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株主のみなさまへ

第68期のご報告
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
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株主のみなさまへ
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キンググループは科学（構造式）をベー スに
質の向上（QUALITY UP）を伴った売上 高の拡大（POWER UP）に挑戦し、
継続的、安定的な業績向上に努めます

　株主のみなさまには、ますますご清栄のことと心よりお喜び申し上げます。
　平素は温かいご支援を賜りまして、有難く厚く御礼申し上げます。
　ここに、第68期（平成26年4月1日から平成27年3月31日）における当
社グループの概況につきましてご報告申し上げます。

　当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による経済政策等を背景
に、企業収益や雇用環境に改善の動きが見られ、緩やかな回復基調で推
移いたしましたが、消費税増税による個人消費の低迷が長期化しており、
景気は依然として先行き不透明な状況で推移しております。
　アパレル業界におきましても、消費マインドの本格的な回復には至らず、
天候不順の影響もあり、引き続き厳しい経営環境が続いております。
　このような環境のもと当社グループは、ファッションビジネスに不可欠な
「科学」と「感性」のバランスを時代に合わせて見つめ直し、「強いものづく
り」という揺るがない基軸のもと、マーケットでの独自性や複雑性を徹底追
求し、高品質・高感度な商品作りに引き続き注力すると共に、生産性の向
上や経費の節減に努めてまいりました。
　その結果、売上高は127億69百万円（前期比5.4％減少）、営業利益
は10億43百万円（前期比16.0％減少）、経常利益は13億47百万円（前
期比14.2％減少）となり、当期純利益は７億80百万円（前期比14.7％減
少）となりました。

事業セグメント別の状況は以下のとおりであります。
■アパレル事業
　「強い商品力」がアパレル事業の大前提であるという認識を基に、企
画部門は高品質・高感度な「ものづくり」を目指して、ブランドコンセプトの
明確化と差別化を徹底し、クリエーション力・マーチャンダイジング力を強
化して、更なる独自性と複雑性を追求すべく取り組みました。
　営業部門は、より一層の営業生産性向上を目指し、既存店舗におき
ましては店舗運営力の内容充実に取り組み、一方で人材、能力を重視し
たショップ開発を強化して、売上拡大を推進してまいりました。また、店舗

演出力や運営力の向上に努めると同時に、「店舗経営サポート室」を発
足させ、パートナーショップの経営支援体制を整備いたしました。
　加えて、新たなブランドビジネスの可能性を求め、新しいブランドの導
入準備を進めております。
　しかしながら、当連結会計年度は消費税増税後の反動や天候不順
の影響等により、売上高は116億61百万円（前期比4.3％減少）、営業
利益は10億63百万円（前期比16.3％減少）となりました。

■テキスタイル事業
　自己完結型ビジネススタイルを堅持しながらも組織としての方針や方
向性を従来以上に明確化し、次世代育成も含めた継続性のある組織
体制構築に取り組みました。
　また、「ヴィンテージコレクション」を中心とした意匠力の再整備や、素
材・加工方法の開発推進による提案力の向上、そしてビジネス全般にお
ける対応力強化を推進して、企画提案型テキスタイルコンバーターとして
の機能充実と新たな可能性追求に努めました。
　しかしながら、アパレル各社の生産調整の影響等により、売上高は11
億７百万円（前期比15.1％減少）、営業利益は58百万円（前期比1.9
％増加）となりました。
　今後の見通しにつきましては、消費税率の再引き上げ時期の延期や企
業収益・雇用環境の改善により、少しずつ個人消費回復への動きが見ら
れますものの、全体として消費環境が好転するまでには時間を要するものと
予想されます。
　このような環境のもと当社グループでは、お客様にご満足いただける「強
いものづくり」に基軸を置き、独自性・複雑性の徹底追求、高品質・高感度
な商品作りに引き続き注力すると共に、店頭運営力の更なる向上、生産管
理の強化、経費の節減に努め、科学（構造式）をベースに、質の向上
（QUALITY UP）を伴った売上高の拡大(POWER UP)に挑戦し、継続的、
安定的な業績向上に全力を傾注する所存であります。
　株主のみなさまには、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し
上げます。
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（セシカ）（ピノーレ）

ベーシックでありながら、時代性
のある服を等身大で着こなし、時
代の旬を感じ若 し々く輝き続けた
いと願う女性たちへ提案します。

自分のスタイルを持つ女性たち
へ向けて、常に着心地と時代へ
のフィット感を大切にし、フェミニ
ン且つカジュアル感を持ったスタ
イルを提案します。

こだわりのある素材をベースに、
時代のエッセンスをさりげなくプ
ラスしたシックなデザイン。生活に
彩りを与え、上質感のあるスタイ
リングをトータルに展開します。

PRIDEのGOODSブランド。
WEARブランドのPRIDEと共に、
大人の女性の魅力を最大限に
引き出すアイテムを展開します。

（プリデビス）

「上品」「上質」「ライトプレタ」を
キーワードに、自分を演出できる
感性とクオリティが判断できるス
テイタスを持つ女性たちへ、大人
のためのエレガンスカジュアルを
提案します。

06 07

タウンエレガンスをベースに新鮮
で高感度なGOODSアイテムを
展開。「Cute」をエッセンスに知的
でモダンな大人の女性のための
コーディネートを提案します。

テキスタイル事業は創業以来６7年の間に、キング独自のビジネスモデルを創り上げました。
トレンドの発信に参画するプリントのプロフェッショナル集団として、ファッション業界で高い評価をえています。

T E X T I L E

B RAND   LINEUP

BRANDSオリジナリティ溢れる、それぞれのカタチ
̶明確なスタイルを打ち出すアパレル＆ファッショングッズとテキスタイル̶

（リュピュイ） （プライド）

自分らしさを追求する女性たちへ、
セレクト性を重視した「リッチカ
ジュアルスタイル」をGOODSも
含めたトータルコーディネートで
提案します。

上質・シンプルをベースに、流行と
自由に付き合う"さりげなさ"と質の
高いライフスタイルに合わせた"着
心地"を追求。程よくトレンドをプラ
スした｢大人のキュート｣なスタイ
ルを提案するコンテンポラリーブ
ランド。

（ジュディコレクション）

毎日をアクティブにエンジョイして
いる女性たちへ、洗練されたエレ
ガンスカジュアルを基本に、時代
に沿ったリアルクローズを提案し
ます。

（ヌーヴィス） （オングーヴ） （ミスティコ）

イタリア「トラサルディ」の100周
年を機に誕生したコラボレーショ
ンブランド。上質・ナチュラル・オ
リジナリティをキーワードにミラノ
の香りを常に若 し々く表現します。

英国の歴史、スタイルに育まれ、
また英国王室御用達の栄誉を
持つオースチンリード社とのコラ
ボレーションで、クラス感のあるラ
イトプレタスタイルをお届けします。

（ピサロ）

スタイリッシュ＆エレガンスを基本
に、インポートアイテムを程よくブ
レンドしたコンテンポラリーでライ
ト感覚なスタイルを提案します。
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