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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】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等（消費税および地方消費税をいう。以下同じ。）は含んでおりません。 

２．第53期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失が計上されているため記載してお

りません。第53期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、調整計算の結果、１株当たり当期純利益が希薄

化しないため記載しておりません。また、第54期中、第55期中および第54期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．第55期中の中間純損失の大幅な増加は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等によるものであり

ます。 

  

回次 第53期中 第54期中 第55期中 第53期 第54期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高（百万円） 15,521 17,399 17,954 42,775 43,555

経常損益（百万円） △1,605 △714 △914 1,187 1,413

中間（当期）純損益（百万円） △1,842 △971 △4,025 1,476 1,018

純資産額（百万円） 15,643 18,112 19,290 18,986 22,699

総資産額（百万円） 65,125 64,422 60,622 63,480 65,639

１株当たり純資産額（円） 323.79 374.99 330.58 393.03 388.95

１株当たり中間（当期）純損益
（円） 

△38.14 △20.10 △68.98 30.56 20.20

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益（円） 

－ － － － －

自己資本比率（％） 24.0 28.1 31.8 29.9 34.6

営業活動によるキャッシュ・フロ
ー（百万円） 

△3,172 △3,165 △4,077 2,931 2,085

投資活動によるキャッシュ・フロ
ー（百万円） 

276 △157 △1,130 213 105

財務活動によるキャッシュ・フロ
ー（百万円） 

2,686 3,233 3,459 △2,774 61

現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高（百万円） 

3,676 4,151 4,490 4,239 6,490

従業員数（人） 1,300 1,361 1,404 1,303 1,364



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

２．第53期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失が計上されているため記載してお

りません。第53期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、調整計算の結果、１株当たり当期純利益が希薄

化していないため記載しておりません。また、第54期中、第55期中および第54期の潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．第55期中の中間純損失の大幅な増加は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等によるものであり

ます。 

回次 第53期中 第54期中 第55期中 第53期 第54期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高（百万円） 12,792 14,831 13,678 36,116 36,856

経常損益（百万円） △1,877 △977 △1,578 428 500

中間（当期）純損益（百万円） △1,944 △1,237 △4,513 382 170

資本金（百万円） 9,160 9,160 10,321 9,160 10,321

発行済株式総数（千株） 48,350 48,350 58,441 48,350 58,441

純資産額（百万円） 17,301 18,604 18,511 19,812 22,584

総資産額（百万円） 59,102 57,855 57,341 57,148 58,532

１株当たり純資産額（円） 358.12 385.19 317.22 410.12 386.97

１株当たり中間（当期）純損益
（円） 

△40.25 △25.63 △77.33 7.92 3.38

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益（円） 

－ － － － －

１株当たり中間（年間）配当額
（円） 

－ － － － －

自己資本比率（％） 29.3 32.2 32.3 34.7 38.6

従業員数（人） 428 468 480 436 467



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありま

せん。なお、主要な関係会社につきましては、「関係会社の状況」に記載のとおりであります。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

 （注） 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

 また、当中間連結会計期間において、提出会社の連結子会社であったゴールドウイン開発㈱は、平成17年９月25日付で預託金

制度から株式会員制度へ変更したため、持分法適用の関連会社に異動しております。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は、就業人員数を記載しております。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は、就業人員数を記載しております。 

  

(3）労働組合の状況 

 労働組合はありませんが、労使関係は円滑に推移しております。 

  

  

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の内容
議決権の所有
割合 
（％） 

関係内容 

（連結子会社） 
㈱テイースポーツ 

東京都中央区 200 
スポーツ用品関連事
業 

100
役員の兼任あり。資
金援助あり。 

  平成17年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

スポーツ用品関連事業 1,380 

スポーツ施設・スポーツ情報関連事業 24 

合計 1,404 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 480 



第２【事業の状況】 

  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、企業の設備投資の増加や雇用の改善などにより個人消費に明るいきざしが見

られ、景気の緩やかな回復基調を示してきました。しかしながら、原油価格の高騰やＩＴ関連分野の在庫調整など不安材料が

懸念され、本格的な回復には至っておりません。 

 スポーツ用品業界におきましては、上期において特に消費者のスポーツ関連需要を喚起する大型イベント等がなく、市場の

拡大が見込めない環境下での企業間によるシェア争いが激化しております。 

 このような状況の中、当社グループは、「ブランド事業の収益基盤を強化し、安定した経営を確立する」を基本方針として

掲げ、重点課題として「小売機能の強化」「主力基幹ブランドを中心としたカテゴリー別総合戦略の推進」等に取り組んでお

ります。特に新規ブランドとして昨年より開始した「ビクトリノックス」および「スロウフロウ」（ヨガ教室を併設した店

舗）の積極的展開を進め、また、アウトドア分野の基幹ブランドである「ザ・ノース・フェイス」も順調に推移しております

が、アスレチック事業関連は競争激化により売上が伸び悩む状況にあります。また、当中間連結会計期間に直営店舗を運営す

る子会社「㈱ウエザーステーション」の取引形態を売仕条件に変更し、直営店舗の店頭在庫をすべて各ブランド事業部に一元

化して、在庫管理を強化しております。 

 なお、ゴルフ場を運営している子会社「ゴールドウイン開発㈱」が預託金制度から株式会員制度へ変更したことに伴い、

100％子会社から関連会社に異動いたしました。この持分比率の変動により3,659百万円の持分変動益（特別利益）を計上して

おります。また、当中間連結会計期間より減損会計を導入し、ゴルフ場資産、賃貸資産、遊休資産について減損損失6,459百万

円を計上いたしました。 

 その結果、当中間連結会計期間の業績は売上高17,954百万円（前年同期比3.2％増）、経常損失914百万円、中間純損失は減

損損失等の計上により4,025百万円となりました。なお、当社グループの売上高は取扱商品の特性上、上半期が下半期に比べて

金額が少ないため、上半期と下半期の業績に大きな差を生じる状況となっております。 

 ちなみに、前中間連結会計期間の売上高は17,399百万円であり、前連結会計年度における売上高は43,555百万円でありま

す。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 スポーツ用品関連事業の内訳として、アウトドア事業関連は、お客様の多様化と個性化にあわせたマルチブランド政策を打

ち出し、「ザ・ノース・フェイス」ブランドを中心に、「ラテラ」、「ビクトリノックス」が好調に推移し、売上高は増加い

たしました。 

 アスレチック事業関連は、主力の「チャンピオンプロダクツ」では、レディスを中心としたライフスタイル商品が売上を伸

ばしましたが、春夏商品の店頭消化が前年を下回り、売上高は減少いたしました。 

 テニス・ゴルフ事業関連は、主力の「エレッセ」ブランドにおいてソフトテニスラインを打ち出し、また他のアイテムも順

調に推移しており、売上高は若干ながら増加しております。 

 ウインター事業関連は、スキー・スノーボード市場は依然規模縮小が続いております。当社グループは、規模縮小に見合う

商品調達の適正化と、店頭販売時期に合わせた納品に移行したため、売上高は減少しております。 

 フィットネス事業関連では、ヨガブームにより、「スロウフロウ」ブランドは順調に推移し売上を伸ばしましたが、「エ

レッセ」スイム、「ダンスキン」ブランドは前年を下回り、売上高は減少しております。 

 その他として、スポーツ高機能縫製技術を応用した産業用ハイテックウエア（防塵服）関連は堅調に推移しましたが、ＯＥ

Ｍ受注が前年を下回り、売上高は減少しております。 

 その結果、売上高は17,656百万円（前年同期比3.2％増）となり、営業損失は1,387百万円となりました。 

  

 スポーツ施設・スポーツ情報関連事業においては、ゴルフ事業は市場規模の縮小化・競争の激化・低価格化がすすんでおり

ますが、集客率の向上や効率経営を積極的に図ってまいりました。その結果、売上高は298百万円（前年同期比3.1％増）、営

業利益は61百万円となりました。 

  



 なお、記載金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,999百万円減少し、4,490百万円（前年同期

比339百万円増）となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは4,077百万円（前年同期比912百万円増）となりました。これは主に売上債権

に係るキャッシュ・フローの収入は前年同期に比べ増加したものの、たな卸資産に係るキャッシュ・フローの支出が大幅に増

加したことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは1,130百万円（前年同期比973百万円増）となりました。これは主に定期預金

の預入による支出および有形・無形固定資産の取得による支出の増加によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られたキャッシュ・フローは3,459百万円（前年同期比226百万円増）となりました。これは主に資金調達

の安定化のための長期借入金の増加によるものであります。 

  



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は予定製造原価で表示しております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）商品仕入実績 

 当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は仕入価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）受注状況 

 当社グループは、一部の特殊商品のみ受注販売を行っており、全体に占める割合は僅少であるため、記載は省略しておりま

す。 

  

(4）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．当社グループの販売実績には季節的変動があります。なお、前連結会計年度における販売実績は43,555百万円でありま

す。 

  

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

スポーツ用品関連事業（百万円） 10,285 109.4 

スポーツ施設・スポーツ情報関連事業
（百万円） 

－ － 

合計（百万円） 10,285 109.4 

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

スポーツ用品関連事業（百万円） 1,974 128.0 

スポーツ施設・スポーツ情報関連事業
（百万円） 

4 102.6 

合計（百万円） 1,978 127.9 

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

スポーツ用品関連事業（百万円） 17,656 103.2 

スポーツ施設・スポーツ情報関連事業
（百万円） 

298 103.1 

合計（百万円） 17,954 103.2 



４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５【研究開発活動】 

 当社グループはスポーツ衣料を中心としたスポーツ用品関連で、品質・機能・価格・デザインのあらゆる面で対応していくた

め、各分野にわたって研究開発に取り組んでおり、とくにファッションに対する感性を主とする企画強化とともに高機能製品の

研究開発を重点的にすすめております。 

 現在の研究開発は当社の事業部および子会社の企画事業部門のほか、グループ全体として開発委員会を設置し、新製品の企画

開発を中心に推進しております。 

 当中間連結会計期間におけるスポーツ用品関連事業の研究開発費は、当社および㈱テイースポーツ、㈱カンタベリーオブ

ニュージーランドジャパン、㈱シークラフトの事業部における新製品の企画・開発関係費、海外デザイナー・海外提携先との提

携費、素材メーカー等との開発費や㈱ゴールドウインテクニカルセンターの生産技術面の研究開発費、商品開発費等が主なもの

で、総額として242百万円となっております。 

 なお、スポーツ施設・スポーツ情報関連事業の研究開発費は僅少となっております。 

  



第３【設備の状況】 

  

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 特記事項はありません。 

  

  



第４【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】 

 （注） 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨を定款に定めております。 

  

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 230,000,000 

計 230,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成17年12月16日） 

上場証券取引所名又は登録
証券業協会名 

内容 

普通株式 58,441,218 58,441,218
東京証券取引所
（市場第一部） 

－ 

計 58,441,218 58,441,218 － － 

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） 

平成17年４月１日～ 
平成17年９月30日 

－ 58,441 － 10,321 － 11,051 



(4）【大株主の状況】 

 （注） 上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち信託

業務に係る株式数は、それぞれ2,406千株、1,282千株であります。 

  

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が7,000株（議決権の数7個）含まれております。 

    平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町1-2-1 5,459 9.34

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海1-8-11 2,631 4.50

丸紅株式会社 東京都千代田区大手町1-4-2 2,403 4.11

株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通1-2-26 2,379 4.07

株式会社北國銀行 石川県金沢市下堤町壱番地 2,169 3.71

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町1-1-5 1,891 3.23

西田東作 富山県小矢部市清沢1061 1,749 2.99

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町2-11-3 1,602 2.74

ゴールドウイン従業員持株会 富山県小矢部市清沢210 1,347 2.30

株式会社マツオカコーポレー
ション 

広島県福山市宝町4-14 1,304 2.23

計 － 22,937 39.24

  平成17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） 普通株式   85,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 57,716,000 57,716 － 

単元未満株式 普通株式  640,218 － － 

発行済株式総数 58,441,218 － － 

総株主の議決権 － 57,716 － 



②【自己株式等】 

 （注） 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が3,000株（議決権の数3個）ありま

す。なお、当該株式数は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含めております。 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

    平成17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（％） 

㈱ゴールドウイン 
東京都渋谷区松濤
2-20-6 

85,000 － 85,000 0.14

計 － 85,000 － 85,000 0.14

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 303 295 272 278 316 387

最低（円） 267 247 254 260 260 295



第５【経理の状況】 

  

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間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11年大蔵省令第24号。以

下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし書きにより、

改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中

間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし書きにより、改正

前の中間財務諸表等規則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、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）および

当中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間連結財務諸表ならびに前中間会計期間（平成16年４

月１日から平成16年９月30日まで）および当中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間財務諸表につ

いて、中央青山監査法人により中間監査を受けております。 

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  

    
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金    4,975 6,118  7,306 

２ 受取手形及び売掛
金 

   11,728 10,508  12,018 

３ たな卸資産    10,017 11,649  8,591 

４ その他    2,171 2,217  1,903 

５ 貸倒引当金    △49 △38  △41 

流動資産合計    28,843 44.8 30,455 50.2  29,778 45.4

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産 ※１     

(1）建物及び構築物 ※２ 8,157  5,679 7,947  

(2）土地 ※２ 13,432  11,605 13,432  

(3）コース勘定   3,206  － 3,206  

(4）その他   238 25,036 38.8 206 17,491 28.9 241 24,828 37.8

２ 無形固定資産    2,810 4.4 2,902 4.8  2,640 4.0

３ 投資その他の資産       

(1）投資有価証券 ※２ 4,152  6,182 4,906  

(2）長期差入保証金   1,903  2,038 1,909  

(3）その他   2,866  2,738 2,742  

(4）貸倒引当金   △1,190 7,732 12.0 △1,185 9,772 16.1 △1,166 8,391 12.8

固定資産合計    35,578 55.2 30,166 49.8  35,860 54.6

資産合計    64,422 100.0 60,622 100.0  65,639 100.0

        



  

  

    
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１ 支払手形及び買掛
金 

   10,053 10,281  11,183 

２ 短期借入金 ※２  9,850 8,738  6,220 

３ １年内償還予定社
債 

   2,500 1,140  1,860 

４ １年内返済予定長
期借入金 

※２  4,089 2,584  3,413 

５ 賞与引当金    513 493  439 

６ 返品調整引当金    360 358  580 

７ その他    1,265 1,459  1,777 

流動負債合計    28,632 44.5 25,054 41.3  25,474 38.8

Ⅱ 固定負債       

１ 社債    4,810 7,190  6,500 

２ 長期借入金 ※２  5,328 5,364  3,165 

３ 退職給付引当金    1,914 2,009  2,067 

４ 役員退職慰労引当
金 

   394 －  405 

５ 預り保証金    4,601 －  4,514 

６ その他    623 1,706  805 

固定負債合計    17,671 27.4 16,269 26.9  17,458 26.6

負債合計    46,303 71.9 41,324 68.2  42,932 65.4

        

（少数株主持分）       

少数株主持分    7 0.0 7 0.0  7 0.0

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    9,160 14.2 10,321 17.0  10,321 15.7

Ⅱ 資本剰余金    9,890 15.3 11,051 18.2  11,051 16.8

Ⅲ 利益剰余金    △1,416 △2.2 △3,452 △5.7  572 0.9

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   425 0.7 1,128 1.9  686 1.1

Ⅴ 為替換算調整勘定    57 0.1 259 0.4  82 0.1

Ⅵ 自己株式    △7 △0.0 △16 △0.0  △14 △0.0

資本合計    18,112 28.1 19,290 31.8  22,699 34.6

負債、少数株主持分
及び資本合計 

   64,422 100.0 60,622 100.0  65,639 100.0

              



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    17,399 100.0 17,954 100.0  43,555 100.0

Ⅱ 売上原価    11,121 63.9 11,431 63.7  27,567 63.3

売上総利益    6,277 36.1 6,523 36.3  15,988 36.7

返品調整引当金戻
入差額 

   250 1.4 222 1.2  30 0.1

差引売上総利益    6,527 37.5 6,745 37.5  16,018 36.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  7,581 43.6 8,061 44.8  15,496 35.6

営業利益または営
業損失（△） 

   △1,053 △6.1 △1,315 △7.3  521 1.2

Ⅳ 営業外収益       

１ 受取利息   23  22 54  

２ 受取配当金   19  18 24  

３ 受取賃貸料   65  － －  

４ 受取販売手数料   84  111 452  

５ 持分法による投資
利益 

  278  397 750  

６ 預り保証金買入消
却益 

  122  － －  

７ その他   137 731 4.2 203 753 4.2 415 1,699 3.9

Ⅴ 営業外費用       

１ 支払利息   259  192 485  

２ 社債発行費   40  － 85  

３ その他   92 392 2.2 159 352 2.0 236 807 1.9

経常利益または経
常損失（△） 

   △714 △4.1 △914 △5.1  1,413 3.2

Ⅵ 特別利益       

１ 持分変動益   －  3,659 －  

２ その他   － － － 8 3,667 20.4 118 118 0.3

        



  

  

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅶ 特別損失       

１ 固定資産減損損失 ※３ －  6,459 －  

２ 退職給付会計基準
変更時差異償却 

  143  － 286  

３ 出資金売却損   24  － －  

４ その他   27 194 1.1 247 6,706 37.3 147 433 1.0

税金等調整前中間
純損失（△）また
は税金等調整前当
期純利益 

   △909 △5.2 △3,953 △22.0  1,098 2.5

法人税、住民税及
び事業税 

  43  43 87  

法人税等調整額   17 61 0.4 28 72 0.4 △6 80 0.2

少数株主損失    0 △0.0 0 △0.0  0 △0.0

中間純損失（△）
または当期純利益 

   △971 △5.6 △4,025 △22.4  1,018 2.3

              



③【中間連結剰余金計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高    9,890 11,051  9,890

Ⅱ 資本剰余金増加高     

１ 増資による新株式の
発行 

  － － － － 1,160 1,160

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

   9,890 11,051  11,051

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高    △445 572  △445

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１ 当期純利益   － － － － 1,018 1,018

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１ 中間純損失   971 971 4,025 4,025 － －

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

   △1,416 △3,452  572

      



④【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16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間
（当期）純損益 

  △909 △3,953 1,098 

減価償却費   397 375 800 

持分法による投資利
益 

  △278 △397 △750 

退職給付引当金の増
減額 

  151 △37 304 

貸倒引当金の増減額   15 16 △16 

受取利息及び受取配
当金 

  △42 △41 △79 

支払利息   259 192 485 

投資有価証券売却損
益 

  △29 △26 － 

持分変動益   － △3,659 － 

固定資産減損損失   － 6,459 － 

売上債権の減少額   1,102 1,825 772 

たな卸資産の増加額   △1,744 △2,869 △319 

仕入債務の増減額   △1,084 △1,121 46 

その他   △656 △641 323 

小計   △2,819 △3,879 2,666 

利息及び配当金の受
取額 

  42 41 69 

利息の支払額   △256 △203 △470 

法人税等の支払額   △132 △36 △179 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △3,165 △4,077 2,085 



    
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 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 

  △288 △1,147 △614 

定期預金の払戻によ
る収入 

  248 415 570 

有形・無形固定資産
の取得による支出 

  △200 △456 △257 

投資有価証券の取得
による支出 

  △119 △36 △136 

投資有価証券の売却
による収入 

  190 59 492 

その他   12 34 50 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △157 △1,130 105 

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 

  4,130 2,148 500 

長期借入による収入   700 3,200 700 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △2,294 △1,830 △5,132 

社債の発行による収
入 

  1,859 1,374 4,114 

社債の償還による支
出 

  △1,160 △1,430 △2,410 

株式の発行による収
入 

  － － 2,298 

その他   △1 △2 △9 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  3,233 3,459 61 



  
  

  次へ 

    
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  0 2 △2 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額 

  △87 △1,745 2,251 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  4,239 6,490 4,239 

Ⅶ 子会社の連結除外によ
る現金同等物の減少高 

  － △254 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※ 4,151 4,490 6,490 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 13社 (1)連結子会社の数 12社 (1)連結子会社の数 12社 

  主要な連結子会社名 主要な連結子会社名 主要な連結子会社名 

  ㈱ゴールドウインテクニカ

ルセンター 

㈱ウエザーステーション 

ゴールドウイン開発㈱ 

㈱イー・エス・ジー 

㈱ゴールドウインスポーツ

サポート 

㈱ゴールドウインエンター

プライズ 

㈱ゴールドウインロジテム 

㈱ゴールドウイントレーデ

ィング 

㈱ジー・アール・ディ 

㈱ジーパーソン 

㈱カンタベリーオブニュー

ジーランドジャパン 

北京奥冠英有限公司 

㈱シークラフト 

 前連結会計年度まで連結子会

社であった㈱ゴールドウインシ

ステムサービスは、平成16年４

月１日付で当社が吸収合併いた

しました。 

㈱ゴールドウインテクニカ

ルセンター 

㈱ウエザーステーション 

㈱イー・エス・ジー 

㈱ゴールドウインエンター

プライズ 

㈱ゴールドウインロジテム 

㈱ゴールドウイントレーデ

ィング 

㈱ジー・アール・ディ 

㈱ジーパーソン 

㈱カンタベリーオブニュー

ジーランドジャパン 

㈱テイースポーツ 

北京奥冠英有限公司 

㈱シークラフト 

 ㈱テイースポーツは、平成17

年４月１日付で全株式を取得し

たため、当中間連結会計期間か

ら連結の範囲に含めておりま

す。 

 また、前連結会計年度まで連

結子会社であったゴールドウイ

ン開発㈱は、平成17年９月25日

付で預託金制度から株式会員制

度へ変更したため、持分法適用

の関連会社に異動しておりま

す。 

主要な連結子会社名は、

「第１ 企業の概況 ４.関係会

社の状況」に記載しているた

め、省略しております。 

前連結会計年度において連

結子会社でありました㈱ゴー

ルドウインシステムサービス

は、当社が吸収合併いたしま

した。 

また、前連結会計年度にお

いて連結子会社でありました

㈱ゴールドウインスポーツサ

ポートは、清算しておりま

す。 

  (2)主要な非連結子会社の名称等 (2)主要な非連結子会社の名称等 (2)主要な非連結子会社の名称等 

  主要な非連結子会社 主要な非連結子会社 主要な非連結子会社 

  GOLDWIN EUROPE S.R.L. GOLDWIN EUROPE S.R.L. GOLDWIN EUROPE S.R.L. 

  （連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由） 

   非連結子会社（５社）はいず

れも小規模であり、合計の総資

産、売上高、中間純損益（持分

に見合う額）および利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いず

れも中間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。 

同左  非連結子会社（５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）および利益剰余金

（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。 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1)持分法適用の関連会社数 

４社 

(1)持分法適用の関連会社数 

５社 

(1)持分法適用の関連会社数 

４社 

  主要な会社名 主要な会社名 主要な会社名 

  ㈱パシフィッククロージング 

GOLDWIN KOREA Corporation 

東根リゾート開発㈱ 

(協)富山県ニット工業センタ

ー 

ゴールドウイン開発㈱ 

㈱パシフィッククロージング 

GOLDWIN KOREA Corporation 

東根リゾート開発㈱ 

(協)富山県ニット工業センタ

ー 

 ゴールドウイン開発㈱は、平

成17年９月25日付で預託金制度

から株式会員制度へ変更したた

め、持分法適用の関連会社に含

めております。 

㈱パシフィッククロージング 

GOLDWIN KOREA Corporation 

東根リゾート開発㈱ 

(協)富山県ニット工業センタ

ー 

  (2)持分法を適用していない非連

結子会社（GOLDWIN EUROPE 

S.R.L.ほか４社）および関連会

社（ゴールドウインアパレル

(協)）は、それぞれ中間純損益

（持分に見合う額）および利益

剰余金（持分に見合う額）等に

及ぼす影響が軽微であり、全体

としても重要な影響を及ぼして

いないため、持分法の適用範囲

から除外しております。 

(2)     同左 (2)持分法を適用していない非連

結子会社（GOLDWIN EUROPE 

S.R.L.ほか４社）および関連会

社（ゴールドウインアパレル

(協)）は、それぞれ当期純損益

（持分に見合う額）および利益

剰余金（持分に見合う額）等に

及ぼす影響が軽微であり、全体

としても重要な影響を及ぼして

いないため、持分法の適用範囲

から除外しております。 

  (3)GOLDWIN KOREA Corporationの

中間決算日は６月30日であり、

持分法適用にあたっては同中間

決算日現在の中間財務諸表を使

用しております。 

(3)     同左 (3)GOLDWIN KOREA Corporationの

決算日は12月31日であり、持分

法適用にあたっては同決算日現

在の財務諸表を使用しておりま

す。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社のうち北京奥冠英有

限公司の中間決算日は、６月30日

であります。 

 中間連結財務諸表の作成にあた

っては、同中間決算日現在の中間

財務諸表を使用し、中間連結決算

日との期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っております。 

同左  連結子会社のうち北京奥冠英有

限公司の決算日は、12月31日であ

ります。 

 連結財務諸表の作成にあたって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用し、連結決算日との期間に発生

した重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。 



  

  

  次へ 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

４．会計処理基準に関する事

項 

（イ）重要な資産の評価基準およ

び評価方法 

（イ）重要な資産の評価基準およ

び評価方法 

（イ）重要な資産の評価基準およ

び評価方法 

  ① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

   中間連結会計期間末日

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）を採用してお

ります。 

同左  当連結会計年度末日の

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）を採用しており

ます。 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

   移動平均法による原価

法を採用しております。 

同左 同左 

  ② デリバティブ ② デリバティブ ② デリバティブ 

   時価法によっておりま

す。 

同左 同左 

  ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

   主として移動平均法によ

る原価法を採用しておりま

す。 

同左 同左 

  （ロ）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

（ロ）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

（ロ）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

  ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

  建物（建物附属設備を除

く） 

建物（建物附属設備を除

く） 

建物（建物附属設備を除

く） 

   定額法を採用しており

ます。 

同左 同左 

  その他の有形固定資産 その他の有形固定資産 その他の有形固定資産 

   定率法を採用しており

ます。 

 ただし、国内連結子会

社１社および在外連結子

会社１社は定額法によっ

ております。 

 定率法を採用しており

ます。 

 ただし、在外連結子会

社１社は定額法によって

おります。 

 定率法を採用しており

ます。 

 ただし、国内連結子会

社１社および在外連結子

会社１社は定額法によっ

ております。 

  少額減価償却資産 少額減価償却資産 少額減価償却資産 

   取得価額が10万円以上

20万円未満の資産につい

ては、３年均等償却を採

用しております。 

 なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

同左 同左 

  建物及び構築物     

  ３～50年     

  機械装置及び運搬具     

  ４～12年     



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

  ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

   定額法を採用しておりま

す。 

 なお、ソフトウェア（自社

利用）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おりま

す。 

同左 同左 

  （ハ）重要な引当金の計上基準 （ハ）重要な引当金の計上基準 （ハ）重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

   債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒

実績率により計上し、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

同左 同左 

  ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

   従業員の賞与の支払に備え

るため、支給見込額に基づき

当中間連結会計期間負担額を

計上しております。 

同左  従業員の賞与の支払に備え

るため、支給見込額に基づき

当連結会計年度負担額を計上

しております。 

  ③ 返品調整引当金 ③ 返品調整引当金 ③ 返品調整引当金 

   製品および商品の返品によ

る損失に備えるため、過去に

おける返品実績を基準として

計上しております。 

同左 同左 

  ④ 退職給付引当金 ④ 退職給付引当金 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

ける退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき、当中

間連結会計期間末において発

生していると認められる額を

計上しております。なお、会

計基準変更時差異について

は、５年による按分額を費用

処理しており、数理計算上の

差異は、各連結会計年度の発

生時における従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数

（13年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理

しております。 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき、当中

間連結会計期間末において発

生していると認められる額を

計上しております。なお、過

去勤務債務はその発生した連

結会計年度において一括費用

処理しており、数理計算上の

差異は、各連結会計年度の発

生時における従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数

（13年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理

しております。 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき計上し

ております。なお、会計基準

変更時差異については５年に

よる按分額を費用処理してお

り、数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間

内の一定の年数（13年）によ

る定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しておりま

す。 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 ⑤ 役員退職慰労引当金 ⑤ 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に

あてるため、内規に基づいて

算定した当中間連結会計期間

末における要支給額を計上し

ております。 

─────  役員の退職慰労金の支給に

あてるため、内規に基づいて

算定した当連結会計年度末に

おける要支給額を計上してお

ります。 

  ───── （追加情報） ───── 

     在外子会社など一部の会社

を除き、取締役および監査役

の報酬制度を見直し、退職慰

労金制度廃止に伴う打ち切り

支給議案が平成17年６月開催

の定時株主総会にて承認可決

されております。本制度の廃

止に伴い取締役および監査役

に対し、同総会終結時までの

在任期間に相当する退職慰労

金を各取締役および監査役の

退任時に支給する旨の決議を

しております。それに伴い、

当該決議時における取締役お

よび監査役に係る役員退職慰

労引当金412百万円を固定負

債の「その他」に振替計上し

ております。 

  

  （ニ）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基準 

（ニ）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基準 

（ニ）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基準 

   外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資

産、負債および収益、費用は

在外子会社等の中間決算日の

直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は「資本の

部」における為替換算調整勘

定および少数株主持分に含め

ております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、連

結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資

産、負債および収益、費用は

在外子会社等の決算日の直物

為替相場により円貨に換算

し、換算差額は「資本の部」

における為替換算調整勘定お

よび少数株主持分に含めてお

ります。 

  （ホ）重要なリース取引の処理方

法 

（ホ）重要なリース取引の処理方

法 

（ホ）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

計処理によっております。 

同左 同左 



  

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

  （ヘ）重要なヘッジ会計の方法 （ヘ）重要なヘッジ会計の方法 （ヘ）重要なヘッジ会計の方法 

   特例処理の要件を満たして

いる金利スワップ取引につい

て特例処理を、振当処理の要

件を満たしている為替予約取

引について振当処理を採用し

ております。 

同左 同左 

  （ト）その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要な

事項 

（ト）その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要な

事項 

（ト）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 

  ① 消費税等の会計処理 ① 消費税等の会計処理 ① 消費税等の会計処理 

   税抜方式によっており

ます。 

同左 同左 

  ② 連結納税制度の適用 ② 連結納税制度の適用 ② 連結納税制度の適用 

   連結納税制度を適用し

ております。 

同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金および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取得日から

３ヵ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

表示方法の変更 

  

  

  次へ 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

───── （固定資産の減損に係る会計基準） ───── 

   当中間連結会計期間より、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））および

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日）を適用しております。これ

により経常損失は61百万円減少し、税金等

調整前中間純損失は6,398百万円増加してお

ります。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の中間連結財務諸表規則に基づき各資産

の金額から直接控除しております。 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

────── （中間連結貸借対照表） 

   前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました

「預り保証金」（当中間連結会計期間末19百万円）

は、負債、少数株主持分及び資本合計の100分の5以下

となったため、固定負債の「その他」に含めて表示し

ております。 

（中間連結損益計算書） （中間連結損益計算書） 

 「社債発行費」は、前中間連結会計期間においては、

営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました

が、当中間連結会計期間において営業外費用の総額の

100分の10を超えたため、区分掲記しております。 

 なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれてい

る「社債発行費」は９百万円であります。 

１ 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました

「受取賃貸料」（当中間連結会計期間65百万円）、

「預り保証金買入消却益」（当中間連結会計期間33百

万円）は、営業外収益の総額の100分の10以下となっ

たため、営業外収益の「その他」に含めて表示してお

ります。 

２ 前中間連結会計期間で区分掲記しておりました「社

債発行費」（当中間連結会計期間25百万円）は、営業

外費用の総額の100分の10以下となったため、営業外

費用の「その他」に含めて表示しております。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

  

前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 
  
  9,515百万円

  
  7,778百万円   9,474百万円

※２ 担保資産 ※２ 担保資産 ※２ 担保資産 

担保提供資産（簿価） 担保提供資産（簿価） 担保提供資産（簿価） 
  
建物 4,579百万円

土地 11,551百万円

投資有価証券 1,429百万円

合計 17,561百万円

  
建物 4,194百万円

土地 11,011百万円

投資有価証券 2,688百万円

合計 17,894百万円

建物 4,497百万円

土地 11,551百万円

投資有価証券 2,110百万円

合計 18,160百万円

同上に対する債務 同上に対する債務 同上に対する債務 
  
短期借入金 2,060百万円

長期借入金 6,190百万円

（１年内返済予定を含む） 

合計 8,250百万円

  
短期借入金 2,682百万円

長期借入金 4,618百万円

（１年内返済予定を含む） 

合計 7,300百万円

短期借入金 2,355百万円 

長期借入金 4,470百万円 

（１年内返済予定を含む） 

合計 6,825百万円 

 ３ 偶発債務  ３ 偶発債務  ３ 偶発債務 

（保証債務） （保証債務） （保証債務） 

 連結会社以外の会社の金融機関から

の借入等に対し、債務保証を行ってお

ります。 

 連結会社以外の会社の金融機関から

の借入等に対し、債務保証を行ってお

ります。 

 連結会社以外の会社の金融機関から

の借入等に対し、債務保証を行ってお

ります。 
  
東根リゾート開発㈱ 210百万円

（協）富山県ニット
工業センター 

181百万円

その他 3百万円

計 396百万円

  

  

東根リゾート開発㈱ 60百万円

（協）富山県ニット
工業センター 

196百万円

計 256百万円

東根リゾート開発㈱ 190百万円

（協）富山県ニット
工業センター 

191百万円

その他 2百万円

計 384百万円

（受取手形割引高等） （受取手形割引高等） （受取手形割引高等） 
  
受取手形割引高 49百万円

信託等による売掛債権
譲渡高 

691百万円

  
受取手形割引高 43百万円

信託等による売掛債権
譲渡高 

1,317百万円

受取手形割引高 161百万円

信託等による売掛債権
譲渡高 

1,672百万円



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目および金額は次のとおりでありま

す。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目および金額は次のとおりでありま

す。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目および金額は次のとおりでありま

す。 
  
役員報酬および給与手当 2,439百万円 

広告宣伝費 1,180百万円 

賃借料 829百万円 

賞与引当金繰入額 353百万円 

退職給付費用 105百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 15百万円 

  

  

役員報酬および給与手当 2,668百万円 

広告宣伝費 1,231百万円 

賃借料 1,004百万円 

賞与引当金繰入額 360百万円 

退職給付費用 102百万円 
  

役員報酬および給与手当 5,278百万円 

広告宣伝費 2,570百万円 

賞与引当金繰入額 312百万円 

退職給付費用 212百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 29百万円 

 ２ 当社グループの売上高は取扱商品の

特性上、上半期が下半期に比べて金額

が少ないため、連結会計年度の上半期

の売上高と下半期の売上高との間に著

しい相違があり、上半期と下半期の業

績に季節的変動があります。 

 ２       同左 ───── 

───── ※３ 減損損失 ───── 

   当中間連結会計期間において、当社

グループは以下の資産について減損損

失を計上しております。 

  

  
  
用途 種類 場所 

ゴルフ場 土地、建物及

び構築物、コ

ース勘定等 

富山県小矢

部市 

賃貸資産 土地、建物及

び構築物等 

東京都渋谷

区 

遊休資産 土地、建物及

び構築物等 

長野県北佐

久郡ほか 

  



  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

   当社グループは、事業の種類別セグ

メントを基礎としてグルーピングし、

賃貸資産および遊休資産については

個々の資産ごとに減損の検討を行って

おります。回収可能価額の評価にあた

っては正味売却価額と使用価値を比較

し、ゴルフ場資産および遊休資産につ

いては正味売却価額を、その他につい

ては使用価値を適用しております。正

味売却価額の評価にあたってはゴルフ

場資産は不動産鑑定評価基準に基づく

不動産鑑定士からの評価額を、遊休資

産は主に固定資産税評価額に基づいた

時価を適用し、使用価値の算定にあた

っての割引率は５％を適用しておりま

す。その結果、ゴルフ場資産について

は利用者数の減少、料金の低下等によ

り収益性が低下したため、また、賃貸

資産および遊休資産は地価の下落によ

り帳簿価額に対し時価が著しく下落し

ているため、それぞれ5,537百万円、

680百万円および242百万円、合計6,459

百万円の固定資産減損損失を特別損失

に計上しております。その主な内訳

は、建物及び構築物1,886百万円、土地

1,689百万円、コース勘定2,771百万円

であります。 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

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 

（平成16年９月30日現在） （平成17年９月30日現在） （平成17年３月31日現在） 
  
現金及び預金勘定 4,975百万円

預入期間が３ヵ月を超え
る定期預金 

△824百万円

現金及び現金同等物 4,151百万円

  
現金及び預金勘定 6,118百万円

預入期間が３ヵ月を超え
る定期預金 

△1,628百万円

現金及び現金同等物 4,490百万円

現金及び預金勘定 7,306百万円 

預入期間が３ヵ月を超え
る定期預金 

△816百万円 

現金及び現金同等物 6,490百万円 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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.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 

１.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 

１.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 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額およ

び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額および中間

期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額およ

び期末残高相当額 

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置
及び運搬
具 

74 27 46

工具器具
及び備品 

1,041 429 611

その他 502 286 215

合計 1,618 744 873

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置
及び運搬
具 

71 44 26

工具器具
及び備品 

1,015 439 575

その他 482 246 235

合計 1,569 731 837

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円) 

機械装置
及び運搬
具 

74 37 37 

工具器具
及び備品 

1,062 451 611 

その他 529 247 282 

合計 1,667 736 930 

（注）取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定しております。 

同左 （注）取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利

子込み法により算定してお

ります。 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額等 

(2) 未経過リース料期末残高相当

額 

  未経過リース料中間期末残高

相当額 

  

  
１年内 291百万円

１年超 581百万円

合計 873百万円

  
１年内 276百万円

１年超 561百万円

合計 837百万円

１年内 303百万円

１年超 627百万円

合計 930百万円

（注）未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が、有形固

定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定し

ております。 

同左 （注）未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高が、有形固定資産の

期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

(3) 支払リース料および減価償却

費相当額 

(3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額および減損損失 

(3) 支払リース料および減価償却

費相当額 

  
支払リース料 156百万円

減価償却費相当
額 

156百万円

  
支払リース料 171百万円

減価償却費相当
額 

171百万円

支払リース料 320百万円

減価償却費相当
額 

320百万円



  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 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

存価額を零とする定額法によって

おります。 

同左 同左 

  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失

はありません。 

  



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年９月30日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

当中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 1,652 2,396 744 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 24 24 △0 

その他 － － － 

(3）その他 172 147 △25 

合計 1,849 2,568 718 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）子会社株式及び関連会社株式 1,366 

(2）その他有価証券 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 217 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 1,512 3,419 1,907 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 13 14 0 

その他 － － － 

(3）その他 117 109 △7 

合計 1,643 3,543 1,900 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）子会社株式及び関連会社株式 2,448 

(2）その他有価証券 

非上場株式 202 



前連結会計年度末（平成17年３月31日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 1,510 2,685 1,174 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 24 24 0 

その他 － － － 

(3）その他 115 95 △19 

合計 1,650 2,805 1,154 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）子会社株式及び関連会社株式 1,911 

(2）その他有価証券 

非上場株式 211 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

当中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

前連結会計年度末（平成17年３月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

  

対象物の種類 取引の種類 
契約額等
（百万円） 

時価（百万円）
評価損益 
（百万円） 

通貨 為替予約取引 31 32 0 

金利 スワップ取引 300 △9 △9 

合計 331 23 △8 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等
（百万円） 

時価（百万円）
評価損益 
（百万円） 

通貨 為替予約取引 30 31 0 

金利 スワップ取引 300 △16 △16 

合計 330 14 △15 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等
（百万円） 

時価（百万円）
評価損益 
（百万円） 

通貨 為替予約取引 19 19 0 

金利 スワップ取引 300 △17 △17 

合計 319 1 △17 



（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16年４月１日 至平成16年９月30日） 

  

当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

  

  
スポーツ用品
関連事業 
（百万円） 

スポーツ施
設・スポーツ
情報関連事業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上
高 

17,110 289 17,399 － 17,399 

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 

3 247 250 （250） － 

計 17,113 537 17,650 （250） 17,399 

営業費用 18,177 542 18,719 （266） 18,453 

営業利益または営業損
失（△） 

△1,063 △5 △1,069 15 △1,053 

  
スポーツ用品
関連事業 
（百万円） 

スポーツ施
設・スポーツ
情報関連事業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上
高 

17,656 298 17,954 － 17,954 

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 

4 247 252 （252） － 

計 17,661 545 18,207 （252） 17,954 

営業費用 19,048 484 19,532 （262） 19,270 

営業利益または営業損
失（△） 

△1,387 61 △1,325 9 △1,315 



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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、スポーツ用品製造販売に関する事業と、施設利用サービスを主とするスポーツ施設・スポーツ情報関連事

業にセグメンテーションしております。 

２．各事業区分の主要な製品・サービス内容 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成

17年９月30日）および前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成

17年９月30日）および前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

  

 海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  
スポーツ用品
関連事業 
（百万円） 

スポーツ施
設・スポーツ
情報関連事業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上
高 

43,117 438 43,555 － 43,555 

(2）セグメント間の内部売
上高又は振替高 

4 486 490 （490） － 

計 43,121 924 44,045 （490） 43,555 

営業費用 42,500 1,053 43,554 （520） 43,033 

営業利益または営業損
失（△） 

621 △129 491 30 521 

  事業区分 内容

  スポーツ用品関連事業 スポーツウエア・スポーツ用具の製造・販売 

  スポーツ施設・スポーツ情報関連事業 ゴルフ場の運営等



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純損益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

  

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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株当たり純資産額 374.99円

１株当たり中間純損失 20.10円

 
１株当たり純資産額 330.58円

１株当たり中間純損失 68.98円

１株当たり純資産額 388.95円

１株当たり当期純利益 20.20円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失が計上されており、ま

た、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

  
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

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）

中間（当期）純損益（百万円） △971 △4,025 1,018 

普通株主に帰属しない金額 
（百万円） 

－ － － 

普通株式に係る中間（当期）純
損益（百万円） 

△971 △4,025 1,018 

期中平均株式数（千株） 48,305 58,360 50,397 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  

    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金   3,932  5,063 6,367  

２ 受取手形   2,157  1,310 1,912  

３ 売掛金   10,237  8,271 10,268  

４ たな卸資産   8,596  10,323 7,386  

５ その他 ※３ 2,640  2,468 2,698  

６ 貸倒引当金   △35  △21 △27  

流動資産合計    27,529 47.6 27,416 47.8  28,606 48.9

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産 ※１     

(1）建物 ※２ 4,849  4,473 4,739  

(2）土地 ※２ 11,865  11,291 11,865  

(3）その他   189  188 201  

計   16,904  29.2 15,953 27.8 16,806  28.7

２ 無形固定資産       

(1）商標権   2,538  2,533 2,362  

(2）その他   42  40 43  

計   2,580  4.5 2,574 4.5 2,406  4.1

３ 投資その他の資産       

(1）投資有価証券 ※２ 4,159  5,279 4,375  

(2）長期貸付金   6,126  6,069 5,406  

(3）その他 ※１ 4,110  2,539 3,993  

(4）貸倒引当金   △3,556  △2,491 △3,062  

計   10,839  18.7 11,396 19.9 10,713  18.3

固定資産合計    30,325 52.4 29,925 52.2  29,926 51.1

資産合計    57,855 100.0 57,341 100.0  58,532 100.0

        



    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１ 支払手形   2,334  2,308 2,476  

２ 買掛金   6,783  7,000 7,470  

３ 短期借入金 ※２ 9,520  8,408 6,220  

４ １年内償還予定社
債 

  2,500  1,140 1,860  

５ １年内返済予定長
期借入金 

※２ 4,081  2,579 3,406  

６ 未払法人税等   43  43 84  

７ 賞与引当金   296  306 249  

８ 返品調整引当金   360  358 580  

９ その他   1,281  1,507 1,764  

流動負債合計    27,199 47.0 23,650 41.2  24,110 41.2

Ⅱ 固定負債       

１ 社債   4,810  7,190 6,500  

２ 長期借入金 ※２ 5,323  5,364 3,163  

３ 退職給付引当金   961  1,017 1,027  

４ 役員退職慰労引当
金 

  333  － 341  

５ 投資損失引当金   202  350 219  

６ その他   420  1,257 586  

固定負債合計    12,050 20.8 15,179 26.5  11,837 20.2

負債合計    39,250 67.8 38,829 67.7  35,948 61.4

        



  

  

    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    9,160 15.8 10,321 18.0  10,321 17.6

Ⅱ 資本剰余金       

１ 資本準備金   9,890  11,051 11,051  

資本剰余金合計    9,890 17.1 11,051 19.3  11,051 18.9

Ⅲ 利益剰余金       

１ 中間未処理損失
（△）または当期
未処分利益 

  △866  △3,971 541  

利益剰余金合計    △866 △1.5 △3,971 △6.9  541 0.9

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   426 0.8 1,126 1.9  684 1.2

Ⅴ 自己株式    △7 △0.0 △16 △0.0  △14 △0.0

資本合計    18,604 32.2 18,511 32.3  22,584 38.6

負債資本合計    57,855 100.0 57,341 100.0  58,532 100.0

        



②【中間損益計算書】 

  

  

  次へ 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    14,831 100.0 13,678 100.0  36,856 100.0

Ⅱ 売上原価    9,996 67.4 9,472 69.2  24,399 66.2

売上総利益    4,834 32.6 4,206 30.8  12,456 33.8

返品調整引当金戻
入差額 

   250 1.7 222 1.6  30 0.1

差引売上総利益    5,084 34.3 4,428 32.4  12,486 33.9

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  6,130 41.3 6,080 44.5  12,244 33.2

営業利益または営
業損失（△） 

   △1,046 △7.0 △1,652 △12.1  242 0.7

Ⅳ 営業外収益       

受取利息    48 50  99 

受取配当金    18 18  24 

その他    428 378  1,013 

営業外収益合計    495 3.3 447 3.3  1,137 3.1

Ⅴ 営業外費用       

支払利息    258 190  482 

その他 ※１  168 182  397 

営業外費用合計    427 2.9 373 2.7  879 2.4

経常利益または経
常損失（△） 

   △977 △6.6 △1,578 △11.5  500 1.4

Ⅵ 特別利益    － － 6 0.0  100 0.2

Ⅶ 特別損失 
※３.
４ 

 263 1.7 2,928 21.4  486 1.3

税引前中間純損失
（△）または税引
前当期純利益 

   △1,241 △8.3 △4,501 △32.9  114 0.3

法人税、住民税及
び事業税 

   △3 △0.0 11 0.1  △36 △0.1

法人税等調整額    － － － －  △20 △0.1

中間純損失（△）
または当期純利益 

   △1,237 △8.3 △4,513 △33.0  170 0.5

前期繰越利益    382 541  382 

合併引継未処理損
失 

   11 －  11 

中間未処理損失
（△）または当期
未処分利益 

   △866 △3,971  541 

              



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準および評

価方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

子会社株式および関連会社株

式 

子会社株式および関連会社株

式 

子会社株式および関連会社株

式 

  移動平均法による原価法を

採用しております。 

同左 同左 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間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）を

採用しております。 

同左 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）を採用

しております。 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法

を採用しております。 

同左 同左 

  (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

  時価法によっております。 同左 同左 

  (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

  製品商品 製品商品 製品商品 

  移動平均法による原価法を

採用しております。 

同左 同左 

  原材料 原材料 原材料 

  移動平均法による原価法を

採用しております。 

同左 同左 

  仕掛品 仕掛品 仕掛品 

  移動平均法による原価法を

採用しております。 

同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

建物（建物附属設備を除く） 建物（建物附属設備を除く） 建物（建物附属設備を除く） 

  定額法を採用しておりま

す。 

同左 同左 

  その他の有形固定資産 その他の有形固定資産 その他の有形固定資産 

  定率法を採用しておりま

す。 

同左 同左 

  少額減価償却資産 少額減価償却資産 少額減価償却資産 

  取得価額が10万円以上20万

円未満の資産については、

３年均等償却を採用してお

ります。 

同左 同左 

   なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

建物      ８～46年 

構築物     10～50年 

同左 同左 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

 なお、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における

利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。 

同左 同左 

  (3）投資不動産 (3）投資不動産 (3）投資不動産 

   定率法を採用しております。 同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

   債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒

実績率により計上し、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

同左 同左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員の賞与の支払に備え

るため、支給見込額に基づき

当中間会計期間負担額を計上

しております。 

同左  従業員の賞与の支払に備え

るため、支給見込額に基づき

当事業年度の負担額を計上し

ております。 

  (3）返品調整引当金 (3）返品調整引当金 (3）返品調整引当金 

   製品および商品の返品によ

る損失に備えるため、過去に

おける返品実績を基準として

計上しております。 

同左 同左 

  (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備える

ため、期末における退職給付

債務および年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認め

られる額を計上しておりま

す。なお、会計基準変更時差

異については、５年による按

分額を費用処理しており、数

理計算上の差異は、各期の発

生時における従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数

（13年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の

翌期から費用処理しておりま

す。 

 従業員の退職給付に備える

ため、期末における退職給付

債務および年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認め

られる額を計上しておりま

す。なお、過去勤務債務はそ

の発生した期において一括費

用処理しており、数理計算上

の差異は、各期の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期

間内の一定の年数（13年）に

よる定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌期から費

用処理しております。 

 従業員の退職給付に備える

ため、期末における退職給付

債務および年金資産の見込額

に基づき計上しております。

なお、会計基準変更時差異に

ついては、５年による按分額

を費用処理しており、数理計

算上の差異は、各期の発生時

における従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数（13

年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌期

から費用処理しております。 



  

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (5）役員退職慰労引当金 (5）役員退職慰労引当金 (5）役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に

あてるため、内規に基づいて

算定した当中間会計期間末に

おける要支給額を計上してお

ります。 

─────  役員の退職慰労金の支給に

あてるため、内規に基づいて

算定した期末における要支給

額を計上しております。 

  ───── （追加情報） ───── 

     取締役および監査役の報酬

制度を見直し、退職慰労金制

度廃止に伴う打ち切り支給議

案が平成17年６月29日開催の

定時株主総会にて承認可決さ

れております。本制度の廃止

に伴い取締役および監査役に

対し、同総会終結時までの在

任期間に相当する退職慰労金

を各取締役および監査役の退

任時に支給する旨の決議をし

ております。それに伴い、当

該決議時における取締役およ

び監査役に係る役員退職慰労

引当金345百万円を固定負債の

「その他」に振替計上してお

ります。 

  

  (6）投資損失引当金 (6）投資損失引当金 (6）投資損失引当金 

   子会社等への投資に係る損

失に備えるため、投資先の財

政状態を勘案し、必要と認め

られる額を計上しておりま

す。 

同左 同左 

４．外貨建の資産および負債

の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５．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おりま

す。 

同左 同左 

６．ヘッジ会計の方法  特例処理の要件を満たしている

金利スワップ取引について特例処

理を、振当処理の要件を満たして

いる為替予約取引について振当処

理を採用しております。 

同左 同左 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 同左 同左 

(2）連結納税制度の適用 (2）連結納税制度の適用 (2）連結納税制度の適用 

   連結納税制度を適用しており

ます。 

同左 同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

───── （固定資産の減損に係る会計基準） ───── 

   当中間会計期間より、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））および「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。これによ

り経常損失は3百万円減少し、税引前中間純

損失は1,876百万円増加しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の

金額から直接控除しております。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,937百万円 4,999百万円 4,906百万円 

投資その他の資産その他に含まれる

投資不動産の減価償却累計額 

投資その他の資産その他に含まれる

投資不動産の減価償却累計額 

投資その他の資産その他に含まれる

投資不動産の減価償却累計額 

137百万円 138百万円 138百万円 

※２ 担保資産 ※２ 担保資産 ※２ 担保資産 

担保提供資産（簿価） 担保提供資産（簿価） 担保提供資産（簿価） 
  

建物 4,579百万円

土地 11,551百万円

投資有価証券 1,429百万円

合計 17,561百万円

  
建物 4,194百万円

土地 11,011百万円

投資有価証券 2,688百万円

合計 17,894百万円

建物 4,497百万円

土地 11,551百万円

投資有価証券 2,110百万円

合計 18,160百万円

同上に対する債務 同上に対する債務 同上に対する債務 
  

短期借入金 2,060百万円

長期借入金 6,190百万円

（１年内返済予定を含む） 

合計 8,250百万円

  
短期借入金 2,682百万円

長期借入金 4,618百万円

（１年内返済予定を含む） 

合計 7,300百万円

短期借入金 2,355百万円 

長期借入金 4,470百万円 

（１年内返済予定を含む） 

合計 6,825百万円 

※３ 消費税等の取扱い ※３ 消費税等の取扱い ※３     ───── 

 仮払消費税等は、仮受消費税等と

相殺のうえ、流動資産その他に含め

て表示しております。 

同左   

 ４ 偶発債務  ４ 偶発債務  ４ 偶発債務 

(1）保証債務 (1）保証債務 (1）保証債務 

 次の会社について金融機関からの

借入等に対し債務保証を行っており

ます。 

 次の会社について金融機関からの

借入等に対し債務保証を行っており

ます。 

 次の会社について金融機関からの

借入等に対し債務保証を行っており

ます。 
  

  

㈱カンタベリー オブ 
ニュージーランド ジ
ャパン 

666百万円

㈱ウエザーステーショ
ン 

284百万円

東根リゾート開発㈱ 210百万円

その他２社 114百万円

  1,276百万円

  

  

㈱カンタベリー オブ
ニュージーランド ジ
ャパン 

594百万円

㈱ウエザーステーショ
ン 

386百万円

（協）富山県ニット工
業センター 

145百万円

東根リゾート開発㈱ 60百万円

  1,186百万円

  

㈱カンタベリー オブ 
ニュージーランド ジ
ャパン 

678百万円

㈱ウエザーステーショ
ン 

402百万円

東根リゾート開発㈱ 190百万円

（協）富山県ニット工
業センター 

106百万円

その他１社 2百万円

  1,379百万円

(2）受取手形割引高等 (2）受取手形割引高等 (2）受取手形割引高等 
  

信託等による売掛債権
譲渡高 

675百万円

  
信託等による売掛債権
譲渡高 

1,243百万円 信託等による売掛債権
譲渡高 

1,533百万円



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１ 減価償却実施額 ※１ 減価償却実施額 ※１ 減価償却実施額 
  

有形固定資産 96百万円

無形固定資産 180百万円

投資その他の資産 1百万円

（投資不動産）  

  
有形固定資産 93百万円

無形固定資産 195百万円

投資その他の資産 0百万円

（投資不動産）  

有形固定資産 193百万円

無形固定資産 360百万円

投資その他の資産 2百万円

（投資不動産）  

 ２ 売上高の季節的変動  ２ 売上高の季節的変動 ───── 

 当社の売上高は取扱商品の特性

上、上半期が下半期に比べて金額が

少ないため、事業年度の上半期の売

上高と下半期の売上高との間に著し

い相違があり、上半期と下半期の業

績に季節的変動があります。 

同左   

───── ※３ 特別損失のうち主要なもの ───── 

  固定資産減損損失 1,879百万円

デット・エクイティ・

スワップ損失 
918百万円

  



  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

───── ※４ 減損損失 ───── 

   当中間会計期間において、当社は以

下の資産について減損損失を計上して

おります。 

  

  
  
用途 種類 場所 

賃貸資産 

（ゴルフ場

土地、賃貸

ビル等） 

土地、建物、

投資不動産等 

富山県小矢

部市、東京

都渋谷区ほ

か 

遊休資産 土地、建物等 長野県北佐

久郡ほか 

  

   当社は事業の種類別セグメントを基

礎としてグルーピングし、賃貸資産お

よび遊休資産については個々の資産ご

とに減損の検討を行っております。回

収可能価額の評価にあたっては正味売

却価額と使用価値を比較し、賃貸資産

（ゴルフ場土地）および遊休資産につ

いては正味売却価額を、その他につい

ては使用価値を適用しております。正

味売却価額の評価にあたっては賃貸資

産（ゴルフ場土地）は不動産鑑定評価

基準に基づく不動産鑑定士からの評価

額を、遊休資産は主に固定資産税評価

額に基づいた時価を適用し、使用価値

の算定にあたっての割引率は５％を適

用しております。その結果、賃貸資産

および遊休資産は地価の下落により帳

簿価額に対し時価が著しく下落してい

るため、それぞれ1,758百万円および

120百万円、合計1,879百万円の固定資

産減損損失を特別損失に計上しており

ます。その主な内訳は、建物219百万

円、土地574百万円、投資不動産1,078

百万円であります。 

  



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．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 

１．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 

１．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 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額および中間期末残高

相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額および中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額および期末残高相当

額 
  

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械及び装置 71 26 44

工具器具及び
備品 

683 302 380

その他 231 139 91

合計 986 469 516

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械及び装置 71 44 26

工具器具及び
備品 

600 290 309

その他 201 123 78

合計 873 459 414

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械及び装置 71 35 35 

工具器具及び
備品 

625 286 338 

その他 188 104 83 

合計 884 426 458 

（注） 取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算

定しております。 

同左 （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定してお

ります。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額

等 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

  未経過リース料中間期末残高相当額   
  

１年内 174百万円 

１年超 342百万円 

計 516百万円 

  
１年内 151百万円 

１年超 262百万円 

計 414百万円 

１年内 161百万円 

１年超 297百万円 

計 458百万円 

（注） 未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残

高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しておりま

す。 

同左 （注） 未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

(3) 支払リース料および減価償却費相当

額 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額および減

損損失 

(3) 支払リース料および減価償却費相当

額 

  
支払リース料 98百万円 

減価償却費相当額 98百万円 

  
支払リース料 88百万円 

減価償却費相当額 88百万円 

支払リース料 193百万円 

減価償却費相当額 193百万円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 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

額を零とする定額法によっておりま

す。 

同左 同左 

  （減損損失について）   

  リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

  



（有価証券関係） 

前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあ

りません。 

  

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純損益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

  

  

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 385.19円

１株当たり中間純損失 25.63円

  
１株当たり純資産額 317.22円

１株当たり中間純損失 77.33円

１株当たり純資産額 386.97円

１株当たり当期純利益 3.38円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失が計上されており、ま

た、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

  
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間（当期）純損益（百万円） △1,237 △4,513 170 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純損益
（百万円） 

△1,237 △4,513 170 

期中平均株式数（千株） 48,305 58,360 50,397 



(2）【その他】 

該当事項はありません。 

  

  



第６【提出会社の参考情報】 

  

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第54期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月30日関東財務局長に提出。 

(2）臨時報告書 

 平成17年９月28日関東財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。 



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。 

  

  



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月９日

株 式 会 社 ゴ ー ル ド ウ イ ン 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ゴールドウ

インの平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年

９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間

連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ゴールドウイン及び連結子会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間

（平成１６年４月１日から平成１６年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

  

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 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 永 田 昭 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 佐 藤   孝 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 川   勝 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１４日

株 式 会 社 ゴ ー ル ド ウ イ ン 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ゴールドウ

インの平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年

９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間

連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ゴールドウイン及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間

（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

  

追記情報 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間より固定資産の

減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

  

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 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 永 田 昭 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 川   勝 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月９日

株 式 会 社 ゴ ー ル ド ウ イ ン 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ゴールドウ

インの平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第５４期事業年度の中間会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年

９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社ゴールドウインの平成１６年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年４月１日から平成１

６年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

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 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 永 田 昭 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 佐 藤   孝 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 川   勝 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１４日

株 式 会 社 ゴ ー ル ド ウ イ ン 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ゴールドウ

インの平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第５５期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年

９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社ゴールドウインの平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１

７年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より固定資産の減損に係

る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

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 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 永 田 昭 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 川   勝 
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