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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（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）は含んでおりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第51期から第53期は調整計算の結果、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期および第55期については潜在株式がないため記載しておりません。 

３．第55期の株価収益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。 

４．第52期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純損益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に当たっ

ては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）および「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

５．第55期の当期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51期 第52期 第53期 第54期 第55期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高（百万円） 49,331 45,080 42,775 43,555 46,249

経常利益（百万円） 925 1,316 1,187 1,413 1,822

当期純損益（百万円） 341 150 1,476 1,018 △3,973

純資産額（百万円） 16,953 17,068 18,986 22,699 20,000

総資産額（百万円） 69,901 65,316 63,480 65,639 57,984

１株当たり純資産額（円） 350.67 353.20 393.03 388.95 342.80

１株当たり当期純損益（円） 7.06 3.11 30.56 20.20 △68.10

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益（円） 

－ － － － －

自己資本比率（％） 24.3 26.1 29.9 34.6 34.5

自己資本利益率（％） 2.0 0.9 8.2 4.9 △18.6

株価収益率（倍） 16.4 35.0 5.9 14.4 －

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

1,513 5,903 2,931 2,085 1,315

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

1,108 △1,298 213 105 △1,070

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

△2,467 △4,160 △2,774 61 △2,609

現金及び現金同等物の期末残
高（百万円） 

3,453 3,887 4,239 6,490 4,031

従業員数（人） 1,450 1,329 1,303 1,364 1,500



(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．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第51期および第52期は１株当たり当期純損失が計上されているた

め、第53期は調整計算の結果、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期および第

55期については潜在株式がないため記載しておりません。 

３．第51期、第52期および第55期の株価収益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。 

４．第52期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純損益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に当たっ

ては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）および「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

５．第55期の当期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51期 第52期 第53期 第54期 第55期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高（百万円） 42,186 38,462 36,116 36,856 36,587

経常利益（百万円） 306 581 428 500 379

当期純損益（百万円） △1,759 △48 382 170 △5,645

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

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

純資産額（百万円） 18,812 18,828 19,812 22,584 17,790

総資産額（百万円） 63,342 59,343 57,148 58,532 51,825

１株当たり純資産額（円） 389.13 389.64 410.12 386.97 304.92

１株当たり配当額 
（内１株当たり中間配当額） 
（円） 

－ 
（－）

－
（－）

－
（－）

－ 
（－）

－
（－）

１株当たり当期純損益（円） △36.40 △1.01 7.92 3.38 △96.74

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益（円） 

－ － － － －

自己資本比率（％） 29.7 31.7 34.7 38.6 34.3

自己資本利益率（％） △8.9 △0.3 2.0 0.8 △28.0

株価収益率（倍） － － 22.6 85.8 －

配当性向（％） － － － － －

従業員数（人） 515 478 436 467 482



２【沿革】 

 当社（形式上の存続会社、旧日東物産株式会社、富山県東砺波郡城端町所在）は、株式会社ゴールドウイン（富山県小矢部市

所在）の株式額面金額変更のため、昭和52年６月21日を合併期日として同社を吸収合併し、資産負債及び権利義務一切を引き継

いでおりますが、合併期日前の当社は休業状態にあり、合併において被合併会社の営業活動を全面的に継承しております。 

 従って、実質上の存続会社は被合併会社である株式会社ゴールドウインであることから、以下の記載事項については別段の記

述がないかぎり実質上の存続会社についてのものであります。 

  

  昭和26年12月 株式会社津沢メリヤス製造所設立（資本金50万円、富山県西砺波郡津沢町清沢1062番地） 

  昭和27年７月 野球ストッキングを中心にスポーツウエアの全面生産に転換 

  昭和31年４月 大阪営業所開設 

  昭和33年２月 東京営業所開設 

  昭和38年６月 本社を富山県小矢部市清沢210番地に移転 

同時に社名をブランドにあわせ株式会社ゴールドウインと改称 

  昭和45年９月 札幌営業所開設 

  昭和46年12月 福岡営業所開設 

  昭和47年３月 仙台営業所開設 

  昭和47年６月 名古屋営業所開設 

  昭和52年６月 株式額面金額変更のため株式会社ゴールドウイン（旧日東物産株式会社）と合併 

  昭和54年５月 株式会社トヤマゴールドウイン（現・連結子会社）を設立（平成15年４月、株式会社ゴールド

ウインテクニカルセンターに商号変更） 

  昭和54年６月 生産部門を分離し、株式会社トヤマゴールドウイン（当社の持株比率100％）に生産に関する

営業を譲渡 

  昭和54年６月 東京営業所は東京本社に、同時に本社は本店と改称 

  昭和56年２月 名古屋証券取引所市場第二部に株式を上場 

  昭和61年９月 決算期を６月20日から３月31日に変更 

  昭和62年７月 株式会社ウエザーステーション（現・連結子会社）を設立 

  昭和63年６月 ゴールドウイン開発株式会社（現・関連会社）を設立 

  平成２年６月 株式会社シークラフト（現・連結子会社）の株式取得 

  平成２年７月 株式会社ゴールドウインイベントサポート（現・連結子会社）を設立（平成12年７月、株式会

社イー・エス・ジーに商号変更） 

  平成３年12月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場 

  平成５年３月 東京新本社ビル竣工 

  平成７年４月 中国北京市に現地資本と合弁で北京奥冠英有限公司（現・連結子会社）を設立 

  平成７年９月 東京証券取引所ならびに名古屋証券取引所市場第一部に株式を上場 

  平成９年２月 株式会社ゴールドウインエンタープライズ（現・連結子会社）を設立 

  平成９年４月 株式会社ゴールドウインロジテム（現・連結子会社）を設立 

株式会社ゴールドウイントレーディング（現・連結子会社）を設立 

  平成13年４月 株式会社ジーパーソン（現・連結子会社）を設立 

  平成13年５月 株式会社カンタベリーオブニュージーランドジャパン（現・連結子会社）の株式取得 

  平成15年２月 名古屋証券取引所へ上場廃止申請を行い、上場廃止 

  平成17年４月 株式会社テイースポーツ（現・連結子会社）の株式取得 



３【事業の内容】 

 当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社および子会社16社、関連会社５社で構成されており、主として繊維製品

を中心に各種スポーツ用品の製造・販売を行っている他、ゴルフ場およびスキー場の運営などのスポーツ施設・スポーツ情報関

連事業等を展開しております。 

 当社グループの事業に係る各社の位置づけは次のとおりであります。 

 なお、次の部門は「第５ 経理の状況 １(1)連結財務諸表注記」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一でありま

す。 

  

〔スポーツ用品関連事業〕 

 スポーツウエア関係は主に当社が製品企画・製造・販売を行い、その製品の一部については㈱ゴールドウインテクニカルセン

ターおよび北京奥冠英有限公司に製造を委託しております。(協)富山県ニット工業センターおよび㈱ツーウインは染色加工業務

を行っております。また、GOLDWIN KOREA Corporation（韓国）は、韓国においてスポーツウエアの企画・販売を行っており、高

得運（上海）服装貿易有限公司（中国）は中国においてスポーツウエア等の販売を行っております。さらにGOLDWIN EUROPE 

S.R.L.（イタリア）は、欧州でのスポーツウエアの輸入販売を行っております。 

 また、㈱カンタベリーオブニュージーランドジャパンはスポーツウエアを中心に販売を行っており、㈱ナナミカおよび㈱パシ

フィッククロージングはスポーツカジュアルウエアの企画・販売を行っております。 

 スポーツ用具関係は当社および当社が仕入商品を供給している㈱シークラフト、㈱テイースポーツが販売を行っております。 

 ㈱ゴールドウインロジテムは主に当社の物流部門を担当し、㈱ジーパーソンは販売員の教育・派遣を担当しております。 

 その他、㈱ウエザーステーションは当社グループ商品を中心とした小売業を行っており、㈱ゴールドウイントレーディング

は、職域販売等新チャネルの販売を行っております。 

 また、ゴールドウインアパレル(協)は組合員の事業に関する経営および技術の改善向上、組合事業に関する知識の普及を図る

ための教育および情報の提供を主な事業としております。 

  

〔スポーツ施設・スポーツ情報関連事業〕 

 ゴールドウイン開発㈱は主にゴルフ場の運営、東根リゾート開発㈱はスキー場の運営を行っており、㈱イー・エス・ジーは旅

行代理店業を行っております。 

 また、㈱ゴールドウインエンタープライズは主として当社グループおよびその社員に対する損害保険の代理店業務および不動

産関連事業を行っております。 

  



 事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 （注） 平成17年４月１日付にて「㈱ゴールドウイン」は、「㈱テイースポーツ」の全株式を取得しております。また、平成17年

９月25日付にて「ゴールドウイン開発㈱」は、預託金制度から株式会員制度へ変更することに伴い、子会社から関連会社

（持分法）へ異動しており、「（協）富山県ニット工業センター」については支配力が高まったため、関連会社（持分

法）から子会社へ異動しております。 

  



４【関係会社の状況】 

名称 住所 
資本金又は
出資金 
（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    

㈱ゴールドウインテ
クニカルセンター 

富山県小矢部市 60 
スポーツ用品関連
事業 

100.0
当社取扱商品の製造。役
員の兼任あり。資金援助
あり。工場設備の賃貸。 

㈱ウエザーステーシ
ョン 
（注）２．９ 

東京都渋谷区 100 同上 100.0
当社取扱商品の販売。役
員の兼任あり。資金援助
あり。債務保証あり。 

㈱イー・エス・ジー 東京都渋谷区 80 
スポーツ施設・ス
ポーツ情報関連事
業 

100.0
当社航空チケット等の手
配。役員の兼任あり。資
金援助あり。 

㈱ゴールドウインロ
ジテム 

富山県小矢部市 50 
スポーツ用品関連
事業 

100.0
当社取扱商品の物流管
理。役員の兼任あり。営
業設備の賃貸。 

㈱ゴールドウインエ
ンタープライズ 

富山県小矢部市 100 
スポーツ施設・ス
ポーツ情報関連事
業 

100.0
役員の兼任あり。資金援
助あり。営業設備の賃貸
借。 

㈱ゴールドウイント
レーディング 

東京都渋谷区 50 
スポーツ用品関連
事業 

100.0
当社取扱商品の販売。役
員の兼任あり。営業設備
の賃貸。 

㈱ジーパーソン 東京都渋谷区 10 同上 100.0
販売員の教育および派
遣。役員の兼任あり。営
業設備の賃貸。 

㈱カンタベリー オ
ブ ニュージーラン
ド ジャパン 

東京都墨田区 98 同上 100.0
役員の兼任あり。資金援
助あり。営業設備の賃
貸。債務保証あり。 

㈱テイースポーツ 東京都中央区 100 同上 100.0
役員の兼任あり。資金援
助あり。営業設備の賃
貸。 

北京奥冠英有限公司 
（注）５ 

中国北京市 US$8,300千 同上
99.0
（35.7）

当社取扱商品の製造。役
員の兼任あり。 

㈱シークラフト 東京都中央区 67 同上 55.4
当社取扱商品の販売。役
員の兼任あり。資金援助
あり。 

(協)富山県ニット工
業センター 
（注）４．５．８ 

富山県小矢部市 52 同上
48.4
（7.3）

役員の兼任あり。債務保
証あり。 



 （注）１．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。 

２．特定子会社に該当しております。 

３．持分は、100分の20未満でありますが、実質的な影響力を持っているため関連会社としたものであります。 

４．持分は、100分の50未満でありますが、支配力が高まったため子会社としたものであります。 

５．議決権の所有割合の( )内は、間接所有の割合で内数となっております。 

６．有価証券届出書および有価証券報告書を提出しております。 

７．債務超過会社で債務超過の額は、平成18年３月末時点で1,612百万円となっております。 

８．債務超過会社で債務超過の額は、平成18年３月末時点で1,533百万円となっております。 

９．㈱ウエザーステーションについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が

10％を超えております。 

  

  

名称 住所 
資本金又は
出資金 
（百万円） 

主要な事業の内容
議決権の所
有割合 
（％） 

関係内容 

持分法適用関連会社    

GOLDWIN KOREA 
Corporation 

韓国ソウル市 W3,000百万 
スポーツ用品関連
事業 

40.7
当社取扱商品の販売等。
役員の兼任あり。 

ゴールドウイン開発
㈱ 
（注）５．６ 

富山県小矢部市 50 
スポーツ施設・ス
ポーツ情報関連事
業 

36.3
（0.8）

役員の兼任あり。 

㈱パシフィッククロ
ージング 

東京都渋谷区 100 
スポーツ用品関連
事業 

30.0 役員の兼任あり。 

東根リゾート開発㈱ 
（注）３．７ 

山形県東根市 47 
スポーツ施設・ス
ポーツ情報関連事
業 

15.8 役員の兼任あり。 

  主要な損益情報等 (1) 売上高 7,963百万円  

    (2) 経常利益 251百万円  

    (3) 当期純利益 1百万円  

    (4) 純資産額 238百万円  

    (5) 総資産額 1,438百万円  



５【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。なお、従業員数が前連結会計年度に比べ136名増加しましたのは、新規に支

配権を獲得した㈱テイースポーツおよび支配力が高まったため持分法適用の関連会社から異動した（協）富山県ニット工

業センターが当連結会計年度より提出会社の連結子会社となったことによる増加等であります。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、就業人員数を記載しております。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(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。 

  

  平成18年３月31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 1,470 

スポーツ施設・スポーツ情報関連事業 30 

合計 1,500 

    平成18年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

482 41.1 16.4 6,214,672 



第２【事業の状況】 

  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業収益の改善が所得の増加や雇用環境回復に波及し、個人消費にようやく明る

さが戻り始めるなど、原油高・長期金利上昇などの不安要素は残るものの、景気はゆるやかな回復基調となりました。 

 スポーツ用品業界におきましては、厳冬の影響による秋冬用品の需要が伸び、従来のウインタースポーツマーケット縮小の

下げ止まりとなったものの、多様化する消費者志向への対応、グローバルマーケット化における外資系大手企業の日本市場で

の台頭等により、厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況のなかで、当社グループ（当社、連結子会社および持分法適用会社）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「マルチブランド戦略」と「自主管理売場の強化」等

に取り組んでまいりました。当連結会計年度においては、アウトドアスタイル事業関連では、基幹ブランドである「ザ・ノー

ス・フェイス」は、高品質・高機能商品の積極的な開発により多くの消費者ニーズを掴み、市場の中で優位な位置を確保し

て、業績を順調に伸ばしました。 また、アクティブスタイル事業関連では主力となるスキー・スノーボード等のウインター

商品が、厳冬効果も重なり、前年を上回る売上を確保しました。しかしながら、アスレチックスタイル事業関連の基幹ブラン

ドである「チャンピオンプロダクツ」「エレッセ」は他社との競争激化のなか、市場への的確な商品提案ができず、売上が著

しく減少する結果となりました。 

 なお、ゴルフ場、賃貸用固定資産、遊休資産についての減損損失や季越商品等棚卸資産の評価を厳格に実施したことによる

評価損、債権評価の見直し等による債権償却引当損など、特別損失として9,336百万円を計上いたしました。また、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、連結子会社から持分法適用

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、3,645百万円の持分変動益（特別利益）を計上しております。 

 その結果、当連結会計年度の業績は売上高46,249百万円（前連結会計年度比6.2％増）、経常利益1,822百万円（前連結会計

年度比29.0％増）、当期純損失は3,973百万円（前連結会計年度は1,018百万円の利益）となりました。 

  

 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、アウトドアスタイル事業関連は、主力ブランドの「ザ・ノース・フェイス」が高品

質・高機能商品の積極的な開発により多くの消費者ニーズを掴むことができ、また主力得意先との連携強化と直営店が順調に

推移し、売上高は増加いたしました。 

 アスレチックスタイル事業関連は、主力の「チャンピオンプロダクツ」と「エレッセ」ブランドは、競争激化等による商品

供給過剰と価格の低下に対して、的確な商品開発と供給予測ができず、売上高は減少いたしました。 

 アクティブスタイル事業関連は、スキー・スノーボードの各ブランドは早期の降雪の影響も重なり好調に推移しました。ま

たスコットバイクの販売も順調にスタートし、売上高は増加いたしました。 

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）事業関連が好調に推移し、また「ビ

クトリノックス」ブランドの出店が順調に進み、売上高は増加いたしました。 

 その結果、売上高は45,900百万円（前連結会計年度比6.5％増）、営業利益は513百万円（前連結会計年度比17.3％減）とな

りました。 

 スポーツ施設・スポーツ情報関連事業におきましては、ゴルフ事業は供給過剰の状況のなか、価格競争の影響や集客数の減

少により厳しい経営環境にあります。また、前連結会計年度まで連結子会社でありましたゴルフ場運営会社であるゴールドウ

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となっておりま

す。その結果、売上高は348百万円（前連結会計年度比20.5％減）、営業利益は77百万円（前連結会計年度は129百万円の損

失）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 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は4,031百万円となり、前連結会計年度末より2,458百万円減少いたしまし

た。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは1,315百万円(前連結会計年度比36.9％減)となりました。これは主に、たな卸

資産に係るキャッシュ・フローの支出が前連結会計年度に比べ675百万円増加したことおよび、仕入債務に係るキャッシュ・フ

ローの支出が523百万円発生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1,070百万円(前連結会計年度は105百万円の収入)となりました。これは主

に、長期預金（投資その他）の預け入れ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） 

 財務活動の結果使用したキャッシュ・フローは2,609百万円(前連結会計年度は61百万円の収入)となりました。これは主に、

短期借入金の返済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 

 当連結会計年度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 

 当連結会計年度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 

 当連結会計年度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。 

  

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

前年同期比（％） 

スポーツ用品関連事業（百万円） 24,149 117.7 

スポーツ施設・スポーツ情報関連事業 
（百万円） 

－ － 

合計（百万円） 24,149 117.7 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

前年同期比（％） 

スポーツ用品関連事業（百万円） 3,883 119.9 

スポーツ施設・スポーツ情報関連事業
（百万円） 

4 47.1 

合計（百万円） 3,888 119.7 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

前年同期比（％） 

スポーツ用品関連事業（百万円） 45,900 106.5 

スポーツ施設・スポーツ情報関連事業
（百万円） 

348 79.5 

合計（百万円） 46,249 106.2 



３【対処すべき課題】 

 当社グループでは、顧客や市場の変化に柔軟に対応して、ブランド事業ごとの収益基盤を強化し、企業価値を高めるべく経

営に取り組んでおります。平成17年８月に中期経営計画を策定し、顧客基点のさらなる強化戦略として、次の戦略を掲げてい

ます。 

  

① マルチブランド戦略 

単一ブランドではできない新しい市場を創造し、カテゴリー分類別にマルチブランド戦略を実践し、スポーツスタイル

の提案を強化します。 

  

② 自主管理売場の強化 

小売機能の強化を図り、直営店の連結売上構成比を拡大し、消費者のニーズを直接・的確に汲み上げると同時に、クリ

エイティブな提案を積極的に行います。 

  

③ 商品力の優位性の確立 

各分野において、今まで以上に世界でもトップクラスの高機能・高品質を誇れる製品を開発し、市場においてもお客様

にとっても絶対必要なブランドとしての地位を確立します。 

  

④ グローバル市場への挑戦 

国内のみならず海外市場においても、当社グループの商品力の優位性を背景に、オリジナルブランドを世界で展開して

いくための戦略の構築、布石に積極的に取り組んでいきます。 

  

⑤ ＣＳＲ・コンプライアンス体制 

社会の中で信頼の置ける必要な会社であると認められるためには、取扱商品への高いニーズ・信頼性にはじまり、企業

倫理・法令遵守はもとより、環境問題への積極的な取り組み、さらには当社グループとしての独自の社会貢献活動が今後

取り組み課題となります。 



４【事業等のリスク】 

 当社グループの経営成績、株価および財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。な

お、記載内容のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 

  

１．調達に関するリスク 

①製品調達国のリスク 

 当社グループの製品調達の多くは、競争力のある製品調達を目的に中国を主として、ベトナム・タイ等の海外調達に依存し

ております。一カ国調達からのリスク分散は押し進めておりますが発展途上国ということもあり、政治および経済情勢の変

化・予期しない法律改正・未整備の技術インフラなどの原因で事業遂行に問題が生じる可能性があります。 

  

②為替レート変動に伴うリスク 

 当社グループの製品調達は、海外生産比率が高く、為替レートの変動は外貨建ての直接取引および商社等を経由する間接取

引の製品調達に影響を及ぼす可能性があります。 

 為替レートの変動リスクを回避するために為替予約取引等の手段を講じておりますが今後の為替レートの変動によっては、

当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

③製造物責任に関するリスク 

 当社グループは、品質管理基準に従って生産および仕入を行っております。しかしながらすべての製品に不良がなく、製造

物責任賠償が発生しないという保証はありません。 

 製造物責任賠償については保険に加入しておりますが、製造物責任問題の発生で企業責任を問われることによる社会的評価

の低下は、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

２．有利子負債依存度および金利変動リスク 

 当社グループの直近２期の期末有利子負債残高及び総資産に占める割合は下表のとおりであります。今後も引き続き効率経

営を推進し、有利子負債の削減による財務体質の強化に努めてまいりますが、金利動向等の金融情勢の変化があった場合や計

画どおりの資金調達ができない場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

  

  平成17年3月期 平成18年3月期 

(単位:百万円) 構成比(％) (単位:百万円) 構成比(％) 

期末有利子負債残高 21,191 32.3 19,776 34.1 

総資産 65,639 100.0 57,984 100.0 



３．退職給付債務に関するリスク 

 当社グループは日本の会計基準に従い、未積立の退職給付債務を処理していますが、退職給付債務等の計算の基礎に関する

事項（割引率、期待運用収益率等）について再検討する必要が生じる可能性および今後年金資産の運用環境の悪化等から数理

計算上の差異が発生する可能性があります。この場合、未積立退職給付債務の増加等、費用処理される債務金額が増加するこ

とにより当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

４．個人情報の取扱いに係るリスク 

 当社グループは売上の一部を通信販売によっていることから、顧客の個人情報を保有しております。個人情報については社

内管理体制を整備し、情報管理への意識を高めるとともに、安易に情報が漏洩することの無いように、取り扱いには留意して

おります。 

 しかしながら、外部からのハッキングなど、不測の事態により、万が一、個人情報が外部に漏洩するような事態となった場

合には当社グループの信用失墜による売上の減少、または損害賠償による費用の発生等が起こることも考えられ、業績に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

  

５．財政状態および経営成績の変動要因に伴うリスク 

 当社グループの過去の財政状態および経営成績において、不採算事業からの撤退による事業整理損、取引先等の業況悪化に

伴う債権償却引当損、株価の大幅な下落による投資有価証券評価損等の計上が大きな影響を及ぼしてきました。 

 当社グループは、財務体質の強化を図り、効率経営を推進すべく不採算事業・店舗の整理・撤退、売上債権・在庫の圧縮等

に努めてまいりましたが、今後将来においてさらなる損失の計上が発生しないとの保証はなく、当社グループの業績に悪影響

を及ばす可能性があります。 

  

６．他社との提携に関するリスク 

 当社グループは、シナジー効果による市場での優位性を確保するために技術提携およびコラボレーション等共同での活動を

行っております。今後も継続していく予定でありますが、当事者間において市場や事業運営等につき大きな見解の相違が生じ

た場合は当該事業の継続が困難になり、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

７．消費者の嗜好の変化ならびに気象状況などによるリスク 

 当社グループが扱う商品は景気の変動による個人消費の動向、そして消費者の嗜好の変化に影響を受けやすく、また特定の

季節に利用される商品においては、天候不順、暑さ寒さなど気象条件が、大きく売上に影響を及ぼす可能性があります。 

  



５【経営上の重要な契約等】 

 当社の営業に関し次のとおりそれぞれ技術導入契約を締結しております。 

  

６【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。 

 当連結会計年度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㈱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、㈱テイースポーツ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500百万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。 

  

契約締結先 内容

日本サラ・リー㈱  （日本） 
アスレチックウエア等の製造権、販売権ならびに商標権

の使用許諾契約 

へリーハンセン社  （ノルウエー） 
海洋用品その他スポーツ用品の製造権、販売権ならびに

商標権の使用許諾契約 

三井物産㈱  （日本） 
カジュアルウエア、アパレルグッズ等の製造権、販売権

ならびに商標権の使用許諾契約 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

 当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。なお、記載内容のうち将来に関する事項は、

当連結会計年度末現在において判断したものであります。 

  

１．重要な会計方針及び見積り 

 当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成されております

が、その中で以下に掲げる重要な会計方針及び見積りにつきましては特に、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要

因になっていると考えております。 

  

①売上高の計上基準 

 当社グループの売上高は、スポーツ用品関連事業の場合、取引先との契約により、先方に対して製品が出荷された時点、あ

るいは取引先が消費者に売上した時点で計上されるのが基本であります。スポーツ施設・スポーツ情報関連事業の場合は、

サービスが提供された時点で計上されます。 

 スポーツ用品業界の慣習として、いったん売上計上したものについても取引先からの返品あるいは値引きが発生することが

あり、その場合はその時点での売上高から控除されることになります。 

  

②製品・商品・原材料の評価 

 たな卸資産のうち、製品・商品についてはあらかじめ設定された販売適用時期を過ぎたものについて、過去の販売実績に基

づき開発年度ごとに算定した評価率を乗じて時価を算出し、その時価の見積り額と原価との差額を評価減しております。 

 原材料は生地等の今後の使用可能性とともに、一定の滞留期間を経過したものについて、処分価格を基準として評価減して

おります。 

  

③有価証券の減損処理 

 市場価格のある有価証券については、基本的に連結会計年度末の市場価格が取得原価を50％以上下回ったものは全て、下落

率が30％以上50％未満のものは、回復可能性を一定の基準で判定し減損処理を行っております。また、市場価格のない会社へ

の投資については、当該会社の１株当たり純資産額が取得原価を30％以上下回った場合に、回復可能性を一定の基準で判定し

減損処理しております。 

  

２．財政状態の分析 

①流動資産 

 当連結会計年度末における流動資産の残高は26,146百万円となり、前連結会計年度末と比べ3,632百万円減少いたしました。

その主たる要因は、現金及び預金の減少2,461百万円と受取手形および売掛金の減少483百万円であります。 

・売上債権（受取手形及び売掛金） 

 当連結会計年度末の売上債権回転月数は、2.99ヵ月であり、前連結会計年度末の売上債権回転月数3.31ヵ月に比べ、0.32ヵ

月短縮いたしました。 

・たな卸資産 

 当連結会計年度末のたな卸資産は8,436百万円となり、前連結会計年度末と比べ155百万円減少いたしました。その主たる要

因は、当連結会計年度より、販売適用時期を過ぎた製品・商品および一定期間滞留した原材料について、より厳格に評価を実

施したことによるものであります。 

  

②固定資産 

 当連結会計年度末における固定資産の残高は31,838百万円となり、前連結会計年度末と比べ4,021百万円の減少となりまし

た。増加の主なものは、投資有価証券の増加2,546百万円であり、減少の主たる要因としては、有形固定資産及び無形固定資産

等に係る減損損失6,572百万円であります。 

・投資有価証券 

 投資有価証券には、非連結子会社及び関連会社の株式3,112百万円のほか、長期・安定的な取引関係維持のために所有してい

る主要取引金融機関や主要仕入先等の株式が含まれております。当連結会計年度の増加の主なものは、その他有価証券（時価

のあるもの）の取得原価と時価との差額の増加1,446百万円と、関連会社に係る持分法による投資利益791百万円であります。 

  

③負債（流動負債および固定負債） 

 当連結会計年度末における負債合計の残高は37,976百万円となり、前連結会計年度末と比べ4,955百万円減少いたしました。

その主なものは、短期借入金の減少1,852百万円と預り保証金の減少4,359百万円であります。 



・有利子負債 

 当連結会計年度末の有利子負債は19,776百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,414百万円減少いたしました。有利子負債

依存度（有利子負債÷総資産）は、固定資産減損損失の計上に伴う総資産の減少により、前連結会計年度末32.3％から当連結

会計年度末34.1％となりました。 

・預り保証金 

 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。この制度変更および異動に伴い、預り保証金は大幅に減少いたしま

した。 

④資本 

 当連結会計年度末における資本合計の残高は20,000百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,699百万円減少いたしました。

その主たる要因は、当期純損失の計上による利益剰余金の減少3,973百万円であります。 

・自己資本比率 

 当連結会計年度末の自己資本比率は34.5％となり、前連結会計年度末と比べ0.1ポイント下降いたしました。 

  

３．資本の財源及び資金の流動性に係る情報等 

①キャッシュ・フローの状況 

 営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは1,315百万円となり、前連結会計年度と比べ770百万円の減少となりました。

売上高の増加にもかかわらず、回収の強化と信託等による売掛債権譲渡高の増加により、売上債権の減少額は、前連結会計年

度772百万円から当連結会計年度877百万円へと増加いたしましたが、アウトドアスタイル事業関連の新規ブランド導入等によ

るたな卸資産の増加額が前連結会計年度に比べ675百万円増加し、また仕入債務に係る支出も当連結会計年度に523百万円発生

いたしましたので、営業活動によるキャッシュ・フローは減少いたしました。 

 投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは1,070百万円（前連結会計年度は105百万円の収入）となりました。長期預金

の預入による800百万円の支出と、エレッセ商標権（シューズ関連）の取得等による有形・無形固定資産の取得による支出の増

加がその主な要因であります。 

 財務活動の結果使用したキャッシュ・フローは2,609百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済によるものであり

ます。第14回、第15回の無担保社債発行により総額1,400百万円を調達し、借入金の返済および私募債の満期償還資金に充当い

たしました。 

 また、シンジケーション方式を活用したタームローン契約およびコミットメントライン契約を締結し、資金調達の安定化を

図りました。 

  

②財務政策 

 現在、当社グループの財務政策の重点課題として、「グループキャッシュ・フロー重視経営の徹底」を掲げております。有

利子負債の削減を目的としてキャッシュ・フロー管理の徹底を図り、ブランド事業ごとの収益基盤の強化および社内カンパ

ニー制度を推進し、財務体質を強化いたします。また、財務の健全性を高めるため、長期安定資金の比率を高めるとともに総

資産の圧縮を進めます。 

 また、主たる経営指標としては、売上高経常利益率および総資産経常利益率の向上を目標とし、収益性・効率性の高い経営

を目指しております。具体的には、引き続きキャッシュ・フロー重視の経営を推進することで、売上高経常利益率５％、総資

産経常利益率４％以上を目標として取り組みます。 



４．経営成績の分析 

①売上高 

・スポーツ用品関連事業 

 「ザ・ノース・フェイス」ブランドを中心としたアウトドアスタイル事業関連商品、スキー・スノーボード等のウインター

商品を主力とするアクティブスタイル事業関連商品は、厳冬効果も重なり順調に売上を伸ばし、またハイテックウエア（防塵

服）関連商品も堅調に推移しておりますが、「チャンピオンプロダクツ」「エレッセ」ブランドを中心としたアスレチックス

タイル事業関連商品は、競争激化等による商品供給過剰と価格の低下に対して、的確な商品開発と供給予測ができず、売上は

減少いたしました。また、当連結会計年度より新たに㈱テイースポーツが連結子会社になったことにより当連結会計年度の売

上高は45,900百万円（前連結会計年度比6.5％増）となりました。 

・スポーツ施設・スポーツ情報関連事業 

 ゴルフ場関連事業は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が、当連結会計年度より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、連結子会社から持分法関連会社に

異動いたしましたので、ゴルフ場関連事業の売上高は上半期分のみ計上されております。この影響により、当連結会計年度の

売上高は348百万円（前連結会計年度比20.5％減）となりました。 

  

②売上総利益 

 売上高の増加により、売上総利益は17,315百万円（前連結会計年度比8.3％増）となりました。海外生産を中心とした製品調

達のコスト競争力強化による製造原価の改善に伴う売上原価率の改善により、当連結会計年度の売上総利益率は37.4％となり

前連結会計年度と比べ0.7ポイント改善されました。 

  

③営業利益 

 販売費及び一般管理費は、自主管理店舗拡大に伴う人件費の増加と㈱テイースポーツが連結子会社となったことにより、

16,747百万円（前連結会計年度比8.1％増）となりましたが、売上総利益の増加により営業利益は618百万円（前連結会計年度

比18.5％増）となりました。 

  

④経常利益 

 営業外収益は、関連会社でありますGOLDWIN KOREA Corporation（韓国）の好調な業績を反映し、受取販売手数料および持分

法による投資利益が増加いたしましたので、1,911百万円（前連結会計年度比12.5％増）となりました。 

 営業外費用は、有利子負債削減により支払利息が減少し、706百万円（前連結会計年度比12.5％減）となりました。 

 その結果、経常利益は1,822百万円（前連結会計年度比29.0％増）となっております。 

  

⑤当期純損失 

 特別利益は、3,693百万円となりました。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う持分比

率の変動により、持分変動益3,645百万円を計上しております。 

 特別損失につきましては、ゴルフ場、賃貸用固定資産、遊休資産についての固定資産減損損失6,572百万円や季越商品等たな

卸資産の評価を厳格に実施したことによるたな卸資産評価損1,365百万円など、特別損失として9,336百万円を計上いたしまし

た。 

 その結果、当期純損失は3,973百万円（前連結会計年度は1,018百万円の利益）となりました。 

  

  



第３【設備の状況】 

  

１【設備投資等の概要】 

 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分野に重点を置き、主に製品の機能向上、品質向上および合理

化、省力化のための投資を行っております。当連結会計年度の設備投資の総額は202百万円であります。 

 なお、当連結会計年度において、営業能力や生産能力に重要な影響を及ぼすような主要設備の除却、売却等はありません。 

  

２【主要な設備の状況】 

 当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。 

  

(1）提出会社 

  

(2）国内子会社 

  

(3）在外子会社 

  

３【設備の新設、除却等の計画】 

 特記すべき事項はありません。 

  

  

    平成18年３月31日現在

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セ
グメントの名称 

設備の内容 

帳簿価額

従業員数
（人） 建物及び構

築物 
（百万円） 

機械装置及
び運搬具 
（百万円） 

土地
（百万円） 
（面積㎡） 

その他
（百万円） 

合計 
（百万円） 

本店 
（富山県小矢部市） 

スポーツ用品 生産管理施設 131 4
262

(24,045.76)
13 410 72

東京本社 
（東京都渋谷区） 

スポーツ用品 統括業務施設 3,300 0
10,507

(2,321.77)
38 13,846 333

流通加工センター 
（富山県小矢部市） 

スポーツ用品 物流倉庫 765 1
407

(35,219.28)
0 1,173 －

加須流通センター 
（埼玉県北埼玉郡） 

スポーツ用品 物流倉庫 33 －
62

(2,974.92)
－ 95 －

        平成18年３月31日現在

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額

従業員数
（人） 建物及び構

築物 
（百万円） 

機械装置及
び運搬具 
（百万円） 

土地
（百万円） 
（面積㎡） 

その他
（百万円） 

合計 
（百万円） 

㈱ゴールドウ
インテクニカ
ルセンター 

本社工場 
（富山県小矢
部市） 

スポーツ用品 
繊維製品 
生産設備 

311 53
241

(15,663.15)
22 628 323

（協）富山県
ニット工業セ
ンター 

本社 
（富山県小矢
部市） 

スポーツ用品 
染色加工
設備 

469 66
92

(5,817.08)
1 629 58

        平成18年３月31日現在

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額

従業員数
(人) 

建物及び構
築物 
（百万円） 

機械装置及
び運搬具 
（百万円） 

土地
（百万円） 
(面積㎡) 

その他
（百万円） 

合計 
（百万円） 

北京奥冠英有
限公司 

本社工場 
（中国北京） 

スポーツ用品 
繊維製品
生産設備 

331 19 － 1 352 21



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】 

  

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、資本金等の推移】 

 （注）１．資本準備金の減少は欠損填補によるものであります。 

２．第三者割当増資 

   発行価格   230円 

   資本組入額  115円 

３．平成18年６月29日開催の定時株主総会において、資本準備金を5,103百万円減少し、欠損填補することおよび旧商法第

289条第２項の規定に基づき、資本準備金を3,367百万円減少し、その他資本剰余金へ振り替えることを決議しておりま

す。 

  

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 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年６月29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13年６月28日
（注）１ 

－ 48,350 － 9,160 △1,316 11,683

平成14年６月27日
（注）１ 

－ 48,350 － 9,160 △1,759 9,924

平成15年６月27日 
（注）１ 

－ 48,350 － 9,160 △33 9,890

平成17年１月17日 
（注）２ 

10,091 58,441 1,160 10,321 1,160 11,051



(4）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式99,449株は「個人その他」に99単元および「単元未満株式の状況」に449株を含めて記載しております。 

なお、自己株式99,449株は株主名簿上の株式数であり、平成18年３月31日現在の実保有残高は96,449株であります。 

２．上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が11単元含まれております。 

  

(5）【大株主の状況】 

（注）日興アセットマネジメント株式会社およびその共同保有者である日興シティグループ証券株式会社から、平成18年１月31日付

の大量保有報告書の写しの送付があり、同日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、

当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

  

    平成18年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数1,000株）
単元未満株
式の状況 
（株） 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の法
人 

外国法人等
個人その他 計 

個人以外 個人

株主数（人） － 48 22 202 30 － 4,020 4,322 － 

所有株式数
（単元） 

－ 20,484 308 18,142 1,222 － 17,654 57,810 631,218 

所有株式数の
割合（％） 

－ 35.44 0.53 31.38 2.11 － 30.54 100.00 － 

    平成18年３月31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 3,131 5.35 

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 3,099 5.30 

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 1,752 2.99 

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 

ゴールドウイン従業員持株会 富山県小矢部市清沢210 1,247 2.13 

計 － 24,837 42.49 

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株） 

株券等保有割合
（％） 

日興アセットマネジメント株式会社 東京都千代田区有楽町１－１－３ 株式 3,329,000 5.69 

日興シティグループ証券株式会社 東京都港区赤坂５－２－20 株式  44,000 0.07 



(6）【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11,000株（議決権の数11個）含まれておりま

す。 

  

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「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。 

  

第三者割当増資により発行した株式の移動について 

平成17年１月17日付の第三者割当増資により発行した株式の取得者である三井物産株式会社ほか11社から、株式の発行日よ

り２年間において、割当株式を譲渡する場合には、その旨を当社に報告することの確約を得ております。なお、当該株式につ

いて当該増資から有価証券報告書の提出日までの間に、株式の移動は行われておりません。 

  

  平成18年３月31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  96,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 57,714,000 57,714 － 

単元未満株式 普通株式  631,218 － － 

発行済株式総数 58,441,218 － － 

総株主の議決権 － 57,714 － 

    平成18年３月31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 

96,000 － 96,000 0.16 

計 － 96,000 － 96,000 0.16 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

① 平成18年６月29日の定時株主総会決議に基づくもの 

 会社法第361条第１項第３号の規定に基づき、ストックオプションとして取締役に対し、新株予約権を発行することを平

成18年６月29日開催の定時株主総会において決議されたものであります。 

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整し、調整により生ずる１株未満の株式は切り

捨てるものとします。ただし、かかる調整は、その時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についての

み行われるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．１株当たりの払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とします。ただ

し、その金額が新株予約権の割当日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該

終値とするものとします。 

 なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次に定める算式によ

り１株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

 また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場

合は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

   

決議年月日 平成18年６月29日

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役９名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 合計100,000株を上限とする。（注）１． 

新株予約権の行使時の払込金額 （注）２．

新株予約権の行使期間 平成20年７月１日から平成25年６月30日まで 

新株予約権の行使の条件 

・新株予約権者は、行使時においても当社の取締役の地

位にあることを要する。ただし、任期満了により退任

した場合、その他正当な理由のある場合はこの限りで

ない。 

・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人

による本件新株予約権の相続は認めない。 

・新株予約権の質入、その他一切の処分は認めない。 

・その他の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社

と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当

契約」に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
の決議による承認を要するものとする。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

１株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



② 平成18年６月29日の定時株主総会決議に基づくもの 

 会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、下表の付与対象者に対しストックオプションとして新株予約権

を発行することを平成18年６月29日開催の定時株主総会において決議されたものであります。 

（注）１．付与対象者は、この有価証券報告書提出日以降に開催される当社取締役会決議をもって決定する。 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整し、調整により生ずる１株未満の株式は切り

捨てるものとします。ただし、かかる調整は、その時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についての

み行われるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

３．１株当たりの払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とします。ただ

し、その金額が新株予約権の割当日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該

終値とするものとします。 

 なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次に定める算式によ

り１株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

 また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場

合は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

  

  

決議年月日 平成18年６月29日

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役を兼務しない当社および当社子会社等の取
締役、監査役および従業員（注）１． 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 合計1,500,000株を上限とする。（注）２． 

新株予約権の行使時の払込金額 （注）３．

新株予約権の行使期間 平成20年７月１日から平成25年６月30日まで 

新株予約権の行使の条件 

・新株予約権者は、行使時においても当社または当社子

会社等の取締役、監査役もしくは従業員の地位にある

ことを要する。ただし、当社または当社子会社等の取

締役、監査役を任期満了により退任した場合、または

定年により退職した場合、その他正当な理由のある場

合はこの限りでない。 

・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人

による本件新株予約権の相続は認めない。 

・新株予約権の質入、その他一切の処分は認めない。 

・その他の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と

新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契

約」に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
の決議による承認を要するものとする。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

１株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 （注） 平成18年６月29日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締

役会の決議によって自己株式を取得することができる。」旨を定款に定めております。 

  

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

  

３【配当政策】 

 当社は、株主に対する利益還元が企業として最重要課題の一つであることを常に認識し、財務体質と経営基盤の強化を図ると

ともに、株主に対し安定的な配当を継続することを基本としております。 

 しかしながら、個人消費の伸び悩み、市場規模の縮小傾向など当社をとりまく環境は依然として厳しく、また今後の経営環境

を鑑み、株主の皆様には誠に遺憾ではございますが、引き続き無配といたしました。 

  

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・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。 

  

(2）【最近６月間の月別最高・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。 

  

  

  平成18年６月29日現在

区分 株式の種類 株式数（株） 価額の総額（円）

自己株式取得に係る決議 － － － 

回次 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高（円） 192 150 254 334 520 

最低（円） 95 60 95 143 247 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 400 425 519 520 465 450 

最低（円） 342 360 364 406 350 341 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

取締役会長 
（代表取締
役） 

  西田 東作 大正14年11月27日生

昭和26年12月 当社常務取締役 

昭和36年８月 当社代表取締役社長 

昭和49年６月 協同組合富山県ニット工業セン

ター理事長（現任） 

昭和54年５月 ㈱トヤマゴールドウイン代表取

締役社長 

昭和63年６月 ゴールドウイン開発㈱代表取締

役社長（現任） 

平成７年４月 北京奥冠英有限公司董事長（現

任） 

平成９年４月 ㈱トヤマゴールドウイン[㈱ゴ

ールドウインテクニカルセンタ

ーに商号変更]代表取締役会長

（現任） 

平成12年６月 当社代表取締役会長（現任） 

1,752

取締役社長 
（代表取締
役） 

  西田 明男 昭和28年11月６日生

昭和52年10月 当社入社 

昭和59年６月 当社北陸営業所長 

平成元年６月 当社取締役経営企画室長 

平成４年６月 当社常務取締役社長室長兼新規

事業開発室長 

平成６年６月 当社専務取締役営業統括 

平成11年５月 当社常務取締役総合企画室長 

平成12年６月 当社代表取締役社長（現任） 

平成14年４月 ㈱トヤマゴールドウイン[㈱ゴ

ールドウインテクニカルセンタ

ーに商号変更]代表取締役社長

（現任） 

平成16年４月 高得運（上海）服装貿易有限公

司董事長（現任） 

206

常務取締役 財務担当役員 辻 慧 昭和19年８月25日生

昭和38年４月 当社入社 

昭和54年６月 当社管理部長 

昭和61年９月 当社取締役管理部長 

平成６年６月 当社常務取締役管理本部長 

平成11年５月 当社取締役財務部長 

平成12年６月 当社常務取締役財務部長 

平成15年４月 当社常務取締役財務担当役員

（現任） 

72

常務取締役 

社長補佐・ビク
トリノックス事
業担当・事業子
会社担当役員 

小山 朝和 昭和26年２月18日生

昭和48年４月 三井物産㈱入社 

平成８年４月 香港三井物産㈱繊維部部長 

平成11年７月 三井物産㈱本店繊維本部繊維第

三部部長 

平成16年４月 同社ライフスタイル事業本部 

ブランドアパレル第一部部長 

平成16年６月 当社常務取締役社長補佐・経営

企画担当役員 

平成18年６月 当社常務取締役社長補佐・ビク

トリノックス事業担当・事業子

会社担当役員（現任） 

－



役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

取締役 営業担当役員 斉藤 茂 昭和25年10月４日生

昭和48年４月 当社入社 

平成４年４月 当社第一営業本部長兼企画部長 

平成４年６月 当社取締役第一営業本部長兼企

画部長 

平成９年４月 当社取締役事業部門販売統括 

平成10年４月 当社取締役ゴールドウイン事業

部長 

平成12年４月 当社取締役第一営業本部長 

平成15年４月 当社取締役販売統括担当役員 

平成18年６月 当社取締役営業担当役員（現

任） 

23

取締役 
リテイル担当役
員 

小松 修二 昭和21年９月27日生

昭和44年12月 当社入社 

昭和63年４月 当社事業統括本部第一事業部ア

ウトドア事業部長 

平成６年６月 当社取締役第三営業本部長兼営

業二部長 

平成９年４月 当社取締役事業部門事業統括 

平成10年４月 当社取締役ノースフェイス事業

部長 

平成12年４月 当社取締役第二営業本部長 

平成15年４月 当社取締役事業部・店舗推進担

当役員 

平成18年４月 ㈱ウエザーステーション代表取

締役社長（現任） 

㈱ゴールドウイントレーディン

グ代表取締役社長（現任） 

平成18年６月 当社取締役リテイル担当役員

（現任） 

22

取締役 
調達担当・ＣＳ
Ｒ担当役員 

中川 繁樹 昭和25年５月29日生

昭和49年４月 当社入社 

平成５年４月 当社第二営業本部長 

平成６年６月 当社取締役第二営業本部長 

平成10年４月 当社取締役商品部長 

平成12年４月 当社取締役調達管理部長 

平成15年４月 当社取締役調達管理担当役員 

平成18年６月 当社取締役調達担当・ＣＳＲ担

当役員（現任） 

14

取締役 
管理本部長兼財
務部長 

二川 清人 昭和28年１月12日生

昭和51年４月 当社入社 

平成15年４月 当社財務部長 

平成16年６月 当社執行役員財務部長 

平成17年６月 当社取締役執行役員財務部長 

平成18年５月 当社取締役執行役員管理本部長

兼財務部長 

平成18年６月 当社取締役管理本部長兼財務部

長（現任） 

13



 （注）１．監査役 成戸應之、奥村勝亮および中川定文は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

２．取締役社長 西田明男は、取締役会長西田東作の長男であります。 

３．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員

は６名で構成されております。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

取締役 

アウトドアスタ
イル事業本部長
兼ノースフェイ
ス事業部長 

渡辺 貴生 昭和35年３月22日生

昭和57年４月 当社入社 

平成12年４月 当社ノースフェイス事業部長 

平成16年６月 当社執行役員ノースフェイス事

業部長 

平成17年６月 当社取締役執行役員ノースフェ

イス事業部長兼コールマン事業

部企画担当部長 

平成18年４月 当社取締役執行役員アウトドア

スタイル事業本部長兼ノースフ

ェイス事業部長 

平成18年６月 当社取締役アウトドアスタイル

事業本部長兼ノースフェイス事

業部長（現任） 

2

監査役 
（常勤） 

  宮﨑 剛 昭和26年１月９日生

昭和48年４月 当社入社 

平成４年４月 当社管理本部管理部長 

平成11年４月 当社財務部東京財務グループマ

ネージャー 

平成15年４月 当社財務部担当部長 

平成17年４月 当社内部監査室長 

平成18年６月 当社監査役（現任） 

5

監査役   成戸 應之 昭和14年７月13日生

昭和39年４月 ㈱北陸銀行入行 

平成元年６月 同行国際部長 

平成５年６月 同行取締役 

平成８年６月 同行常務取締役 

平成11年６月 北銀ソフトウエア㈱代表取締役

社長 

平成12年６月 当社監査役（現任） 

平成18年６月 北沢産業㈱取締役（現任） 

13

監査役   奥村 勝亮 昭和10年８月25日生

昭和35年４月 三井物産㈱入社 

昭和62年５月 同社関西支社繊維部長 

平成４年４月 同社退職 

平成14年６月 当社監査役（現任） 

－

監査役   中川 定文 昭和19年11月20日生

昭和42年４月 丸紅飯田㈱（現・丸紅㈱）入社 

平成７年４月 同社東京アパレル第一部部長 

平成９年４月 同社アパレル本部副本部長 

平成11年２月 同社岡山支店長 

平成14年４月 丸紅メイト㈱代表取締役社長 

平成18年４月 同社顧問（現任） 

平成18年６月 当社監査役（現任） 

－

        計 2,124



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び施策の実施状況 

 当社では、経営の効率性、透明性、健全性を高め、すべてのステークホルダーの利益を重視し、長期的かつ継続的な企業

価値の向上を実現するうえで、コーポレート・ガバナンスの確立は極めて重要な課題のひとつとして取り組んでおります。

その実現のために、各ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、内部統治構造の機能および制度を一層強化・改

善・整備しながら、コーポレート・ガンバナンスを充実させていきたいと考えております。 

  

(2）会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況 

①会社の機関の内容 

 当社は、監査役設置会社であります。有価証券報告書提出日現在、取締役会は９名で構成されており、監査役会は４名で構

成されております。監査役４名のうち３名が会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。なお、社外監査役と当

社の間には特別の利害関係はありません。監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ、取締役の業務執行状況の監督を行うと

ともに、監査役会による監査を軸に経営監視体制を整備しており、社内の業務活動および諸制度の監査を担当する内部監査室

（３名）や監査法人とも定期的に会合を持ち、情報の共有化を図るなど緊密な連携を保ち、コンプライアンスの維持に注力し

ております。 

 なお、取締役会は、原則毎月１回開催され、経営に関する重要な事項について意思決定されております。また、経営環境の

変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立を目指し、経営と事業執行機能の役割を明確にするために、「執行役員制

度」を導入しております。取締役と執行役員によって構成される経営会議においては事業戦略に関する事項などを審議決定す

るために、原則毎月２回開催されています。 

②内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況 

 速やかな意思決定と行動のとれる組織体制として、事業部連絡会や事業進捗報告会を定期的に開催しております。 

 法令遵守の体制につきましては、企業倫理推進委員会を設置し「企業倫理綱領」や「行動規範事例集」をもとに、その啓蒙

活動を進めております。また、法令遵守の一貫として個人情報保護に関する社内組織体制、諸規程等を整備し、その対策を進

めております。 

 企業経営の透明性を確保するため、会社運営と業務の執行に関して、必要に応じて、弁護士や専門家から指導・助言を受け

ております。 

 会計監査につきましては、監査法人である中央青山監査法人と商法監査および証券取引法監査について監査契約を締結して

おります。 

 業務を執行した公認会計士の氏名 

指定社員・業務執行社員 公認会計士  永田昭夫（監査年数 ５年） 

指定社員・業務執行社員 公認会計士  山川 勝（監査年数 ６年） 

 監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士  ４名 

会計士補   ３名 

その他    ２名 

  

(3）役員報酬の内容 

 当社の取締役および監査役に対する報酬の内容は、次の通りであります。 

取締役（９名）の年間報酬総額   152百万円（当社に社外取締役はおりません。） 

監査役（３名）の年間報酬総額    11百万円（うち社外監査役２名 ５百万円） 

  

(4）監査報酬の内容 

 当社の会計監査人である中央青山監査法人に対する公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬は、監査契約に

基づく監査証明に係る報酬22百万円であり、それ以外の報酬はありません。 



第５【経理の状況】 

  

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「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、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31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２項のただし書きにより、改正

前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「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、前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31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２項のただし書きにより、改正前の

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、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）および当連

結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の連結財務諸表ならびに前事業年度（平成16年４月１日から平成17

年３月31日まで）および当事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の財務諸表について、中央青山監査法人の

監査を受けております。 

  

  



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

   
前連結会計年度

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18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
（％） 

（資産の部）  
  

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   7,306 4,844 

２．受取手形及び売掛金   12,018 11,535 

３．有価証券   31 10 

４．たな卸資産   8,591 8,436 

５．繰延税金資産   370 343 

６．その他   1,500 1,262 

７．貸倒引当金   △41 △287 

流動資産合計   29,778 45.4 26,146 45.1

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※２   

(1）建物及び構築物 ※１  7,947 6,099 

(2）機械装置及び運搬具   107 147 

(3）土地 ※１  13,432 11,759 

(4）コース勘定   3,206 － 

(5）その他   134 120 

有形固定資産合計   24,828 37.8 18,127 31.2

２．無形固定資産    

(1）商標権   2,362 2,340 

(2）連結調整勘定   11 43 

(3）その他   265 324 

無形固定資産合計   2,640 4.0 2,707 4.7



   
前連結会計年度

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18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
（％） 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※1,3  4,906 7,453 

(2）長期貸付金   1,512 1,337 

(3）長期差入保証金   1,909 2,052 

(4）破産債権等   105 154 

(5）繰延税金資産   134 113 

(6）その他 ※３  988 1,484 

(7）貸倒引当金   △1,166 △1,592 

投資その他の資産合計   8,391 12.8 11,003 19.0

固定資産合計   35,860 54.6 31,838 54.9

資産合計   65,639 100.0 57,984 100.0

     

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金   11,183 10,958 

２．短期借入金 ※１  6,220 4,368 

３．１年内償還予定社債   1,860 1,140 

４．１年内返済予定長期借
入金 

※１  3,413 1,827 

５．未払金   961 1,193 

６．未払法人税等   125 119 

７．未払消費税等   174 158 

８．未払費用   379 398 

９．賞与引当金   439 475 

10．返品調整引当金   580 530 

11．その他   135 137 

流動負債合計   25,474 38.8 21,307 36.7



  

  

   
前連結会計年度

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18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
（％） 

Ⅱ 固定負債    

１．社債   6,500 6,620 

２．長期借入金 ※１  3,165 5,786 

３．繰延税金負債   469 1,058 

４．退職給付引当金   2,067 2,013 

５．役員退職慰労引当金   405 － 

６．預り保証金   4,514 － 

７．その他   335 1,190 

固定負債合計   17,458 26.6 16,669 28.8

負債合計   42,932 65.4 37,976 65.5

     

（少数株主持分）    

少数株主持分   7 0.0 7 0.0

     

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※５  10,321 15.7 10,321 17.8

Ⅱ 資本剰余金   11,051 16.8 11,051 19.1

Ⅲ 利益剰余金   572 0.9 △3,400 △5.9

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  686 1.1 1,543 2.6

Ⅴ 為替換算調整勘定   82 0.1 506 0.9

Ⅵ 自己株式 ※６  △14 △0.0 △20 △0.0

資本合計   22,699 34.6 20,000 34.5

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  65,639 100.0 57,984 100.0

     



②【連結損益計算書】 

   
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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
（％） 

Ⅰ 売上高   43,555 100.0 46,249 100.0

Ⅱ 売上原価 ※２  27,567 63.3 28,933 62.6

売上総利益   15,988 36.7 17,315 37.4

返品調整引当金戻入差
額 

  30 0.1 50 0.1

差引売上総利益   16,018 36.8 17,365 37.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2  15,496 35.6 16,747 36.2

営業利益   521 1.2 618 1.3

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  54 52  

２．受取配当金  24 32  

３．受取販売手数料  452 661  

４．持分法による投資利益  750 791  

５．その他  415 1,699 3.9 372 1,911 4.1

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  485 385  

２．社債発行費  85 －  

３．その他  236 807 1.9 321 706 1.5

経常利益   1,413 3.2 1,822 3.9

Ⅵ 特別利益    

１．持分変動益  － 3,645  

２．投資有価証券売却益  87 41  

３．貸倒引当金戻入益  13 1  

４．その他  18 118 0.3 4 3,693 8.0

     



  

  

   
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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
（％） 

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産減損損失 ※３ － 6,572  

２．たな卸資産評価損  － 1,365  

３．固定資産処分損 ※４ 67 18  

４．退職給付会計基準変更
時差異償却 

 286 －  

５．その他  79 433 1.0 1,379 9,336 20.2

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失（△） 

  1,098 2.5 △3,820 △8.3

法人税、住民税及び事
業税 

 87 105  

法人税等調整額  △6 80 0.2 47 153 0.3

少数株主損失   0 △0.0 0 △0.0

当期純利益又は当期純
損失（△） 

  1,018 2.3 △3,973 △8.6

     



③【連結剰余金計算書】 

  

  

   
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

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 

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 資本剰余金期末残高  11,051 11,051 

   

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △445 572 

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．当期純損失  － － 3,973 3,973 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  572 △3,400 

   



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

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 

 

税金等調整前当期純損
益 

 1,098 △3,820 

減価償却費  800 745 

持分法による投資利益  △750 △791 

投資有価証券評価損  8 5 

退職給付引当金の増減
額 

 304 △93 

貸倒引当金の増減額  △16 674 

受取利息及び受取配当
金 

 △79 △85 

支払利息  485 385 

持分変動益  － △3,645 

固定資産減損損失  － 6,572 

たな卸資産評価損  － 1,365 

売上債権の減少額  772 877 

たな卸資産の増加額  △319 △994 

仕入債務の増減額  46 △523 

その他  315 683 

小計  2,666 1,355 

利息及び配当金の受取
額 

 69 422 

利息の支払額  △470 △396 

法人税等の支払額  △179 △65 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 2,085 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） 

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） 

区分 
注記
番号 

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 

 △614 △1,827 

定期預金の払戻による
収入 

 570 1,888 

有形・無形固定資産の
取得による支出 

 △257 △605 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △136 △98 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 492 267 

その他  50 △694 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 105 △1,070 

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  500 △2,224 

長期借入による収入  700 3,937 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △5,132 △3,690 

社債の発行による収入  4,114 1,374 

社債の償還による支出  △2,410 △2,000 

株式の発行による収入  2,298 － 

その他  △9 △6 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 61 △2,609 



  

  

  次へ 

   
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

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 

 △2 7 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
減額 

 2,251 △2,356 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 4,239 6,490 

Ⅶ 子会社の連結除外による
現金同等物の減少高 

 － △254 

Ⅷ 新規連結子会社の増加に
よる現金同等物の増加高 

 － 152 

Ⅸ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※ 6,490 4,031 

   



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

  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。 

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。 

㈱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、

（協）富山県ニット工業センターは、

支配力が高まったため当連結会計年度

から連結の範囲に含めております。 

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。 

また、前連結会計年度において連結

子会社でありました㈱ジー・アール・

ディは、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 

  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.  

  （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、

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。 

非連結子会社（４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。 

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 ４社 

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 

㈱パシフィッククロージング 

GOLDWIN KOREA Corporation 

東根リゾート開発㈱ 

ゴールドウイン開発㈱ 

    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。 

また、前連結会計年度まで持分法適

用の関連会社であった（協）富山県ニ

ット工業センターは、支配力が高まっ

たため、当連結会計年度から連結の範

囲に含めております。 



項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２．持分法の適用に関する事

項 

(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。 

(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３

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）持分法適用会社のうち、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）      同左 

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。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

イ 有価証券 イ 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…… 

  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。 

同左 

  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 

  ロ デリバティブ…… ロ デリバティブ…… 

  時価法によっております。 同左 

  ハ たな卸資産…… ハ 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 



項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(2）重要な減価償却資産の

減価償却方法 

イ 有形固定資産の減価償却方法 イ 有形固定資産の減価償却方法 

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 

  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。 

但し、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。 

同左 

  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

しております。 

同左 

  なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

同左 

  
  

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ４～12年

  

  ロ 無形固定資産の減価償却方法 ロ 無形固定資産の減価償却方法 

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 

(3）繰延資産の処理方法 新株発行費および社債発行費は、支出

時に全額費用処理しております。 

社債発行費は、支出時に全額費用処理

しております。 

(4）重要な引当金の計上基

準 

イ 貸倒引当金 イ 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。 

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または

債務者区分に応じて計上しており、

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。 

  ロ 賞与引当金 ロ 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連結会計

年度負担額を計上しております。 

同左 

  ハ 返品調整引当金 ハ 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 



項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(4）重要な引当金の計上基

準 

ニ 退職給付引当金 ニ 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。 

  ホ 役員退職慰労引当金 ホ 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」に含めて計上して

おります。 

(5）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、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。 

同左 



  

項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(6）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 

(7）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 

(8）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

イ 消費税等の会計処理 イ 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 同左 

  ロ 連結納税制度の適用 ロ 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 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産および負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用してお

ります。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

連結調整勘定の償却については、発生

年度以後５年間の均等償却を行っており

ます。ただし、金額の僅少な場合は、発

生時に損益として処理しております。 

同左 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会計年度中

に確定した利益処分に基づいて作成して

おります。 

同左 

８．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 



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） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

   当連結会計年度より、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。これにより経常利益は62百万円増加し、税金

等調整前当期純損失は6,509百万円増加しております。 

 セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載して

おります。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

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） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表） 

──────   前連結会計年度まで区分掲記しておりました「預り

保証金」（当連結会計年度155百万円）は、負債、少

数株主持分および資本合計の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。 

（連結損益計算書） （連結損益計算書） 

１ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取

賃貸料」（当連結会計年度129百万円）、「為替差

益」（当連結会計年度49百万円）および「預り保証金

買入消却益」（当連結会計年度167百万円）は、営業

外収益の総額の100分の10以下であるため、当連結会

計年度から営業外収益の「その他」に含めて表示して

おります。 

１ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「社債

発行費」（当連結会計年度25百万円）は、営業外費用

の総額の100分の10以下であるため当連結会計年度か

ら営業外費用の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

２ 前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含め

て表示しておりました「社債発行費」（前連結会計年

度76百万円）は、営業外費用の総額の100分の10を超

えたため、当連結会計年度から区分掲記しておりま

す。 

────── 

３ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「投資

有価証券評価損」（当連結会計年度8百万円）および

「特別退職金」（当連結会計年度25百万円）は、特別

損失の総額の100分の10以下であるため、当連結会計

年度から特別損失の「その他」に含めて表示しており

ます。 

────── 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（平成18年３月31日） 

※１ このうち下記資産は、短期借入金2,355百万円お

よび長期借入金（１年内返済予定を含む）4,470

百万円の担保に供しております。 

※１ このうち下記資産は、短期借入金2,300百万円お

よび長期借入金（１年内返済予定を含む）3,791 

百万円の担保に供しております。 
  

建物 4,497百万円（期末簿価）

土地 11,551百万円（  〃  ）

投資有価証券 2,110百万円（  〃  ）

計 18,160百万円  

建物 4,128百万円（期末簿価）

土地 11,011百万円（  〃  ）

投資有価証券 3,247百万円（  〃  ）

計 18,387百万円  

  
※２ 有形固定資産減価償却累計額 9,474百万円 ※２ 有形固定資産減価償却累計額 9,123百万円

※３ 非連結子会社および関連会社にかかる注記 ※３ 非連結子会社および関連会社にかかる注記 

各科目に含まれている非連結子会社および関連会

社に対するものは次のとおりであります。 

各科目に含まれている非連結子会社および関連会

社に対するものは次のとおりであります。 
  

  

投資有価証券（株式） 1,911百万円

投資その他の資産その他 
（出資金） 

29百万円

  

投資有価証券（株式） 3,112百万円

投資その他の資産その他 
（出資金） 

28百万円

 ４ 偶発債務  ４ 偶発債務 

（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。 

  

  
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 161百万円

信託等による売掛債権譲渡高 1,672百万円

受取手形割引高 125百万円

信託等による売掛債権譲渡高 3,395百万円

※５ 当社の発行済株式総数は普通株式58,441,218株で

あります。 

※５ 当社の発行済株式総数は普通株式58,441,218株で

あります。 

※６ 当社が保有する自己株式の数は普通株式78,772株

であります。 

※６ 当社が保有する自己株式の数は普通株式96,449株

であります。 



（連結損益計算書関係） 

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 販売費および一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

※１ 販売費および一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 
  

広告宣伝費 2,570百万円

役員報酬及び給与手当 5,278百万円

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

広告宣伝費 2,695百万円

役員報酬及び給与手当 5,722百万円

賞与引当金繰入額 337百万円

退職給付費用 234百万円

   

※２ 一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開

発費 

※２ 一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開

発費 

507百万円 500百万円 

※３       ────── ※３ 固定資産減損損失 

   当連結会計年度において、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 

店舗 建物等 東京都渋谷区 他 

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 他 

   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。なお、店舗については各店舗を基礎としてグ

ルーピングを行っております。 

 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、店

舗については採算性が低下したため、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、112百万円、680百万円および242百万円、

合計6,572百万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。 



  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

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） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※４ 固定資産処分損の内容 ※４ 固定資産処分損の内容 
  

建物及び構築物 37百万円

解体費用 23百万円

その他 6百万円

計 67百万円

建物及び構築物 6百万円

機械装置及び運搬具 4百万円

その他 7百万円

計 18百万円

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） 

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） 

※ 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 

※ 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17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 
  
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

現金及び預金勘定 4,844百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △813百万円

現金及び現金同等物 4,031百万円



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

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） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 

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） 

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

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 

164 93 70 

工具器具及び
備品 

1,223 482 741 

その他 625 208 416 

合計 2,013 785 1,228 

なお、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。 

同左 

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 

  未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 303百万円

１年超 627百万円

合計 930百万円

１年内 378百万円

１年超 849百万円

合計 1,228百万円

なお、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。 

同左 

３．支払リース料および減価償却費相当額 ３．支払リース料および減価償却費相当額 
  

支払リース料 320百万円

減価償却費相当額 320百万円

支払リース料 395百万円

減価償却費相当額 395百万円

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 

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 



（有価証券関係） 

前連結会計年度（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．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  種類 
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） 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

(1）株式 1,462 2,650 1,188 

(2）債券

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 14 14 0 

③ その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 1,477 2,665 1,188 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

(1）株式 48 34 △13 

(2）債券

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 10 9 △0 

③ その他 － － － 

(3）その他 115 95 △19 

小計 173 140 △33 

合計 1,650 2,805 1,154 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

492 128 1 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

非上場株式 211 



４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  

当連結会計年度（平成18年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内
（百万円） 

５年超10年以内
（百万円） 

10年超（百万円）

１．債券  

(1）国債・地方債等 － － － － 

(2）社債 13 10 10 － 

(3）その他 － － － － 

２．その他 18 10 7 － 

合計 31 20 18 － 

  種類 
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） 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

(1）株式 1,446 4,055 2,608 

(2）債券

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 10 11 1 

③ その他 － － － 

(3）その他 34 36 1 

小計 1,491 4,103 2,611 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

(1）株式 43 34 △9 

(2）債券

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3）その他 10 9 △1 

小計 54 43 △10 

合計 1,545 4,147 2,601 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

267 64 2 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

非上場株式 193 



４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  

  

  次へ 

  
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内
（百万円） 

５年超10年以内
（百万円） 

10年超（百万円）

１．債券  

(1）国債・地方債等 － － － － 

(2）社債 10 － 11 － 

(3）その他 － － － － 

２．その他 － 10 5 － 

合計 10 10 17 － 



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

  

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） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 通常業務を遂行する上で、為替リスク、金利リスクな

どの様々なリスクに晒されており、このようなリスクを

効率的に管理する手段としてデリバティブ取引を利用し

ております。 

 これらのデリバティブ取引は、為替変動リスクのヘッ

ジを目的とした為替予約取引および金利変動リスクのヘ

ッジを目的とした金利スワップ取引であり、投機目的の

デリバティブ取引は行っておりません。 

 なお、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。 

 為替予約取引については、商品仕入等の海外取引によ

って発生した外貨建債務の為替変動リスクをヘッジする

ためのものであり、金利スワップ取引については金融機

関からの借入金等の範囲内で、変動金利債務と固定金利

債務のバランスを調整するためのものであり、それぞれ

財務部門が内規に基づいて関係部署との合議の上行って

おります。なお、デリバティブ取引の相手方はいずれも

信用度の高い銀行、証券会社に限られており、取引相手

方の債務不履行による損失の発生は予想しておりませ

ん。 

同左 



２．取引の時価等に関する事項 

(1）通貨関連 

  

  

(2）金利関連 

  

  

  

  次へ 

区分 種類 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

契約額等 
（百万円） 

契約額等の
うち１年超 
（百万円） 

時価
（百万円） 

評価損益
（百万円） 

契約額等
（百万円） 

契約額等の
うち１年超 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益
（百万円） 

市場取
引以外
の取引 

為替予約取引   

買建   

米ドル 19 － 19 0 218 131 216 △1

ニュージーランド 
   ドル 

－ － － － 111 83 102 △9

合計 19 － 19 0 329 215 318 △10

前連結会計年度   当連結会計年度 

（注）１．時価の算定方法   （注）１．時価の算定方法 

期末の時価は先物相場を使用しております。  同左 

２．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。 

  ２．       同左 

区分 種類 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

契約額等 
（百万円） 

契約額等の 
うち１年超
（百万円） 

時価
（百万円） 

評価損益
（百万円） 

契約額等
（百万円） 

契約額等の
うち１年超 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益
（百万円） 

市場取
引以外
の取引 

金利スワップ取引   

受取固定・支払変
動 

300 300 △17 △17 300 300 △20 △20

合計 300 300 △17 △17 300 300 △20 △20

前連結会計年度   当連結会計年度 

（注）１．時価の算定方法   （注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基

づき算定しております。 

  同左 

２．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。 

  ２．       同左 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社および国内連結子会社は、確定給付企業年金制度および退職一時金制度を設けております。なお、平成17年７月１

日に厚生年金基金制度から確定給付企業年金制度に移行しております。 

また、一部の国内連結子会社は、確定給付企業年金基金制度に加入していないため、退職給は債務の確定にあたり簡便

法を採用しております。 

  

２．退職給付債務に関する事項 

  

３．退職給付費用に関する事項 

  

    
前連結会計年度

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

(1） 退職給付債務（百万円） △6,114 △6,389   

(2） 年金資産（百万円） 3,029 3,818   

(3） 
未積立退職給付債務 (1)＋(2)
（百万円） 

△3,084 △2,570   

(4） 未認識数理計算上の差異（百万円） 1,016 556   

(5） 
退職給付引当金 (3)＋(4) 
（百万円） 

△2,067 △2,013   

    
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） 勤務費用（百万円） 194 186   

(2） 利息費用（百万円） 151 149   

(3） 期待運用収益（百万円） △100 △122   

(4） 
会計基準変更時差異の費用処理額 
（百万円） 

286 －   

(5） 
数理計算上の差異の費用処理額
（百万円） 

136 108   

(6） 
過去勤務債務の費用処理額 
（百万円） 

－ △96   

(7） 
小計 (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6) 
（百万円） 

667 226   

(8） 特別退職金（百万円） 25 －   

  合計 (7)＋(8)（百万円） 693 226   



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

    
前連結会計年度

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

(1） 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準   

(2） 割引率（％） 2.5 2.0   

(3） 期待運用収益率（％） 4.0 4.0   

(4） 数理計算上の差異の処理年数（年） 13 13   

(5） 会計基準変更時差異の処理年数（年） 5 －   

(6） 過去勤務債務の額の処理年数（年） － 一括   



（税効果会計関係） 

  

  

前連結会計年度
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 
  
  （百万円） 

繰延税金資産（流動）   

賞与引当金 181 

たな卸資産評価損否認 101 

繰越欠損金 527 

その他 228 

繰延税金資産小計 1,038 

評価性引当額 △667 

計 370 

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金限度超過額 822 

役員退職慰労引当金 165 

貸倒引当金限度超過額 71 

その他 417 

繰延税金資産小計 1,478 

評価性引当額 △1,343 

計 134 

繰延税金負債（固定）   

その他有価証券評価差額金 469 

計 469 

 （百万円） 

繰延税金資産（流動）   

賞与引当金 194 

たな卸資産評価損否認 517 

繰越欠損金 447 

その他 188 

繰延税金資産小計 1,347 

評価性引当額 △1,004 

計 343 

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金限度超過額 793 

貸倒引当金限度超過額 247 

固定資産減損損失 371 

その他 462 

繰延税金資産小計 1,875 

評価性引当額 △1,762 

計 113 

繰延税金負債（固定）   

その他有価証券評価差額金 1,058 

計 1,058 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 
  

  

  （％） 

法定実効税率 40.7 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
3.7 

住民税均等割等 2.7 

評価性引当額 △12.5 

持分法投資損益 △27.8 

その他 0.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 7.3 

 当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失
となっているため、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項目別の
内訳は記載しておりません。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 （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 

  

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）     

    
スポーツ用品
関連事業 

スポーツ施
設・スポーツ
情報関連事業 

計 消去又は全社 連結 

    （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

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   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 

営業利益又は営業損失（△） 621   △129 491 30   521 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本
的支出 

           

資産   61,227   6,339 67,566 (1,927)   65,639 

減価償却費   652   148 800 －   800 

資本的支出   262   21 283 －   283 

  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



 （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】 

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

平成18年３月31日） 

 本邦の売上高および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める割

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】 

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

  

  

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）     

    
スポーツ用品
関連事業 

スポーツ施
設・スポーツ
情報関連事業 

計 消去又は全社 連結 

    （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

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   45,900   348 46,249 －   46,249 

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

  4   470 475 (475)   － 

計   45,905   818 46,724 (475)   46,249 

営業費用   45,392   741 46,133 (502)   45,631 

営業利益 513   77 591 27   618 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本
的支出 

           

資産   57,933   781 58,714 (729)   57,984 

減価償却費   703   41 745 －   745 

減損損失   913   5,659 6,572 －   6,572 

資本的支出   581   － 581 －   581 

  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



【関連当事者との取引】 

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） 

子会社等 

 （注）１．取引金額および期末残高には消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件および取引条件の決定方針等 

上記関連会社への取引条件については、両社協議により決定しております。 

  

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） 

子会社等 

 （注）１．取引金額および期末残高には消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件および取引条件の決定方針等 

上記関連会社への取引条件については、両社協議により決定しております。 

  

属性 会社等の名称 住所 

資本金

又は出

資金 

(百万円) 

事業の

内容又

は職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合 

（％） 

関係内容 

取引の

内容 

取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高 

（百万円）

役員

の兼

任等 

事業上

の関係 

関連

会社 

GOLDWIN 

KOREA 

Corporation 

韓国

ソウ

ル市 

W3,000

百万 

スポー

ツ用品

関連事

業 

（所有） 

直接40.7 

役員 

１名 

韓国に

おける

商標権

の使用

料 

使用料 417 
未収

入金 
106 

属性 会社等の名称 住所 

資本金

又は出

資金 

(百万円) 

事業の

内容又

は職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合 

（％） 

関係内容 

取引の

内容 

取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高 

（百万円）

役員

の兼

任等 

事業上

の関係 

関連

会社 

GOLDWIN 

KOREA 

Corporation 

韓国

ソウ

ル市 

W3,000

百万 

スポー

ツ用品

関連事

業 

（所有） 

直接40.7 

役員 

２名 

韓国に

おける

商標権

の使用

料 

使用料 635 
未収

入金 
167 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益または１株当たり当期純損失（△）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） 

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株当たり純資産額 388.95円

１株当たり当期純利益 20.20円

１株当たり純資産額 342.80円

１株当たり当期純損失 68.10円

 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。 

 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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当期純利益または当期純損失（△）（百万

円） 
1,018 △3,973 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益または当期純損

失（△）（百万円） 
1,018 △3,973 

期中平均株式数（千株） 50,397 58,355 

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） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

──────  当社は平成18年６月29日開催の定時株主総会におい

て、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基

づき、当社ならびに当社子会社および関連会社（海外法

人を除く。）の取締役、監査役および従業員に対して、

ストックオプションとして新株予約権を無償で発行する

こと、募集事項の決定を当社取締役会に委任することを

決議いたしました。その概要は下記のとおりです。 

  １．本新株予約権の目的となる株式の種類および数 

   新株予約権の目的となる株式の種類は、当社普通株

式とし、新株予約権１個当たりの目的となる当社普通

株式の数は1,000株とする。 

 ただし、新株予約権発行後、当社が当社普通株式の

株式分割（株式無償割当てを含む）または株式併合を

行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整

するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権

のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目

的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる

１株未満の端数については、これを切り捨てるものと

する。 

  調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

   上記のほか、新株予約権発行後、目的となる株式の

数の調整が必要となるやむを得ない事由が生じたとき

は、当社が適当と考える方法で株式数の調整を行うこ

とができる。 



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） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ２．本新株予約権の数の上限1,600個 

  ３．本新株予約権の払込金額 

   新株予約権につき金銭の払い込みを要しない。 

  ４．本新株予約権の行使に際して払い込まれる金額（以

下「行使価額」という）の算定方法 

   新株予約権の行使により交付を受けることのできる

株式１株あたりの行使価額は、新株予約権の割当日の

属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除

く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通

取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未

満の端数は切り上げる。ただし、その金額が新株予約

権の割当日の終値（取引が成立しない場合はそれに先

立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終値とす

る。 

 なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式

につき株式分割（株式無償割当てを含む）、または株

式併合を行う場合は、次に定める算式により１株当た

りの行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げる。 

  
調整後行使価額＝調整前行使価額×

１ 

分割・併合の比率 

   また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で

当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の

処分（ただし、当社普通株式に転換される証券もしく

は転換できる証券または当社普通株式の交付を請求で

きる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）の転換または行使による場合を除く。）を行

う場合は、次の算式により１株当たりの行使価額を調

整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

る。 

  ＜算式＞ 

    既発

行株

式数 

＋ 

新規

発行

株式

数 

× 

１株当

たり払

込金額 

調整

後行

使価

額 

＝ 

調整

前行

使価

額 

× 

１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

   上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発

行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行

株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。 

 また、新株予約権の割当日後、上記のほか、行使価

額の調整を必要とするやむを得ない事情が生じた場合

は、当社が適当と考える方法で、当社は行使価額の調

整を行うことができる。 



  

  

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） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ５．新株予約権の行使期間 

   平成20年７月１日から平成25年６月30日まで。 

  ６．新株予約権の取得 

   当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社と

なる分割計画若しくは分割契約、当社が完全子会社と

なる株式交換契約、または株式移転計画について株主

総会の承認（株主総会の承認が不要な場合には取締役

会決議）がなされたときは、当社は、新株予約権を無

償で取得することができる。 

  ７．譲渡による新株予約権の取得の制限 

   譲渡による新株予約権の取得については、当社取締

役会の決議による承認を要するものとする。 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１．( )内書は、１年以内の償還予定額であります。 

２．連結決算日後の５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

  

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
（百万円） 

当期末残高
（百万円） 

利率（％） 担保 償還期限

㈱ゴールドウイン 
第２回無担保社債
（銀行保証付および適格
機関投資家限定） 

平成13年
９月18日 

1,000 － 1.15 無担保 
平成17年
９月16日 

㈱ゴールドウイン 
第４回無担保社債
（銀行保証付および適格
機関投資家限定） 

平成15年
９月25日 

210
150

（  60）
0.24 無担保 

平成20年
９月25日 

㈱ゴールドウイン 
第５回無担保社債
（銀行保証付および適格
機関投資家限定） 

平成15年
12月26日 

240
180

（  60）
0.21 無担保 

平成20年
12月26日 

㈱ゴールドウイン 
第６回無担保社債
（銀行保証付および適格
機関投資家限定） 

平成16年
２月20日 

2,000 2,000 1.26 無担保 
平成21年
２月20日 

㈱ゴールドウイン 
第７回無担保社債
（銀行保証付および適格
機関投資家限定） 

平成16年
２月25日 

160
120

（  40）
0.21 無担保 

平成21年
２月25日 

㈱ゴールドウイン 
第８回無担保社債
（銀行保証付および適格
機関投資家限定） 

平成16年
３月26日 

640
480

（ 160）
0.63 無担保 

平成21年
３月26日 

㈱ゴールドウイン 
第９回無担保社債
（銀行保証付および適格
機関投資家限定） 

平成16年
６月25日 

810
630

（ 180）
0.31 無担保 

平成21年
６月25日 

㈱ゴールドウイン 
第１０回無担保社債
（銀行保証付および適格
機関投資家限定） 

平成16年
９月28日 

1,000 1,000 1.15 無担保 
平成21年
９月28日 

㈱ゴールドウイン 
第１１回無担保社債
（銀行保証付および適格
機関投資家限定） 

平成16年
11月25日 

900
720

（ 180）
0.77 無担保 

平成21年
11月25日 

㈱ゴールドウイン 
第１２回無担保社債
（銀行保証付および適格
機関投資家限定） 

平成16年
12月25日 

900
720

（ 180）
0.31 無担保 

平成21年
12月25日 

㈱ゴールドウイン 
第１３回無担保社債
（銀行保証付および適格
機関投資家限定） 

平成17年
３月31日 

500 500 1.00 無担保 
平成22年
３月31日 

㈱ゴールドウイン 
第１４回無担保社債
（銀行保証付および適格
機関投資家限定） 

平成17年
６月29日 

－
810

（ 180）
0.31 無担保 

平成22年
６月25日 

㈱ゴールドウイン 
第１５回無担保社債
（銀行保証付および適格
機関投資家限定） 

平成17年
７月29日 

－
450

（ 100）
0.53 無担保 

平成22年
７月29日 

合計 － － 8,360
7,760
（1,140）

－ － － 

１年以内 
（百万円） 

１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内
（百万円） 

３年超４年以内
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

1,140 1,140 3,110 2,230 140 



【借入金等明細表】 

 （注）１．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。 

２．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

３．その他の有利子負債は、預り保証金であります。 

  

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  

区分 
前期末残高
（百万円） 

当期末残高
（百万円） 

平均利率
（％） 

返済期限 

短期借入金 6,220 4,368 1.8 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 3,413 1,827 1.9 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 
（注）１ 

3,165 5,786 1.7 平成19年～24年

その他の有利子負債 
（注）３ 

32 35 1.2 － 

合計 12,831 12,016 － － 

区分 
１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内
（百万円） 

３年超４年以内
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

長期借入金 1,590 2,456 1,040 200 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18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
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   6,367 3,741 

２．受取手形 ※３  1,912 1,788 

３．売掛金 ※３  10,268 8,412 

４．有価証券   31 10 

５．製品商品   6,759 7,094 

６．原材料   541 357 

７．仕掛品   85 74 

８．前渡金   30 28 

９．未収入金 ※３  1,366 1,305 

10．前払費用   313 231 

11．繰延税金資産   325 205 

12．関係会社短期貸付金   326 － 

13．その他 ※３  305 150 

14．貸倒引当金   △27 △267 

流動資産合計   28,606 48.9 23,132 44.6

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※２   

(1）建物 ※１  4,739 4,425 

(2）構築物   127 116 

(3）機械及び装置   6 5 

(4）車両運搬具   4 2 

(5）工具器具及び備品   63 61 

(6）土地 ※１  11,865 11,353 

有形固定資産合計   16,806 28.7 15,964 30.8



   
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18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
（％） 

２．無形固定資産    

(1）商標権   2,362 2,340 

(2）ソフトウェア   15 10 

(3）諸施設利用権   27 26 

無形固定資産合計   2,406 4.1 2,376 4.6

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※１  2,950 4,304 

(2）関係会社株式   1,425 1,684 

(3）出資金   1 1 

(4）関係会社出資金   557 557 

(5）長期貸付金   1,435 1,307 

(6）従業員に対する長期
貸付金 

  4 4 

(7）関係会社長期貸付金   3,966 3,615 

(8）破産債権等   100 98 

(9）長期前払費用   0 121 

(10）長期差入保証金   922 968 

(11）退職給与引当資産   493 250 

(12）長期預金   － 800 

(13）投資不動産 ※２  1,317 － 

(14）会員権   600 － 

(15）その他   0 194 

(16）貸倒引当金   △3,062 △3,557 

投資その他の資産合計   10,713 18.3 10,351 20.0

固定資産合計   29,926 51.1 28,692 55.4

資産合計   58,532 100.0 51,825 100.0

     



   
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18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
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形   2,476 2,591 

２．買掛金   7,470 6,970 

３．短期借入金 ※１  6,220 4,368 

４．１年内償還予定社債   1,860 1,140 

５．１年内返済予定長期借
入金 

※１  3,406 1,827 

６．未払金 ※３  1,386 1,304 

７．未払法人税等   84 52 

８．未払消費税等   137 51 

９．未払費用   177 196 

10．預り金   15 19 

11．賞与引当金   249 279 

12．返品調整引当金   580 530 

13．その他   46 51 

流動負債合計   24,110 41.2 19,380 37.4

     

Ⅱ 固定負債    

１．社債   6,500 6,620 

２．長期借入金 ※１  3,163 4,996 

３．繰延税金負債   469 1,058 

４．退職給付引当金   1,027 1,056 

５．役員退職慰労引当金   341 － 

６．投資損失引当金   219 437 

７．その他   116 485 

固定負債合計   11,837 20.2 14,654 28.3

負債合計   35,948 61.4 34,034 65.7

     



  

  

   
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18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
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※４  10,321 17.6 10,321 19.9

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  11,051 11,051  

資本剰余金合計   11,051 18.9 11,051 21.3

Ⅲ 利益剰余金    

１．当期未処分利益又は当
期未処理損失（△） 

 541 △5,103  

利益剰余金合計   541 0.9 △5,103 △9.8

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  684 1.2 1,542 2.9

Ⅴ 自己株式 ※５  △14 △0.0 △20 △0.0

資本合計   22,584 38.6 17,790 34.3

負債・資本合計   58,532 100.0 51,825 100.0

     



②【損益計算書】 

   
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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
（％） 

Ⅰ 売上高   36,856 100.0 36,587 100.0

Ⅱ 売上原価    

１．製品商品期首たな卸高  6,536 6,759  

２．当期商品仕入高  1,753 2,114  

３．当期製品製造原価 ※２ 22,869 24,106  

合計  31,159 32,980  

４．他勘定振替高  － 1,253  

５．製品商品期末たな卸高  6,759 24,399 66.2 7,094 24,632 67.3

売上総利益   12,456 33.8 11,954 32.7

返品調整引当金戻入差
額 

  30 0.1 50 0.1

差引売上総利益   12,486 33.9 12,004 32.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．支払手数料  807 729  

２．荷造費及び運賃  696 735  

３．保管料  1,282 1,288  

４．広告宣伝費  2,121 2,175  

５．役員報酬及び給料手当  3,863 4,126  

６．賞与引当金繰入額  246 277  

７．退職給付費用  184 223  

８．役員退職慰労引当金繰
入額 

 23 4  

９．福利厚生費  504 553  

10．旅費交通費  591 628  

11．減価償却費  397 398  

12．賃借料  312 290  

13．研究開発費 ※２ 275 265  

14．その他  937 12,244 33.2 838 12,535 34.3

営業利益又は営業損失
（△） 

  242 0.7 △530 △1.5



   
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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
（％） 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  99 100  

２．受取配当金 ※１ 24 358  

３．受取賃貸料 ※１ 253 249  

４．受取販売手数料 ※１ 565 795  

５．その他  194 1,137 3.1 170 1,674 4.6

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  482 381  

２．賃貸設備減価償却費  77 69  

３．賃貸商標権償却  － 113  

４．その他  319 879 2.4 198 764 2.1

経常利益   500 1.4 379 1.0

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却益  87 41  

２．貸倒引当金戻入益  13 －  

３．関係会社清算益  － 87  

４．その他  － 100 0.2 4 133 0.4

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産減損損失 ※３ － 1,879  

２．デット・エクイティ・
スワップ損失 

 － 1,073  

３．棚卸資産評価損  － 1,253  

４．固定資産処分損 ※４ 51 0  

５．関係会社債権償却引当
損 

 170 730  

６．退職給付会計基準変更
時差異償却 

 143 －  

７．投資損失引当金繰入額  33 218  

８．その他 ※５ 88 486 1.3 999 6,153 16.8

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△） 

  114 0.3 △5,640 △15.4



   
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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
（％） 

法人税、住民税及び事
業税 

 △36 △115  

法人税等調整額  △20 △56 △0.2 120 4 0.0

当期純利益又は当期純
損失（△） 

  170 0.5 △5,645 △15.4

前期繰越利益   382 541 

合併引継未処理損失   11 － 

当期未処分利益又は当
期未処理損失（△） 

  541 △5,103 

     



製造原価明細書 

 （注） 原価計算の方法は、部門別総合原価計算を採用しております。 

  

  

   
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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
（％） 

Ⅰ 材料費   2,969 13.0 2,507 10.4

Ⅱ 労務費   39 0.2 41 0.2

(うち賞与引当金繰入額）   (3) (2)

Ⅲ 経費    

外注加工費  18,270 19,915  

荷造運搬費  36 35  

その他  1,502 19,810 86.8 1,596 21,546 89.4

当期総製造費用   22,819 100.0 24,095 100.0

期首仕掛品たな卸高   134 85 

合計   22,954 24,181 

期末仕掛品たな卸高   85 74 

当期製品製造原価   22,869 24,106 



③【利益処分計算書および損失処理計算書】 

  

  

  次へ 

利益処分計算書 損失処理計算書

    
前事業年度 

（ 株主総会承認日 
平成17年６月29日）

当事業年度 
（ 株主総会承認日 
平成18年６月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 区分
注記
番号 

金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益    541 Ⅰ 当期未処理損失  5,103 

     Ⅱ 損失処理額    

     １．資本準備金取崩額 5,103 5,103 

Ⅱ 次期繰越利益    541 Ⅲ 次期繰越損失  － 

        



重要な会計方針 

項目 
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

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 

  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…… 

  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 

  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 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ…… デリバティブ…… 

時価法によっております。 同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

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 

  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 

  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 

４．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 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）…… 

  定額法を採用しております。 同左 

  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 

  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年均等償却をし

ております。 

同左 

  なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

同左 

  
  

建物 ８～46年

構築物 10～50年

  

  無形固定資産…… 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）に基づく定額法を採用しており

ます。 

同左 

  投資不動産…… ────── 

  定率法を採用しております。   



項目 
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５．繰延資産の処理方法 新株発行費および社債発行費…… 社債発行費…… 

  支出時に全額費用処理しております。 支出時に全額費用処理しております。 

６．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

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。 

同左 

７．引当金の計上基準 貸倒引当金…… 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。 

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または債

務者区分に応じて計上し、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。 

  賞与引当金…… 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計上しておりま

す。 

同左 

  返品調整引当金…… 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 

  退職給付引当金…… 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。 

  投資損失引当金………… 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、被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 

  役員退職慰労引当金………… 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期末に

おける要支給額を計上しておりま

す。 

────── 



  

会計処理方法の変更 

項目 
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ────── （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

「その他」に含めて計上しておりま

す。 

８．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 

９．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 

10．その他財務諸表作成のた

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 

税抜方式によっております。 同左 

(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 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当期より、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

れにより経常利益は4百万円増加し、税引前当期純損失

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。 



表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （貸借対照表） 

   前期まで区分掲記しておりました「会員権」（当期

185百万円）は、資産合計の100分の1以下となったた

め、投資その他の資産の「その他」に含めて表示してお

ります。 

（損益計算書） （損益計算書） 

 前期まで区分掲記しておりました「投資有価証券評価

損」（当期8百万円）は、特別損失の総額の100分の10以

下であるため、当期から特別損失の「その他」に含めて

表示しております。 

 前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示してお

りました「賃貸商標権償却」（前期80百万円）は、当期

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。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度
（平成18年３月31日） 

※１ このうち下記資産は、短期借入金2,355百万円お

よび長期借入金（１年内返済予定を含む）4,470

百万円の担保に供しております。 

※１ このうち下記資産は、短期借入金2,300百万円お

よび長期借入金（１年内返済予定を含む）3,791 

百万円の担保に供しております。 
  

建物 4,497百万円(期末簿価)

土地 11,551百万円(  〃  )

投資有価証券 2,110百万円(  〃  )

計 18,160百万円  

建物 4,128百万円(期末簿価)

土地 11,011百万円(  〃  )

投資有価証券 3,247百万円(  〃  )

計 18,387百万円  

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は4,906百万円で

あり投資不動産の減価償却累計額は138百万円で

あります。 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は5,087百万円で

あります。 

※３ このうち関係会社に対するものを次のとおり含ん

でおります。 

※３ このうち関係会社に対するものを次のとおり含ん

でおります。 
  

受取手形 361百万円

売掛金 1,685百万円

未収入金 471百万円

流動資産・その他 286百万円

未払金 746百万円

受取手形 271百万円

売掛金 779百万円

未収入金 663百万円

流動資産・その他 113百万円

未払金 612百万円

  
※４ 授権株式数 普通株式 120,000千株 ※４ 授権株式数 普通株式 230,000千株

ただし、定款の定めにより、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こと

となっております。 

発行済株式総数 普通株式 58,441千株

  
発行済株式総数 普通株式 58,441千株

※５ 自己株式 ※５ 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式78,722

株であります。 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式96,449

株であります。 

 ６ 偶発債務  ６ 偶発債務 

(1）保証債務 (1）保証債務 

下記の者の銀行借入および仕入債務等に対し債

務保証を行っております。 

下記の者の銀行借入および仕入債務等に対し債

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 

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

計 1,379百万円

  

㈱ウエザーステーション 639百万円

㈱カンタベリーオブニュージー

ランドジャパン 
579百万円

(協)富山県ニット工業センター 133百万円

計 1,352百万円

(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 1,533百万円 信託等による売掛債権譲渡高 3,168百万円



  

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度
（平成18年３月31日） 

 ７ 準備金による欠損填補  ７ 準備金による欠損填補 

平成14年６月27日開催の定時株主総会において下

記の欠損填補を行っております。 

平成15年６月27日開催の定時株主総会において下

記の欠損填補を行っております。 
  

資本準備金 1,759百万円 資本準備金 33百万円

平成15年６月27日開催の定時株主総会において下

記の欠損填補を行っております。 

  

  
資本準備金 33百万円

 ８ 配当制限  ８ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は684百

万円であります。 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は1,542

百万円であります。 

 ９       ──────  ９ 資本の欠損の額は、5,124百万円であります。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ このうち関係会社との取引に係るものを次のとお

り含んでおります。 

※１ このうち関係会社との取引に係るものを次のとお

り含んでおります。 
  

  

受取賃貸料 153百万円

受取販売手数料 537百万円

受取配当金 326百万円

受取賃貸料 146百万円

受取販売手数料 762百万円

※２ 研究開発費の総額 ※２ 研究開発費の総額 

一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開

発費 

一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開

発費 

489百万円 471百万円 



  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※３       ────── ※３ 減損損失 

 当期において、当社は以下の資産グループについ

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、建物及び構築物等 富山県小矢部市 

東京都渋谷区ほか 

遊休資産 土地、建物及び構築物等 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。 

※４ 固定資産処分損の内容 ※４ 固定資産処分損の内容 
  

建物 22百万円

構築物 4百万円

解体費用 23百万円

その他 0百万円

計 51百万円

  

建物 0百万円

その他 0百万円

計 0百万円

※５ 貸倒引当金繰入額16百万円を含んでおります。 ※５ 貸倒引当金繰入額577百万円を含んでおります。 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 

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） 

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

  
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 53 17 

工具器具及び
備品 

590 286 304 

その他 155 76 78 

合計 817 416 401 

なお、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。 

同左 

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 

  未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 161百万円

１年超 297百万円

合計 458百万円

１年内 153百万円

１年超 247百万円

合計 401百万円

なお、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。 

同左 

３．支払リース料および減価償却費相当額 ３．支払リース料および減価償却費相当額 
  

支払リース料 193百万円

減価償却費相当額 193百万円

支払リース料 171百万円

減価償却費相当額 171百万円

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 



（有価証券関係） 

 前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）および当事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年

３月31日）における子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  



（税効果会計関係） 

  

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度
（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 
  
  （百万円） 

繰延税金資産（流動）   

棚卸資産評価損否認 88 

賞与引当金 101 

繰越欠損金 489 

その他 133 

繰延税金資産小計 813 

評価性引当額 △488 

計 325 

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金限度超過額 402 

役員退職慰労引当金 138 

貸倒引当金限度超過額 846 

関係会社株式評価損 759 

その他 309 

繰延税金資産小計 2,456 

評価性引当額 △2,456 

計 － 

繰延税金負債（固定）   

その他有価証券評価差額金 469 

計 469 

 （百万円） 

繰延税金資産（流動）   

棚卸資産評価損否認 461 

賞与引当金 113 

繰越欠損金 418 

その他 216 

繰延税金資産小計 1,209 

評価性引当額 △1,004 

計 205 

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金限度超過額 429 

貸倒引当金限度超過額 1,046 

関係会社株式評価損 785 

デット・エクイティ・スワップ損失 684 

その他 848 

繰延税金資産小計 3,795 

評価性引当額 △3,795 

計 － 

繰延税金負債（固定）   

その他有価証券評価差額金 1,058 

計 1,058 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 
  
  （％） 

法定実効税率 40.7 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
13.9 

住民税均等割等 15.7 

子会社の個別帰属額 △47.8 

評価性引当額 △71.5 

その他 △0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △49.1 

 当期において、税引前当期純損失となっているた
め、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項目別の内訳は記載して
おりません。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益または１株当たり当期純損失（△）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） 

  

  

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  
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

１株当たり純資産額 304.92円

１株当たり当期純損失 96.74円

 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。 

 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。 

  
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当期純利益または当期純損失（△）（百万

円） 
170 △5,645 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益または当期純損

失（△）（百万円） 
170 △5,645 

期中平均株式数（千株） 50,397 58,355 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

──────  当社は平成18年６月29日開催の定時株主総会におい

て、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基

づき、当社ならびに当社子会社および関連会社（海外法

人を除く。）の取締役、監査役および従業員に対して、

ストックオプションとして新株予約権を無償で発行する

こと、募集事項の決定を当社取締役会に委任することを

決議いたしました。その概要は「第５ 経理の状況 

１．連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 （重要な後

発事象）」に記載しております。 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

【債券】 

  

【その他】 

  

  

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

㈱ほくほくフィナンシャルグループ 3,886,428 2,009 

㈱みずほフィナンシャルグループ 511 492 

㈱北國銀行 796,465 445 

三井物産㈱ 150,000 255 

東レ㈱ 175,000 168 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー
プ 

80 144 

丸紅㈱ 150,000 92 

東洋紡績㈱ 180,000 65 

ゼット㈱ 154,560 60 

トナミ運輸㈱ 150,000 53 

その他48銘柄 1,863,807 460 

計 7,506,851 4,246 

銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

有価証券 
その他有
価証券 

その他１銘柄 10 10

投資有価証
券 

その他有
価証券 

その他１銘柄 10 11

計 20 21

種類及び銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価
証券 

その他有
価証券 

（投資信託受益証券） 

証券投資信託受益証券５銘柄 43,485,905 45 

計 43,485,905 45 



【有形固定資産等明細表】 

（注）「当期減少額」の欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

資産の種類 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額
（百万円） 

当期末残高
（百万円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
(百万円) 

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末残
高（百万円） 

有形固定資産   

建物 9,106 71 
223
(219) 

8,954 4,529 164 4,425

構築物 352 5 
5
(5) 

352 236 11 116

機械及び装置 77 － － 77 72 1 5

車両運搬具 17 － 2 14 11 1 2

工具器具及び備品 293 7 
2
(0) 

298 237 9 61

土地 11,865 62 
574
(574) 

11,353 － － 11,353

建設仮勘定 － 6 6 － － － －

有形固定資産計 21,713 153 
815
(800) 

21,051 5,087 187 15,964

無形固定資産   

商標権 9,723 363 － 10,086 7,745 385 2,340

ソフトウェア 35 － － 35 25 5 10

諸施設利用権 41 2 0 42 16 3 26

無形固定資産計 9,799 365 0 10,164 7,787 394 2,376

長期前払費用 0 124 3 121 － － 121

繰延資産 － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －



【資本金等明細表】 

 （注）  当期末における自己株式数は、96,449株であります。 

  

【引当金明細表】 

 （注）１．返品調整引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額であります。 

２．役員退職慰労引当金の「当期減少額の（その他）」は、制度廃止に伴う打ち切り支給決議に基づく科目振替である。 

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

資本金（百万円） 10,321 － － 10,321

資本金のうち
既発行株式 

普通株式（注） （株） （58,441,218）（    －） － （58,441,218）

普通株式 （百万円） 10,321 － － 10,321

計 （株） （58,441,218）（    －） － （58,441,218）

計 （百万円） 10,321 － － 10,321

資本準備金及
びその他資本
剰余金 

（資本準備金）    

株式払込剰余金 （百万円） 11,051 － － 11,051

計 （百万円） 11,051 － － 11,051

利益準備金及
び任意積立金 

（利益準備金） （百万円） － － － －

（任意積立金） （百万円） － － － －

計 （百万円） － － － －

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額
（百万円） 

当期減少額
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

貸倒引当金 3,089 1,307 572 － 3,824

賞与引当金 249 279 249 － 279

返品調整引当金 580 530 － 580 530

役員退職慰労引当金 341 4 － 345 －

投資損失引当金 219 218 － － 437



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 流動資産 

イ．現金及び預金 

  

ロ．受取手形 

相手先別内訳 

  

期日別内訳 

  

区分 金額（百万円）

現金 3 

預金 

当座預金 2,225 

普通預金 700 

定期預金 800 

外貨預金 12 

小計 3,737 

合計 3,741 

相手先 金額（百万円）

㈱シークラフト 268 

㈱ヴィクトリア 240 

シウラスポーツ用品㈱ 224 

ゼット㈱ 151 

三共スポーツ㈱ 126 

その他 776 

合計 1,788 

期日別 金額（百万円）

平成18年４月 831 

５月 432 

６月 370 

７月 126 

８月 22 

９月以降 4 

合計 1,788 



ハ．売掛金 

相手先別内訳 

  

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

  

ニ．製品商品 

  

ホ．原材料 

  

相手先 金額（百万円）

ゼビオ㈱ 599 

㈱アルペン 504 

シウラスポーツ用品㈱ 417 

㈱メガスポーツ 409 

三共スポーツ㈱ 329 

その他 6,151 

合計 8,412 

前期繰越高 
（百万円） 

当期発生高 
（百万円） 

当期回収高 
（百万円） 

次期繰越高
（百万円） 

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

10,268 38,434 40,289 8,412 82.7 88 

品目 金額（百万円）

ニット商品 3,630 

布帛商品 3,071 

その他 393 

合計 7,094 

品目 金額（百万円）

ニット商品 180 

布帛商品 152 

その他 25 

合計 357 



ヘ．仕掛品 

  

② 固定資産 

イ．関係会社長期貸付金 

  

③ 流動負債 

イ．支払手形 

相手先別内訳 

  

期日別内訳 

品目 金額（百万円）

ニット商品 36 

布帛商品 34 

その他 3 

合計 74 

相手先 金額（百万円）

㈱ゴールドウインテクニカルセンター 1,700 

㈱ゴールドウインエンタープライズ 540 

㈱シークラフト 455 

㈱カンタベリーオブニュージーランドジャパン 320 

㈱ウエザーステーション 310 

㈱テイースポーツ 290 

合計 3,615 

相手先 金額（百万円）

東レインターナショナル㈱ 695 

㈱マツオカコーポレーション 144 

長谷虎紡績㈱ 117 

ジャパンゴアテックス㈱ 107 

日本ストレッチ㈱ 78 

その他 1,449 

合計 2,591 

期日別 金額（百万円）

平成18年４月 691 

５月 588 

６月 383 

７月 915 

８月 11 

合計 2,591 



ロ．買掛金 

  

ハ．短期借入金 

  

相手先 金額（百万円）

三井物産㈱ 4,089 

丸紅㈱ 1,099 

伊藤忠商事㈱ 587 

東レインターナショナル㈱ 250 

東洋紡績㈱ 142 

その他 800 

合計 6,970 

相手先 金額（百万円）

㈱みずほ銀行 1,600 

㈱北國銀行 1,000 

㈱北陸銀行 700 

㈱富山銀行 500 

㈱富山第一銀行 328 

その他 240 

合計 4,368 



④ 固定負債 

イ．社債                    7,760百万円 

 内訳は １連結財務諸表等 （1）連結財務諸表 ⑤連結附属明細表 社債明細表に記載しております。 

  

ロ．長期借入金 

  

(3）【その他】 

① 決算日後の状況 

 特記事項はありません。 

  

② 訴訟事件 

 該当事項はありません。 

  

  

相手先 金額（百万円）

㈱北國銀行 2,332 

㈱北陸銀行 952 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 480 

みずほ信託銀行㈱ 397 

㈱みずほ銀行 325 

その他 510 

合計 4,996 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

  

  

決算期 ３月３１日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月３１日 

株券の種類 
10,000株券、1,000株券、500株券、100株券、50株券、10株券、１株券
及び、100株未満の株数を表示した株券 

中間配当基準日 ９月３０日 

１単元の株式数 １，０００株

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
 みずほ信託銀行株式会社 

取次所 
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みすほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 その新株券発行に係る印紙税相当額

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
 みずほ信託銀行株式会社 

取次所 
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みすほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 日本経済新聞

株主に対する特典 
毎年３月31日現在の所有株式数1,000株以上の株主に対し、市価3,000円
相当の自社商品を贈呈。 



第７【提出会社の参考情報】 

  

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等はありません。 

  

２【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券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）半期報告書 

（第55期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月16日関東財務局長に提出。 

(3）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。 

平成18年１月27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11号（債務者に対する貸付金の取立遅延）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 監 査 報 告 書 

平成１７年６月２９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連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計

算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この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監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、株式会社ゴール

ドウイン及び連結子会社の平成１７年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に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、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(有価証券報告書提出会社)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 監 査 報 告 書 

平成１８年６月２９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連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計

算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この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監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、株式会社ゴール

ドウイン及び連結子会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 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、会社は当連結会計年度より固定資産の減損に係

る会計基準を適用して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、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(有価証券報告書提出会社)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 監 査 報 告 書 

平成１７年６月２９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期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利

益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この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

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監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、株式会社ゴールドウ

インの平成１７年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示

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、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(有価証券報告書提出会社)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 監 査 報 告 書 

平成１８年６月２９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期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、損

失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この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

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監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、株式会社ゴールドウ

インの平成１８年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示

しているものと認める。 

  

追記情報 

 会計処理方法の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度より固定資産の減損に係る会計基準を適用して財務諸表を作成し

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、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(有価証券報告書提出会社)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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