18年 3月31日 至　平成17年 3月31日

機械装置及び運搬具 210,140 機械装置及び運搬具 309,884

88,005 96,645

40,424 76,772

338,570 483,302

機械装置及び運搬具 74,846 機械装置及び運搬具 38,486

44,968 61,464

9,753 56,511

129,568 156,462

機械装置及び運搬具 135,293 機械装置及び運搬具 271,398

43,037 35,181

30,670 20,261

209,001 326,840

59,380 73,432

160,510 264,681

219,890 338,113

21,028 7,484

86,075 82,557

70,872 68,066
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(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

 ･流動の部  ･流動の部

　繰延税金資産 　繰延税金資産

　　商品 千円 　　商品 千円

　　賞与引当金 千円 　　賞与引当金 千円

　　その他 千円 　　その他 千円

　　　繰延税金資産小計 千円 　　　繰延税金資産小計 千円

　　評価性引当金 千円 　　評価性引当金 千円

　　　繰延税金資産合計 千円 　　　繰延税金資産合計 千円

 ･固定の部  ･固定の部

　繰延税金資産 　繰延税金資産

　　繰越欠損金 千円 　　繰越欠損金 千円

　　退職給付引当金 千円 　　退職給付引当金 千円

　　役員退職給与引当金 千円 　　役員退職給与引当金 千円

　　減損損失否認額 千円 　　貸倒損失否認額 千円

　　その他 千円 　　その他 千円

　　　繰延税金資産小計 千円 　　　繰延税金資産小計 千円

　　評価性引当金 千円 　　評価性引当金 千円

　　　繰延税金資産合計 千円 　　　繰延税金資産合計 千円

　繰延税金負債 　繰延税金負債

　　有形固定資産評価差額 千円 　　有形固定資産評価差額 千円

　　その他有価証券評価差額金 千円 　　その他有価証券評価差額金 千円

　　　繰延税金負債合計 千円 　　　繰延税金負債合計 千円

　　　繰延税金資産純額 千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　当連結会計年度において課税所得の発生している 　　当連結会計年度において課税所得の発生している

　会社はなく、連結損益計算書の法人税、住民税及び 　会社はなく、連結損益計算書の法人税、住民税及び

　事業税には住民税の均等割を計上しています。 　事業税には住民税の均等割を計上しています。

当連結会計年度 前連結会計年度

(平成18年 3月31日現在) (平成17年 3月31日現在)

140,188 121,200

50,540 50,742

40,648 39,939

231,376 211,882

△ 29,376 △ 90,682

202,000 121,200

1,566,476 1,313,178

265,457 309,484

25,579 24,872

385,251 360,330

11,936 68,893

2,254,700 2,076,758

△ 1,446,700 △ 2,076,758

808,000 －

263,864 263,864

337,065

470,934 205,668

734,798 469,532
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(有価証券関係)

当連結会計年度　（自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日） 

1.その他有価証券で時価のあるもの

（連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの）

株式 千円 千円 千円

（連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの）

株式 千円 千円 千円

合計 千円 千円 千円

2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券

千円 千円 千円

3.時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

　　その他有価証券

非上場株式 千円

前連結会計年度　（自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日） 

1.その他有価証券で時価のあるもの

（連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの）

株式 千円 千円 千円

（連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの）

株式 千円 千円 千円

合計 千円 千円 千円

2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券

千円 千円 千円

3.時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

　　その他有価証券

非上場株式 千円

（デリバティブ取引関係）

当連結会計年度末 (平成18年3月31日現在)

　該当事項はない。

　なお、外貨建金銭債権債務等に先物為替予約が付されることにより、決済時における円貨額が確定して

いる外貨建金銭債権債務等で、連結貸借対照表において振当処理をしているものについては、開示の対象

から除いています。

　また、金利スワップ取引を行っているが、ヘッジ会計を適用しているので開示の対象から除いています。

前連結会計年度末 (平成17年3月31日現在)

　該当事項はない。

　なお、外貨建金銭債権債務等に先物為替予約が付されることにより、決済時における円貨額が確定して

いる外貨建金銭債権債務等で、連結貸借対照表において振当処理をしているものについては、開示の対象

から除いています。

　また、金利スワップ取引を行っているが、ヘッジ会計を適用しているので開示の対象から除いています。

取得原価 連結貸借対照表計上額 差　　額

803,371 1,970,041 1,166,670

8,783 7,792 △ 991

812,154 1,977,833 1,165,679

売却額 売却益の合計 売却損の合計

404 － 1,595

41,947

取得原価 連結貸借対照表計上額 差　　額

624,206 1,133,488 509,281

5,325 5,123 △ 201

629,532 1,138,612 509,080

売却額 売却益の合計 売却損の合計

111,291 72,951 －

43,947
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(退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要 1.採用している退職給付制度の概要

　　当社(提出会社)については、確定給付型の制度と 　　当社(提出会社)については、確定給付型の制度と

　して、厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退 　して、厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退

　職一時金制度を設けています。また、従業員の退職 　職一時金制度を設けています。また、従業員の退職

　等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算によ 　等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算によ

　る退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払 　る退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払

　う場合があります。 　う場合があります。

　　当社及び一部の連結子会社は、京都織物卸商厚生 　　当社は京都織物卸商厚生年金基金に加入していま

　年金基金に加入していますが、当該厚生年金基金制 　すが、当該厚生年金基金制度は退職給付会計実務指

　度は退職給付会計実務指針33項の例外処理を行う制 　針33項の例外処理を行う制度であります。同基金の

　度であります。同基金の年金基金残高のうち当社の 　年金基金残高のうち当社の掛金拠出割合に基づく当

　掛金拠出割合に基づく当連結会計年度末の年金資産 　連結会計年度末の年金資産残高は 2,032,148千円で

　残高は 2,806,312千円であります。 　あります。

2.退職給付債務に関する事項 千円 2.退職給付債務に関する事項 千円

　イ.退職給付債務 　イ.退職給付債務

　ロ.年金資産 　ロ.年金資産

　ハ.未積立退職給付債務(イ+ロ) 　ハ.未積立退職給付債務(イ+ロ)

　ニ.未認識数理計算上の差異 　ニ.未認識数理計算上の差異

　ホ.退職給付引当金(ハ+ニ) 　ホ.退職給付引当金(ハ+ニ)

　(注)一部の子会社は、退職給付債務の算定にあ 　(注)一部の子会社は、退職給付債務の算定にあ

　たり、簡便法を採用している。 　たり、簡便法を採用している。

3.退職給付費用に関する事項 千円 3.退職給付費用に関する事項 千円

　イ.勤務費用 　イ.勤務費用

　ロ.利息費用 　ロ.利息費用

　ハ.期待運用収益 　ハ.期待運用収益

　ニ.数理計算上の差異の費用 　ニ.数理計算上の差異の費用

　　処理額 　　処理額

　ホ.小計（イ+ロ+ハ+ニ） 　ホ.小計（イ+ロ+ハ+ニ）

　ヘ.総合型厚生年金基金掛金 　ヘ.総合型厚生年金基金掛金

　ト.退職給付費用(ホ+ヘ) 　ト.退職給付費用(ホ+ヘ)

　(注)簡便法を採用している連結子会社の退職給 　(注)簡便法を採用している連結子会社の退職給

　付費用は「勤務費用」に計上している。 　付費用は「勤務費用」に計上している。

4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　イ.退職給付見込額の期間配分方法期間定額基準 　イ.退職給付見込額の期間配分方法期間定額基準

　ロ.割引率 2.0 % 　ロ.割引率 2.0 %

　ハ.期待運用収益率 2.0 % 　ハ.期待運用収益率 2.0 %

　ニ.数理計算上の差異の処理年数 10年 　ニ.数理計算上の差異の処理年数 10年

当連結会計年度 前連結会計年度

(
自　平成17年 4月 1日

) (
自　平成16年 4月 1日

)
至　平成18年 3月31日 至　平成17年 3月31日

△ 1,459,052 △ 1,420,258

704,249 513,521

△ 754,803 △ 906,737

88,002 127,093

△ 666,801 △ 779,643

52,496 59,504

27,174 26,606

△ 10,270 △ 7,287

21,437 24,372

90,838 103,195

89,240 65,486

180,079 168,682
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生産、受注及び販売の状況
(1) 生産実績

　当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 前　年　同　期　比

繊維製品事業 千円 ％

その他の事業

合　　　　　　　　　　計

（注） 1. 金額は製造原価によっています。

　　　 2. 上記金額には消費税等を含めていません。

(2) 受注実績

　当社グループは受注生産を行っていないので記載していません。

(3) 仕入実績

　当連結会計年度における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 前　年　同　期　比

繊維製品事業 千円 ％

その他の事業

合　　　　　　　　　　計

（注） 1. 金額は仕入価格によっています。

　　　 2. 上記金額には消費税等を含めていません。

(4) 販売実績

　当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 前　年　同　期　比

繊維製品事業 千円 ％

その他の事業

合　　　　　　　　　　計

（注） 1. 金額は販売価格によっています。

　　　 2. 上記金額には消費税等を含めていません。

　　　 3. 主要な販売先は、売上高の100分の10に満たないので省略しています。

金 額

3,191,807 122.5

－ －

3,191,807 122.5

金 額

10,292,372 89.7

243,843 107.0

10,536,216 90.0

21,237,039 98.2

金 額

20,525,604 98.0

711,435 105.6
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