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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

回次 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期
決算年月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月

売上高（百万円） 45,348 44,056 41,559 42,374 48,641

経常利益（百万円） 128 1,546 2,020 2,762 3,321

当期純損益（百万円） △6,041 1,349 1,620 1,488 2,612

包括利益（百万円） － － － 836 2,570

純資産額（百万円） 14,130 12,894 14,381 15,203 17,620

総資産額（百万円） 45,551 38,479 39,006 40,305 43,444

１株当たり純資産額（円） 239.25 217.78 243.30 257.55 297.56

１株当たり当期純損益（円） △103.58 23.14 27.79 25.53 44.82

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） 30.6 33.0 36.4 37.2 40.2

自己資本利益率（％） △34.8 10.1 12.1 10.2 16.1

株価収益率（倍） － 5.5 6.9 9.0 11.4

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△3,752 1,923 448 3,823 3,591

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
7,757 956 76 232 △1,280

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△3,487 △4,154 △571 △2,156 △2,750

現金及び現金同等物の期末残

高（百万円）
4,619 3,326 3,502 5,389 4,992

従業員数（人） 1,550 1,462 1,554 1,709 1,942

  （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57期は１株当たり当期純損失が計上されているため、

第58期以降は調整計算の結果、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。

３．第57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57期の当期純損失の大幅な増加は、固定資産処分損（本社ビルの売却等）の計上等によるものでありま

す。

５．従業員数について、第61期に増加しましたのは、主にブラックアンドホワイトスポーツウェア㈱の株式を取

得し、同社を連結子会社化したことによるものであります。　
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期
決算年月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月

売上高（百万円） 35,864 39,220 36,141 37,344 42,100

経常損益（百万円） △892 1,060 1,054 2,223 2,233

当期純損益（百万円） △7,506 1,017 920 856 1,506

資本金（百万円） 10,321 10,329 10,329 10,329 10,416

発行済株式総数（千株） 58,441 58,478 58,478 58,478 58,851

純資産額（百万円） 9,063 9,514 10,615 11,309 12,742

総資産額（百万円） 37,205 32,637 32,871 33,950 35,137

１株当たり純資産額（円） 152.70 159.97 179.03 190.98 215.15

１株当たり配当額

（内１株当たり中間配当額）

（円）

－

(－)

－

(－)

－

(－)

4.00

(－)

5.00

(－)

１株当たり当期純損益（円） △128.69 17.44 15.79 14.70 25.85

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） 23.9 28.6 31.7 32.8 35.9

自己資本利益率（％） △58.1 11.2 9.3 7.9 12.7

株価収益率（倍） － 7.3 12.1 15.7 19.7

配当性向（％） － － － 27.2 19.5

従業員数（人） 455 937 1,018 1,178 1,199

  （注）１．売上高には、消費税等は含んでおりません。

２．第60期の１株当たり配当額には、創立60周年記念配当１円を含んでおります。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第57期は１株当たり当期純損失が計上されているため、

第58期以降は調整計算の結果、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。 

４．第57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。

５．第57期の当期純損失の大幅な増加は、固定資産処分損（本社ビルの売却等）の計上等によるものでありま

す。

６．従業員数について、第58期に増加しましたのは、第57期まで連結子会社でありました株式会社ウエザース

テーションおよび株式会社ジーパーソンを平成20年４月１日付けで当社に吸収合併したためであります。 
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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の株式取得

平成20年４月

平成20年７月

株式会社ウエザーステーションおよび株式会社ジーパーソンを吸収合併

株式会社シークラフトおよび株式会社テイースポーツから事業の譲受け

平成21年５月

平成22年７月

株式会社シークラフトおよび株式会社テイースポーツ清算結了

株式会社アートウイン（現・連結子会社）を設立　

平成23年３月 協同組合富山県ニット工業センター清算結了

平成23年11月ブラックアンドホワイトスポーツウェア株式会社（現・連結子会社）の株式取得　

 

EDINET提出書類

株式会社ゴールドウイン(E00603)

有価証券報告書

  4/106



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13社、関連会社３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・販売を行っております。当社グループの事業内容および各社の位置づけ

は次のとおりであります。なお、次の３部門は「第５  経理の状況  １  連結財務諸表等  (1)連結財務諸表  注記事

項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。

〔事業内容〕

アウトドアスタイル事業………登山用ウエア、マリンウエア、アウトドア用品および関連商品

アスレチックスタイル事業……トレーニングウエア、バスケットボールウエア、テニスウエア、フィットネスウエア、

スイムウエア、ゴルフウエアおよび関連商品

アクティブスタイル事業………スキーウエア、スノーボードウエア、バイクウエア、スポーツサイクルおよび関連商品

そ の 他…………………………機能アンダーウエア、ハイテックウエア（防塵服）、ＯＥＭなど

〔各社の位置づけ〕

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。㈱アート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 AG（スイス）およびGOLDWIN ITALIA 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およびブラックアンドホワイトスポーツウェア㈱はスポーツ

ウエアを中心に販売を行っており、㈱ナナミカ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。

㈱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ております。

その他、㈱ゴールドウイントレーディングは当社グループ商品を中心とした小売業（アウトレット店）および、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。

ゴールドウイン開発㈱は主にゴルフ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。㈱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。

名称 事業区分

  ㈱ゴールドウイン
アウトドアスタイル事業、アスレチックスタイル事業、ア
クティブスタイル事業、その他

子会社
  ㈱ゴールドウインテクニカルセンター

アウトドアスタイル事業、アスレチックスタイル事業、ア
クティブスタイル事業、その他

子会社
  ㈱イー・エス・ジー

その他

子会社
  ㈱ゴールドウインロジテム

アウトドアスタイル事業、アスレチックスタイル事業、ア
クティブスタイル事業、その他

子会社
  ㈱ゴールドウインエンタープライズ

その他

子会社
  ㈱ゴールドウイントレーディング

アウトドアスタイル事業、アスレチックスタイル事業、ア
クティブスタイル事業、その他

子会社
  ㈱カンタベリー オブ ニュージーランド ジャパン

アスレチックスタイル事業

子会社
  ㈱アートウイン

その他

子会社
  北京奥冠英有限公司

アウトドアスタイル事業

子会社
  高得運（上海）服装貿易有限公司

アウトドアスタイル事業

子会社
  ㈱ナナミカ

アウトドアスタイル事業、アスレチックスタイル事業、そ
の他

子会社
  ブラックアンドホワイトスポーツウェア㈱

アスレチックスタイル事業

非連結子会社
  GOLDWIN EUROPE AG

アクティブスタイル事業

非連結子会社
  GOLDWIN ITALIA S.R.L.

アクティブスタイル事業
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名称 事業区分
関連会社（持分法）
  GOLDWIN KOREA Corporation

アウトドアスタイル事業

関連会社（持分法）
  ゴールドウイン開発㈱

その他

関連会社
  ゴールドウインアパレル(協)

その他

　

  事業の系統図は次のとおりであります。
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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

スポーツウエア

の製造
100.0

当社取扱商品の製造。役員

の兼任あり。工場設備の賃

貸。債務保証あり。

㈱イー・エス・ジー 東京都渋谷区 80旅行代理店業 100.0

当社役職員の航空チケッ

ト等の手配。役員の兼任あ

り。債務保証あり。

㈱ゴールドウインロ

ジテム
富山県小矢部市 50物流管理 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

損害保険代理・

不動産関連業
100.0

役員の兼任あり。資金援助

あり。営業設備の賃貸借。

債務保証あり。

㈱ゴールドウイント

レーディング
東京都渋谷区 100

スポーツ用品の

販売
100.0

当社取扱商品の販売。役員

の兼任あり。資金援助あ

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。債務保証あり。

㈱アートウイン 富山県小矢部市 100染色加工 100.0
役員の兼任あり。債務保証

あり。

北京奥冠英有限公司

（注）１
中国北京市 US$8,300千

スポーツウエア

の製造

100.0

(35.7)

当社取扱商品の製造。役員

の兼任あり。

高得運（上海）服装

貿易有限公司　

（注）１

中国上海市 US$1,660千
スポーツウエア

の販売

100.0

(88.0)

当社取扱商品の販売。役員

の兼任あり。

㈱ナナミカ 東京都渋谷区 60

スポーツカジュ

アルウエアの企

画・販売

96.7
役員の兼任あり。債務保証

あり。

ブラックアンドホワ

イトスポーツウェア

㈱

東京都港区 45
スポーツウエア

の販売
90.5役員の兼任あり。

持分法適用関連会社      

GOLDWIN KOREA 

Corporation
韓国ソウル市

3,000百万

韓国ウォン

スポーツウエア

の企画・販売
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）２

富山県小矢部市 10ゴルフ場の運営 34.8
役員の兼任あり。債務保証

あり。　

  （注）１．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。

２．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。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成24年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

アウトドアスタイル事業 818     

アスレチックスタイル事業 631     

アクティブスタイル事業 98     

報告セグメント計 1,547    

その他 182     

全社（共通） 213     

合計 1,942    

  （注）１．従業員数は、就業人員数を記載しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているもので

あります。

３．従業員数が前連結会計年度末と比べて、233名増加しましたのは、主にブラックアンドホワイトスポーツウェ

ア㈱（アスレチックスタイル事業）の株式を取得し、同社を連結子会社化したことによるものであります。

(2）提出会社の状況

 平成24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）

1,199 37.4 11.0 4,429,796

　

セグメントの名称 従業員数（人）

アウトドアスタイル事業 584     

アスレチックスタイル事業 329     

アクティブスタイル事業 57     

報告セグメント計 970     

その他 80     

全社（共通） 149     

合計 1,199    

  （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．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているもので

あります。

(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。 
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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経済は、東日本大震災の影響による景気の低迷から緩やかに回復の兆しがみられ

るものの、欧州での金融不安の拡大とそれに伴う円高の進行やタイで発生した洪水の影響等もあり、全体に不透明

感が増す中で推移しました。

このような経営環境の中、当社グループ（当社、連結子会社および持分法適用会社）は当連結会計年度を第２年

度とする中期経営計画に沿ってその達成に向けた諸施策を実行中であります。

当連結会計年度は特に平成23年３月の大震災の影響で極めて厳しい環境でのスタートとなりましたが、その後の

市況回復や７、８月にかけての猛暑により夏物商品の消化が順調に進んだこと、また秋冬物商品の店頭販売も11月

後半までは気温の高い日が続き低迷したものの12月からの急激な気温の低下により一気に冬物商品の消化が進ん

だことにより全般に順調に推移いたしました。更に中期経営計画の基本課題として取り組んだ発注流動改革あるい

は直営自主管理売場拡充による実需型ビジネスへの業態転換が進んだこと等の経営改革の効果が現れたこともあ

り、前連結会計年度比で売上高、営業利益、経常利益、当期純利益ともに改善し増収増益を確保することができまし

た。

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高48,641百万円（前連結会計年度比14.8％増）、営業利益1,131百

万円（前連結会計年度比87.5％増）、経常利益3,321百万円（前連結会計年度比20.2％増）、当期純利益2,612百万

円（前連結会計年度比75.6％増）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。

報告セグメントの概況は、次のとおりであります。なお、各セグメントの売上高は外部顧客への売上高であり、セ

グメント間の内部売上高又は振替高は含まれておりません。

（アウトドアスタイル事業）

「ザ・ノース・フェイス」ブランドについては、消費者の健康意識の高まりにより年々アウトドア市場が活性化

していることや直営店の新規出店および既存店の改装効果もあって極めて好調に推移しました。「ヘリー・ハンセ

ン」ブランドについても、今期春夏シーズンから本格展開を開始したアウトドアラインの商品が堅調に推移してお

ります。結果、売上高は前連結会計年度比17.1％増の22,793百万円となりました。

（アスレチックスタイル事業）

「チャンピオン」ブランドについては、直営店舗の出店およびショップインショップなどのコーナーを通じた新

ライン展開が好調に推移したこと、また従来型卸形態からの業態転換が進んだこと等により大幅増収となりまし

た。「エレッセ」ブランドについては、主力の百貨店販売はやや苦戦しておりますが、ナショナルスポーツチェーン

向けおよび直営店販売は、順調に推移しており今秋冬以降回復基調にあります。「スピード」ブランドについては、

東日本大震災以降競技系水着は苦戦しておりますが、フィットネス系水着は堅調に推移しております。また、ロンド

ンオリンピックモデルで国際水泳連盟承認のキャップ、ゴーグル、水着が一体となって相互に作用する画期的な

レーシングシステム「ファストスキン・スリー」を平成23年12月に発表しました。８月に開催されるロンドンオリ

ンピックにおいて着用選手の活躍が期待されます。

なお、平成23年11月1日付けでブラックアンドホワイトスポーツウェア株式会社の株式を取得し連結子会社化す

ることにより新たにゴルフ事業に参入いたしました。同社を通じ「ブラックアンドホワイト」ブランドのゴルフウ

エア・カジュアルウエア等の展開を開始しております。結果、売上高は前連結会計年度比20.7％増の16,766百万円

となりました。

（アクティブスタイル事業）

ウインター関連商品については、今シーズンは降雪にも恵まれ店頭消化が昨年を上回り堅調に推移しました一

方、自転車、バイクウエア、モーターサイクルウエアなどの通年型商品の拡販も順調に進んだ結果、売上高は前連結

会計年度比1.4％増の4,873百万円となりました。

（その他事業）

コンプレッションアンダーウエアを主軸とする「Ｃ３ｆｉｔ（シースリーフィット）」や加齢臭と汗のニオイ

を大幅に減少させる素材『マキシフレッシュプラス』を採用した「ＭＸＰ（エムエックスピー）」のアンダーウ

エア等については市場認知が進み、安定商材として全社売上拡大に寄与しておりますが、半導体工場向けクリーン

ルームウエアの販売が東日本大震災等の影響により苦戦しました。結果、売上高は前連結会計年度比0.1％減の

4,207百万円となりました。

　

(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4,992百万円となり、前連結会計年度末より397百万円減少いた

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。
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（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3,591百万円（前連結会計年度比232百万円の減少）となりま

した。主な要因は、税金等調整前当期純利益2,984百万円の計上のほか、減価償却費の計上1,058百万円や仕入債務

の増加1,913百万円等があったものの、売上債権の増加1,151百万円やたな卸資産の増加1,234百万円等があった

ためであります。

（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1,280百万円（前連結会計年度は232百万円の獲得）となりま

した。これは主に、連結子会社の株式取得による支出であります。

 （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2,750百万円（前連結会計年度比594百万円の増加）となりま

した。これは主に、長期借入金の返済支出によるものであります。 

２【生産、受注及び販売の状況】

当社グループは、製品の種類、性質、製造方法および販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列のスポーツ用

品を専ら製造販売しているため、生産および販売の状況についての記載を省略しております。また、受注状況について

も一部の特殊商品のみ受注生産を行っておりますが、全体に占める割合が僅少であるため、記載を省略しております。

なお、製品の種類別の売上高は、「１．業績等の概要（１）業績」に記載のとおりであります。

 

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、顧客基点のさらなる強化戦略として次の戦略を掲げております。

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、消費者ニーズを直接・間接的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、布石作り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

献活動が今後の取り組み課題となります。
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長期的な経営戦略は上記のとおりでありますが、当社は、当連結会計年度を第２年度とする平成25年３月期（第62

期）までの中期経営計画を策定しております。

基本方針「収益力の強化・安定化を背景に、事業運営体制とビジネスモデルの刷新を実行することにより、会社の

持続的成長を目指す。」に基づき、重点課題として以下の施策を遂行すべくグループ全社を挙げて取り組んでいきま

す。

(1)  収益力の強化

①  黒字事業の収益拡大

②  赤字事業の収益事業化

(2)  財務体質の強化

①  資本強化

②  自己資本比率向上

(3)  成長戦略の推進

①  マルチブランド戦略遂行によるシナジー創出と商圏拡大

②  自主店頭管理に基づく実需型ビジネスへの業態転換の徹底

③  新規事業の開発（商材開発、ブランド開発、ビジネスモデル開発）

④  海外戦略（スキービジネスの欧米展開強化、アジアにおける海外事業の強化）

(4)  その他課題

①  人事制度改革

②  新基幹システムの導入

 

なお、当社では「財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を定めており、その内容等

は以下のとおりであります。

　

①  基本方針の内容

当社は、買収者に対して株式を売却するか否かの判断や、買収者に対して会社の経営を委ねることの是非に関す

る判断は、基本的には、個々の株主の皆様のご意思に委ねられるべきものだと考えております。

しかし、買収行為の中には、その態様によって、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を害するものが存在いた

します。

当社の企業価値を構成する要素は、①業界トップクラスに位置付けられる高付加価値・高イメージの複数のス

ポーツウエアブランド（スポーツブランド）の商標権ないし販売権、②このようなブランド価値を具現化するため

の優れた創造力・企画力・製造ノウハウ、③このような創造力・企画力・製造ノウハウを支える個々の優秀な従業

員、④永年の取引を通じて培われた信頼関係に裏付けられた多数の取引先・顧客・商権等々の経営資源を有するこ

と、ならびに、⑤これらの経営資源に基づき既存事業の遂行に加えて新規事業・新規商材・新規市場を開発するこ

とにより将来的に業容を拡大して会社業績を向上させ得る事業基盤、および、⑥事業活動を通じて安定してキャッ

シュ・フローを創出して将来に亘る会社資本強化を実現し得る経営基盤を有することであります。以上のような当

社の企業価値の本質（本源的価値）に対する理解なくして、当社の企業価値を持続的に向上させていくことは不可

能でございます。

このような理解に欠ける買収者が、当社の株式の大規模買付を行い、短期的な経済的効率性のみを重視して、一時

的な利益を上げる反面で当社の持つ上記の経営資源や事業基盤を損なうことや、あるいは当社の特定のブランド又

は商権のみを獲得しその余については処分するなど、当社の企業価値を生み出すしくみに反する行為を行い、当社

の事業体としての継続性を阻害することなどは、結果として当社の企業価値ひいては株主共同の利益の毀損につな

がるものです。

このように企業価値ひいては株主共同の利益を害する買収者に対しては、企業価値ひいては株主共同の利益を保

護するために相当な限度で取締役会が対抗措置を発動することが認められてしかるべきであります。しかしなが

ら、買収提案の内容は多種多様なものがあり得ますので、当該買収提案の内容が企業価値ひいては株主共同の利益

に資するものであるか、これを害するものであるか、にわかに判別し難い場合も存在し得るところです。当社は、か

かる買収提案が行われた場合には、まずは取締役会において買収提案者と協議、交渉することといたしますが、買収

提案者から買収提案に関する十分な情報の提供が行われた上で書面による請求があった場合など一定の要件を満

たす場合には、株主総会の場において、当該買収提案につき本プランによる対抗措置を発動すべきか否かを株主の

皆様方に判断して頂くことが望ましいものと考えております。

また、株主の皆様が、買収提案が企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであるか否かにつ

き株主総会の場において適切な判断を行うことができるよう、当該買収提案が当社株主の皆様及び当社グループの

経営に与える影響、当該買収者が意図する当社グループの経営方針や事業計画の内容、当社グループを取り巻く多

くの関係者に対する影響等について、買収提案者から十分な情報の開示がなされるようにすることは、当社取締役

会の責務と考えております。
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②  基本方針の実現に資する特別な取組み

当社グループでは、中期経営計画をもとに、業務やコスト構造を見直し、顧客基点のさらなる強化を図り、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。

また、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及び制度を一層強化・改善・整

備しながら、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。具体的には、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」を導入した

ほか、ＣＳＲ推進委員会や内部統制部門を設置し、コンプライアンスやリスク管理を積極的に推進しております。な

お、当社の監査役４名中３名は社外監査役です。

　

③  基本方針に照らし不適切な者により支配されることを防止するための取組み

上記①記載の認識に基づき、当社は、平成24年６月28日開催の定時株主総会において、当社の企業価値・株主共同

の利益の確保・向上のための新株予約権を用いた方策（以下「本プラン」といいます）に関する継続承認議案の

承認を得ており、かかる承認決議の内容に従い、上記定時株主総会後に開催された取締役会において、本プランの継

続採用および円滑な実行のために必要な事項、措置を決議しております。本プランの内容は、インターネット上の当

社ウェブサイト（アドレスhttp://www.goldwin.co.jp/corp/ir/defense.html）に掲載していますので、詳細につ

いてはそちらをご参照ください。

当社は、本プランに則り、当社の20％以上の株券等保有割合の株券等を特定公開買付開始公告の実施、又は支配株

式の取得を企図する者（その共同保有者およびこれらを支配する者その他を含む）に対して、予め当社に対し書面

により一定の情報が記載された買収提案を提出することを求めます。買収提案が当社に対して行われた場合、当社

取締役会から付議を受けた特別委員会が、買収提案について、企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの

観点から検討し、その結果を当社取締役会に勧告し、当社取締役会が対抗措置の不発動確認決議を行うか否かを検

討します。なお、買収提案者が一定の要件を具備した上で、買収提案者の行う特定の買収提案に対し、本プランによ

る対抗措置を採ることの可否を問うための株主総会の開催を請求した場合および当社取締役会が自らの判断でか

かる株主総会を開催すべきと判断した場合には、当社取締役会は株主総会を招集するものとし、当該株主総会にお

いて、本プランに基づく対抗措置を採ることが承認されなかった場合には、当該買収提案に対しては本プランによ

る対抗措置の発動は行われません。　

　

④  基本方針の実現のための取組みについての取締役等の判断およびその理由

イ. 基本方針の実現に資する特別な取組みについて

当社の中期経営計画、コーポレート・ガバナンスの強化、企業としての社会的責任を遂行するための取組み

は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを直接目的とするものであり、結果として

基本方針の実現に資するものです。

したがって、当該取組みは基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地

位の維持を目的とするものではございません。

ロ. 基本方針に照らし不適切な者により支配されることを防止するための取組みについて

本プランは上記の基本方針に沿うものであり、またその合理性を高めるため以下のような特段の工夫が施され

ております。本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものではなく、また当社経営陣の地位

の維持を目的とするものでもありません。

Ⅰ    当社は、株主の皆様の意思を反映させるため、本プランの導入に際して、定時株主総会において、本プラン

の導入に関する定款変更の特別決議によるご承認および一定の附帯条件のもと本プランによる対抗措置を

採ることに関する普通決議によるご承認（「プラン承認決議」）を受けております。

Ⅱ    特定の買収提案に対する不発動確認決議における判断の中立性を担保するため、本プランでは、当社社外

役員及び外部有識者から構成される特別委員会が、買収提案の内容について情報収集・検討を行い、不発動

確認決議の是非について、当社社外役員を兼任する者は当社の役員としての会社に対する法的義務を背景

に、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から検討を行います。そして、取締役会は特別委員

会の勧告を最大限尊重し、当該買収提案が当社の企業価値の向上や株主共同の利益に資するか否かの観点か

ら真摯に検討します。また、特別委員会から当社取締役会に対し、不発動確認決議を行うべきとの勧告決議が

なされ、取締役会がその勧告を受容れることで株主に対する取締役としての善管注意義務に反すると判断す

る場合には、取締役会が本プランによる対抗措置をとることの可否についての株主総会を招集します。

Ⅲ    本プランでは、予め定める事項を全て充足すると認められる買収提案に対しては不発動確認決議がなされ

るものとされており、取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが採られています。
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Ⅳ    本プランでは、取締役会自ら株主総会の招集が必要と判断した場合のみならず、一定の要件を充足すれば

買収提案者自身も自らの買収提案に対して本プランによる対抗措置を採るか否かを決する旨の議案を上程

する株主総会を開催することを要求することができ、取締役会が判断の不当な引き伸ばしを行うことを回避

する仕組みが組み込まれているとともに、本プランによる対抗措置の発動の可否について具体的な買収提案

を前提として株主の皆様の意思を直接反映する仕組みを採用しております。

Ⅴ    当社取締役の任期は１年であり、任期期差制や解任要件の普通決議からの加重等も行っていないため、毎

年取締役の選任を通じて株主の皆様の意思を反映することが可能となっています。

Ⅵ    本プランでは、定款上の根拠を有した株主総会決議による承認決議の有効期間を、平成24年６月28日開催

の定時株主総会終了後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催

される取締役会の終結時までとし、３年が経過した時点で、本プランの各条件の見直し等を含め、必要に応じ

て株主総会の承認を求めることとし、本プランに株主の直接の意思を反映することができるようにしていま

す。

Ⅶ    本プランの効力は、原則として各期の定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時までとし、当

該取締役会において、本プランの維持・改定又は廃止など随時その内容を見直すことを基本としておりま

す。当社の取締役の任期は１年ですので、毎年の取締役の改選を反映した内容となることが確保されている

とともに、関連する法制度の動向その他当社を取り巻く様々な状況に対応することが可能となります。

Ⅷ    本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又

は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の

原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）を充足しており、また、経済産業省に設

置された企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在

り方」その他の買収防衛策に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度な合理性を有するもので

す。　
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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  製品調達等海外事業活動に伴うリスク

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。また、イタリアを中心としたヨーロッパ各国・中国・韓国等におきましても海外事業

活動を行っており、各国での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23年3月期 平成24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 8,634 21.4 6,664 15.3

総資産 40,305 100.0 43,444 100.0

 

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．固定資産の減損に係るリスク

当社グループが保有する固定資産について、資産の収益性低下等により投資額の回収が見込めなくなる可能性が

あります。これに伴い「固定資産の減損に係る会計基準」に規定される減損処理が必要になった場合には、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。

EDINET提出書類

株式会社ゴールドウイン(E00603)

有価証券報告書

 14/106



６．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、キャッシュ・フロー重視の経営により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。

７．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。

８．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。 

９．地震等の天災に関するリスク

地震等の天災により、当社グループおよび取引先等に直接被害があった場合や原材料の調達が困難になった場

合など、販売、回収活動等に影響を及ぼす可能性があります。その場合には、当社グループの業績や財政状態に影響

を与える可能性があります。
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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。

契約締結先 内容

ヘインズブランズジャパン㈱    （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）
スイムウエア、アスレチックウエアおよび関連グッズ等の

製造権、販売権ならびに商標権の使用許諾契約

　 

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商品開発委員会を設置

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研究開発費は、当社、㈱ナナミカ、㈱カンタベリーオブニュージーランドジャパンおよびブ

ラックアンドホワイトスポーツウェア㈱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407百万円となっております。 

各セグメント別の研究開発費は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

アウトドア

スタイル事業

アスレチック

スタイル事業

アクティブ

スタイル事業
その他 全社

197 125 43 29 12
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、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、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、あるいは取引先または

当社グループの運営店舗が消費者に売り上げた時点で計上されるのが基本であります。

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（正味売却価額）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28,141百万円となり、前連結会計年度末と比べ3,587百万円増加

いたしました。その主な要因は、当連結会計年度中におけるブラックアンドホワイトスポーツウェア㈱の連結子

会社化の影響も含めて受取手形及び売掛金が1,817百万円の増加および商品及び製品が1,976百万円増加したこ

と等によるものであります。

・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、2.76ヵ月であり、前連結会計年度末の売上債権回転月数2.65ヵ月

に比べ、0.11ヵ月伸びました。

・たな卸資産（商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品）

当連結会計年度末のたな卸資産は9,681百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,877百万円増加いたしまし

た。たな卸資産回転月数につきましても前連結会計年度末2.21ヵ月から当連結会計年度末2.39ヵ月と0.18ヵ月

悪化しております。

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15,302百万円となり、前連結会計年度末と比べ449百万円減少い

たしました。増加の主なものは、ブラックアンドホワイトスポーツウェア㈱の連結子会社化に伴うのれんの増加

223百万円であり、減少の主たる要因としては、差入保証金の減少784百万円であります。

・投資有価証券

投資有価証券には、関連会社の株式5,832百万円のほか、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。当連結会計年度は、持分法による投資利益が前

連結会計年度と比べ17百万円減少し、GOLDWIN KOREA Corporation（韓国）からの配当金の増加や円高進行に

伴う為替換算調整勘定の影響があったものの、GOLDWIN EUROPE AG（スイス）の設立およびブラックアンドホ

ワイトスポーツウェア㈱の株式取得等により、前連結会計年度末と比べ666百万円増加いたしました。
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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25,823百万円となり、前連結会計年度末と比べ720百万円増加い

たしました。増加の主なものは、支払手形及び買掛金の増加2,671百万円であり、減少の主なものは、借入金の減少

2,146百万円であります。

・有利子負債

当連結会計年度末の有利子負債は6,664百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,969百万円減少いたしまし

た。有利子負債依存度（有利子負債÷総資産）は、前連結会計年度末21.4％から当連結会計年度末15.3％とな

りました。

④  純資産

当連結会計年度末における純資産合計の残高は17,620百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,417百万円増

加いたしました。その主たる要因は、当期純利益の計上により利益剰余金が2,313百万円増加したことによるもの

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40.2％となり、前連結会計年度末と比べ3.0ポイント上昇いたしました。

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

キャッシュ・フローの状況につきましては、「第２  事業の状況  １業績等の概要  (2)キャッシュ・フ

ロー」に記載のとおりであります。

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７％、総資産経常利益率８％以上を目標として取り組みます。
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４．経営成績の分析

①  売上高

アウトドアスタイル事業は、基幹ブランドの「ザ・ノース・フェイス」を中心に順調に推移し、アスレチック

スタイル事業も「チャンピオン」ブランドの従来の卸型から実需型ビジネスへの転換を積極的に推進したこと

に加え、ブラックアンドホワイトスポーツウェア㈱の連結子会社化の影響もあり、売上高は大幅に増加しており

ます。また、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につきましても、降

雪にも恵まれ順調に消化が進み、その他事業につきましてもコンプレッションアンダーウエアを主軸とする「Ｃ

３ｆｉｔ（シースリーフィット）」および加齢臭と汗のニオイを大幅に減少させる素材『マキシフレッシュプ

ラス』を採用した「ＭＸＰ（エムエックスピー）」のアンダーウエア等は堅調に推移いたしました。その結果、

当連結会計年度の売上高は48,641百万円（前連結会計年度比14.8％増）となりました。

②  売上総利益

当連結会計年度の売上総利益は売上高の増加に加え、調達手法改革による原価率の改善と需要予測精度の向上

による返品・値引の低減により、19,886百万円（前連結会計年度比13.5％増）となりましたが、一部在庫処分に

よるたな卸資産の適正化を図ったこともあり、売上総利益率は40.9％と前連結会計年度と比べ0.4ポイント悪化

いたしました。

③  営業利益

売上総利益の増加により、当連結会計年度の営業利益は1,131百万円（前連結会計年度比87.5％増）となりま

した。販売費及び一般管理費につきましては、グループを上げて経費削減に取り組んではおりますが、直営店舗の

新規出店等による人件費および賃借料の増加や全社プロモーション、イベント協賛等の増加により18,642百万円

（前連結会計年度比9.9％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）の持分法による投資利益はありまし

たが、受取賃借料の減少等により、2,551百万円（前連結会計年度比1.8％減）となりました。

営業外費用につきましては、支払利息の減少等により、361百万円（前連結会計年度比17.9％減）となりまし

た。その結果、経常利益は3,321百万円（前連結会計年度比20.2％増）となっております。

⑤  当期純利益

特別利益は8百万円（前連結会計年度比97.5％減）となりました。これは、前連結会計年度には北京奥冠英有限

公司（中国）の土地使用権の売却等による固定資産売却益296百万円が計上されていたためであります。

特別損失につきましては、345百万円（前連結会計年度比70.3％減）となりました。これは、当連結会計年度に

おいても減損損失202百万円の計上等はありましたが、前連結会計年度にはチャンピオンブランドのライセンス

契約解除に伴う違約金529百万円の計上や資産除去債務会計基準適用による過年度分の損失影響額278百万円が

計上されていたためであります。その結果、当期純利益は2,612百万円（前連結会計年度比75.6％増）となりまし

た。
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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および店舗に関わる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774

百万円であります。

各セグメント別の設備投資額は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

アウトドア

スタイル事業

アスレチック

スタイル事業

アクティブ

スタイル事業
その他 全社

400 196 3 11 162

なお、当連結会計年度において重要な設備の除去、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

 平成24年３月31日現在

事業所名
（所在地）

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㎡）

リース資産
（百万円）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

本店

（富山県小矢部市）
全社

生産管理

施設
116 2

262

(24,045.76)
－ 8 390 92

流通加工センター

（富山県小矢部市）
全社 物流倉庫 579 0

157

(13,578.28)
－ － 736 －

　

(2）国内子会社

 平成24年３月31日現在

会社名
事業所名
（所在地）

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㎡）

リース資産
（百万円）

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）

※
繊維製品

生産設備
183 9

142

(15,663.00)
－ 10 345 239

㈱アートウイ

ン

本社

（富山県小

矢部市）

その他
染色加工

設備
306 8

8

(2,503.00)
42 4 369 48

※  アウトドアスタイル事業、アスレチックスタイル事業、アクティブスタイル事業、その他

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設

特記すべき事項はありません。

(2）重要な設備の売却

特記すべき事項はありません。
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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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 230,000,000

計 230,000,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成24年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年６月28日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 58,851,218 58,909,218
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

1,000株 

計 58,851,218 58,909,218 － －

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成24年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

  平成18年６月29日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成24年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日）

新株予約権の数（個） 1,025 967

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,025,000 967,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 337 同左

新株予約権の行使期間
自  平成20年７月１日

至  平成25年６月30日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格および資本組入額（円）

発行価格              337

資本組入額            169
同左
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事業年度末現在

（平成24年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成24年５月31日）

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割り当てを受

けたもの（以下、「新株予約権

者」という。）は、権利行使時

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。

(2) 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。

(3) 新株予約権の質入、その他一

切の処分は認めない。

(4) 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。

同左

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。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項
－ －

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

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20年６月27日

（注）１
－ 58,441 － 10,321 △2,580 －

平成20年７月１日～

平成21年３月31日

（注）２

37 58,478 8 10,329 8 8

平成23年６月30日～

平成24年３月31日

（注）２

373 58,851 86 10,416 86 94

  （注）１．会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少しその他資本剰余金へ振替えたものであります。

２．新株予約権の行使による増加であります。

３．平成24年４月１日から平成24年５月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が58千株、資

本金および資本準備金がそれぞれ13百万円増加しております。　

　

（６）【所有者別状況】

 平成24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
金融商品
取引業者

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） － 37 29 198 43 － 4,778 5,085 －

所有株式数

（単元）
－ 14,836 498 15,930 12,082 － 15,007 58,353498,218

所有株式数の

割合（％）
－ 25.42 0.85 27.30 20.71 － 25.72 100.00－

  （注）自己株式221,068株は「個人その他」に221単元および「単元未満株式の状況」に68株を含めて記載しておりま

す。

なお、自己株式221,068株は株主名簿上の株式数であり、平成24年３月31日現在の実保有残高は218,068株であり

ます。
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（７）【大株主の状況】

 平成24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（％）

シービーエイチケイ  コリア

セキュリティーズ  デポジト

リー

（常任代理人シティバンク銀

行株式会社） 

34-6 YEOUIDO-DONG,YEONGDEUNGPO-GU,

SEOUL,KOREA

（東京都品川区東品川２－３－14） 

5,749 9.77

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町１－２－１ 5,459 9.28

シービーエイチケイ  コリア

セキュリティーズ  デポジト

リー  サムスン

（常任代理人シティバンク銀

行株式会社） 

34-6 YEOUIDO-DONG,YEONGDEUNGPO-GU,

SEOUL,KOREA

（東京都品川区東品川２－３－14） 

5,450 9.26

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 3,149 5.35

株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り１－２－26 2,476 4.21

丸紅株式会社 東京都千代田区大手町１－４－２ 2,403 4.08

株式会社北國銀行 石川県金沢市下堤町１ 2,169 3.69

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１－１－５ 1,891 3.21

株式会社西田 富山県小矢部市清沢1061 1,203 2.04

共栄火災海上保険株式会社 東京都港区新橋１－18－６ 1,081 1.84

計 － 31,032 52.73

（注）１．上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数のうち信託業務に関わる株式数は783千株であ

ります。 

２．Youngone Holdings Co.,Ltd.およびその共同保有者であるYoungone Corporationから平成24年３月21日付の

大量保有報告書（変更報告書）の写しの送付があり、平成24年３月14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。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

Youngone Holdings Co.,Ltd.
171 Manri-dong 2-ga,Chung-gu,Seoul,
the Republic of Korea

株式  2,900,000 4.93

Youngone Corporation
171 Manri-dong 2-ga,Chung-gu,Seoul,
the Republic of Korea

株式  7,719,000 13.12

計 － 株式  10,619,000 18.04
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24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    218,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 58,135,000 58,135 －

単元未満株式 普通株式    498,218 － －

発行済株式総数 58,851,218 － －

総株主の議決権 － 58,135 －

 

②【自己株式等】

 平成24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
218,000 － 218,000 0.37

計 － 218,000 － 218,000 0.37

  （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。
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（９）【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、平成18年６月29日第55回定時株主総会終結の時に在任する当社

取締役に対し、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。

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（名） 取締役９

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） 36,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。（注）

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

  （注）  新株予約権発行後、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。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
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。

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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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、平成18年９月12日現在在籍する当社監査役、従業員お

よび当社子会社等の役職員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。

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（名）
当社監査役４、当社従業員等433および子会社等の役職員

540

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株）
監査役に対し16,000、従業員等に対し805,000、子会社等の

役職員に対し727,000  合計1,548,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。（注）

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

  （注）  新株予約権発行後、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。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
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。

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】    会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 20,326 6,513,773

当期間における取得自己株式 768 371,568

  （注）  当期間における取得自己株式には、平成24年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式は含まれておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得

自己株式
－ － － －

その他

（－）
－ － － －

保有自己株式数 218,068 ─ 218,836 ─

  （注）  当期間の保有自己株式数には、平成24年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式は含まれておりません。
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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。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当ができる旨を定款に定めており、これらの剰余金の配当の決

定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当事業年度の配当に関しましては、平成24年２月10日に公表しましたとおり平成24年３月期の業績が当初計画を上

回りましたので、前事業年度の１株当たり４円から１円増配し、普通配当１株当たり５円を実施させていただきます。

また、次期につきましては今後の業績予想および事業展開等を総合的に勘案するとともに、株主の皆様のご支援に

積極的にお応えするため、当期より１円増配し、普通配当１株当たり６円（期末配当）を予想しております。

当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除

き、取締役会決議により定めることができる。」旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）

平成24年６月28日

定時株主総会決議
293 5

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期
決算年月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月

最高（円） 284 539 286 333 562

最低（円） 146 102 125 149 205

  （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】

月別 平成23年10月平成23年11月平成23年12月平成24年１月 平成24年２月 平成24年３月

最高（円） 264 292 315 420 512 562

最低（円） 240 251 276 313 396 485

  （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。
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５【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

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

平成16年４月 高得運（上海）服装貿易有限公

司董事長（現任）

平成21年４月 ㈱ゴールドウインテクニカルセ

ンター代表取締役会長（現任）

平成21年10月 ゴールドウイン開発㈱代表取締

役社長（現任）　

(注)４ 610

取締役

副社長執行役

員

総合企画本部

長

大江  伸治 昭和22年８月27日生

昭和46年４月 三井物産㈱入社

平成９年７月 同社本店繊維第三部長

平成11年７月 同社本店繊維本部長付シニアス

タッフ

平成12年６月 当社常務取締役

平成15年１月 三井物産㈱サービス本部本部長

補佐

平成16年４月 同社理事コンシューマーサービ

ス事業第一本部副本部長

平成19年６月 当社顧問

平成19年６月 当社取締役専務執行役員総合企

画本部長

平成20年４月 当社取締役専務執行役員総合企

画本部長兼事業統括本部長

平成22年４月 当社取締役副社長執行役員総合

企画本部長兼事業統括本部長

平成24年４月 当社取締役副社長執行役員総合

企画本部長（現任）

(注)４ －

取締役
専務執行役員

管理本部長
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22年４月 当社取締役常務執行役員管理本

部長

平成24年４月 当社取締役専務執行役員管理本

部長（現任）

(注)４ 90
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役

専務執行役員

事業統括本部

長兼アウトド

アスタイル事

業本部長

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20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

フェイス事業部長兼ダイレクト

マーケティング推進部長

平成22年４月 当社取締役常務執行役員事業統

括本部副本部長兼アウトドアス

タイル事業本部長兼ヘリーハン

セン事業部長兼ダイレクトマー

ケティング推進部長

平成23年４月 当社取締役常務執行役員事業統

括本部副本部長兼アウトドアス

タイル事業本部長兼アスレチッ

クスタイル事業本部副本部長兼

ヘリーハンセン事業部長兼ダイ

レクトマーケティング営業部長

平成24年４月 当社取締役専務執行役員事業統

括本部長兼アウトドアスタイル

事業本部長（現任）　

(注)４ 9

取締役

常務執行役員

調達管理部長

　

西田  吉輝 昭和31年１月４日生

昭和53年４月 当社入社

平成15年４月 当社調達管理部長

平成16年６月 当社執行役員調達管理部長

平成21年４月 ㈱ゴールドウインテクニカルセ

ンター代表取締役社長（現任）

平成22年６月 当社取締役執行役員調達管理部

長

平成24年４月 当社取締役常務執行役員総合企

画本部調達担当（現任）　

(注)４ 606

取締役

執行役員

総合企画本部

経営企画室長

本間  永一郎 昭和35年３月19生

昭和57年４月 当社入社

平成15年４月 ㈱ナナミカ代表取締役社長（現

任）

平成18年４月 当社マーケティング室長

平成19年４月 当社総合企画本部経営企画室長

平成22年４月 当社執行役員総合企画本部経営

企画室長

平成24年６月 当社取締役執行役員総合企画本

部経営企画室長（現任）　

(注)４ 11

取締役

執行役員

事業統括本部

副本部長兼営

業統括部長　

浅見  保夫 昭和29年５月１日生

昭和60年８月 当社入社

平成12年４月 当社第二営業本部販売統括販売

三部長

平成18年４月 当社アウトドアスタイル事業本

部販売統括部長

平成22年４月 当社執行役員営業統括部長兼ア

ウトドアスタイル事業本部副本

部長

平成24年４月 当社執行役員事業統括本部副本

部長兼営業統括部長

平成24年６月 当社取締役執行役員事業統括本

部副本部長兼営業統括部長（現

任）　

(注)４ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

監査役

（常勤）
 向井  俊彦 昭和30年１月１日生

昭和53年４月 当社入社

平成18年７月 当社内部監査室長

平成23年４月 当社監査役付

平成23年６月 当社監査役（現任） 

(注)７ 4

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 ㈱ヴァレンチノブティックジャ

パン代表取締役社長

平成14年６月 当社監査役（現任） 

(注)５ －

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６月 当社監査役（現任） 

(注)６ －

監査役  松本  雅登 昭和26年12月10日生

昭和49年４月 ㈱北陸銀行入行

平成15年６月 同行執行役員総合企画部長兼秘

書室長

平成16年６月 同行取締役執行役員総合企画部

長兼秘書室長

平成18年１月 同行取締役執行役員東京地区事

業部副本部長兼東京支店長

平成18年６月 同行取締役常務執行役員東京地

区事業部本部長兼東京支店長

平成21年６月 ㈱ほくほくフィナンシャルグ

ループ常勤監査役

平成23年６月 当社監査役（現任）

(注)７ －

    計  1,331

  （注）１．監査役  奥村勝亮、中川定文および松本雅登は、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 西田明男と取締役 西田吉輝は、兄弟であります。

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11名で構成されております。

４．平成24年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．平成21年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

６．平成22年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．平成23年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は「人々の暮らしをもっと楽しく、健康的に。ゴールドウインは、スポーツフルなライフスタイルを創造し、

提供していきます」という企業理念のもと、スポーツを通じて豊かな健康社会を実現することを使命としておりま

す。こうした企業としての社会的責任－法令等の遵守、内部統制の確立、顧客対応の向上、環境の重視、労働安全・衛

生の徹底、人権擁護、社会貢献など－を全うし、すべてのステークホルダーから信頼され、収益力の拡大並びに経営

体質の強化・改善を図り、長期的かつ安定した利益還元を維持することが、事業活動において不可欠であると認識

しております。この基本的考えのもと、コーポレート・ガバナンスを強化し充実させるため、経営の公正性と透明性

の向上、的確かつ迅速な意思決定と効率的な業務執行に努めております。その考えは行動指針「強い、速い、きれい

な経営」として、全ての役職員に徹底されております。

①  企業統治の体制

イ．企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由

当社は監査役会設置会社であります。監査役会は、経営に対する監査機能を充分に発揮するため、４名の監査役

のうち３名は社外監査役で構成しております。

当社の取締役会は、社内出身者に加え、他企業で実務経験豊富な人材等、７名で構成されております。任期は１

年となっており、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を確立するとともに、各年度における経営責任を明確

にすることから、代表取締役を除く６人は執行役員を兼務しております。なお、取締役会は月１回の定例取締役会

のほか、案件の重要度を考慮し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

ロ．内部統制システムの整備の状況

当社は企業理念、経営方針および行動規範に示される経営戦略ミッションをゴールドウイングループ全役職員

によって具現化するために、適切な組織の構築、規程・ルールの制定、情報の伝達および業務執行のモニタリング

を行う体制として内部統制システムを整備・維持しております。また内部統制システムは適宜見直をし、改善を

行い、適法かつ効率的に業務を執行する体制の確立を図っております。

（提出日現在）
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ハ．リスク管理体制の整備状況

当社は、経営課題に内在する様々なリスクに対応するため、ＣＳＲ推進委員会をはじめとする各種の社内委員

会を設定し、リスク管理、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。また、当社の企業価値に影響を与

える広範なリスクのうち、経営戦略に関する意思決定など、経営判断に関するリスクについては必要に応じて法

律事務所などの外部の専門家の助言を受け、関係部門において分析・検討を行っております。企業倫理の確立お

よびコンプライアンスについては、当社の倫理・行動規範を盛り込んだ「企業行動規範・社員行動基準」を策定

し、全役職員に意識の徹底を図っております。

また、役職員は、日常業務を通じてリスク発生原因となる情報や状況の変化を事前に把握し、リスク回避・移転

に努めることは勿論のこと、やむを得ず未然防止することができなかった場合には、直ちに危機管理担当部門に

報告をすることを規定しております。危機管理担当部門は情報収集・分析し、対策および再発防止策の検討に取

り組み、危機解決に必要な行動を役職員に指示・命令する体制を確立することとしております。

ニ．反社会的勢力への対策

当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、経済活動の障害となる反社会的勢力および団体に対しては、企業

の社会的責任を強く認識し、毅然とした態度で接するとともに、いかなる名目の利益供与も行わないことを基本

としております。これを徹底するために企業行動規範・社員行動基準ガイドブックに次のように規定をしており

ます。

(1)  反社会的な活動や勢力とは対決し、関係を一切持たない

(2)  反社会的勢力から不当な要求を受けた場合、金銭などによる安易な妥協はしない

(3)  反社会的勢力とは、合法的であるなしを問わず、一切の取引をしない

(4)  反社会的勢力の影響力は利用しない

ホ．情報開示の方針　

当社は、経営の透明性向上および株主・投資家および市場に対する説明責任を果たすため、正しい情報の適時

開示を基本方針としております。また、情報開示およびＩＲ活動はコーポレートコミュニケーション室が担当し、

内容の充実強化と適時適切な情報開示に務めております。なお、当社の開示資料についてはホームページで閲覧

が可能です。

②  内部監査および監査役監査の状況

イ．内部監査および監査役監査の状況

当社は、代表取締役直轄組織で、公正かつ独立の立場である内部監査室（室長以下４名）を設置し、監査役との

綿密な連携のもとで内部統制機能の向上を図っております。内部監査室は経営諸活動の遂行状況を適法性と合理

性の観点から内部監査を実施、検討、評価し、これに基づいて意見を述べ助言・勧告を行うと同時に、その結果を

代表取締役、業務執行取締役および常勤監査役に報告しております。また内部監査室と監査役会および内部統制

担当部門である総務部は、グループ内部統制の有効性について適時、意見交換を行っております。

監査役監査は常勤監査役が定期的に実施しております。監査役は定期的に監査役会を開催するとともに、取締

役会およびその他の社内の重要な会議に出席するほか、必要に応じて役職員に報告を求め、取締役の職務執行に

関して厳正な監査を実行しております。

なお、監査役会には専従スタッフを配置せず、監査役職務の補助は内部監査室の従業員が適宜対応しておりま

す。　

また、監査役会と会計監査人は定期的に意見交換会を開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。

ロ．会計監査の状況　

会計監査につきましては、監査法人である新日本有限責任監査法人と会社法監査および金融商品取引法監査に

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

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員・業務執行社員  公認会計士    玉井哲史

指定有限責任社員・業務執行社員  公認会計士    唐澤正幸

（注）継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士    ９名      会計士補等    ９名

③  社外取締役及び社外監査役

  当社は社外取締役を選任しておりません。当社が社外取締役を選任していない理由としては、社内取締役が業務、

実務に精通しており、的確および迅速な経営判断が行えると考えているからであります。また、経営監視機能の客観

性や中立性の確保に関しましては、社外監査役が取締役会で積極的に意見の具申を行っており、社外からのチェッ

クについて有効に機能していると考えられるからであります。

当社の社外監査役は３名であります。

監査役奥村勝亮は、商社の繊維部門の要職経験者および海外実務経験者としての見地から意見を述べるなど、取
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締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

監査役中川定文は、商社の繊維部門の要職経験者および海外実務経験者としての見地から意見を述べるなど、取

締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

監査役松本雅登は、金融関係の取締役経験者および監査役経験者としての見地から意見を述べるなど、取締役会

の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

社外監査役は、常勤監査役から監査役監査の報告を受けるとともに、必要に応じて役職員に報告を求め、取締役の

職務執行に関して厳正な監査を実行しております。また、会計監査人と定期的に意見交換会を開催するとともに、内

部監査室とグループ内部統制の有効性について適時、意見交換を行っております。

社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社

東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。　

なお、当社と社外監査役との間には取引関係およびその他利害関係はありません。

④  役員の報酬等

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分　
報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額 対象となる役員の

員数（名）　 基本報酬（百万円）

取締役

（社外取締役を除く。）　
181 181 8

監査役

（社外監査役を除く。）　
10 10 2

社外役員 8 8 4

ロ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ．役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法

取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。なお、取締役の報酬限度額は、平成４

年６月26日開催の第41回定時株主総会において年額250百万円以内と決議しております。　

監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。なお、監査役の報酬限度額は、平

成４年６月26日開催の第41回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。

また、当社は、平成17年６月29日開催の第54回定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役の役員退職

慰労金制度を廃止しております。

⑤  取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

⑥  取締役の選任の決議要件

当社は株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。 

⑦  剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、

株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役

会の権限とすることにより、株主への機動的な資本政策および配当政策を行うことを目的とするものであります。

⑧  株主総会の特別決議要件

  当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とす

るものであります。
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⑨  取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役および監査役がその期待される成果を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定に基づ

き、取締役会の決議によって、会社法第423条第１項の取締役（取締役であった者を含む。）および監査役（監査役

であった者を含む。）の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。

当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役および社外監査役との間に、会社法第423条第１項の賠

償責任を法令の限度において限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。

⑩  株式の保有状況

イ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 55銘柄

貸借対照表計上額の合計額 1,754百万円

ロ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度

特定投資株式　

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上
額（百万円）　

保有目的

㈱ほくほくフィナンシャルグループ 3,895,438 631長期・安定的な取引関係の維持

㈱北國銀行 803,522 225長期・安定的な取引関係の維持

三井物産㈱ 150,000 223長期・安定的な取引関係の維持

東レ㈱ 175,000 105長期・安定的な取引関係の維持

丸紅㈱ 150,000 89長期・安定的な取引関係の維持

㈱みずほフィナンシャルグループ 461,000 63長期・安定的な取引関係の維持

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 80,000 30長期・安定的な取引関係の維持

伊藤忠商事㈱ 30,000 26長期・安定的な取引関係の維持

トナミホールディングス㈱ 150,000 24長期・安定的な取引関係の維持

川田テクノロジーズ㈱ 14,000 23当社事業の円滑な遂行

東洋紡績㈱ 180,000 21長期・安定的な取引関係の維持

帝人㈱ 54,000 20長期・安定的な取引関係の維持

ゼット㈱ 154,560 15長期・安定的な取引関係の維持

㈱富山銀行 101,000 14長期・安定的な取引関係の維持

㈱アルペン 10,000 14長期・安定的な取引関係の維持

田中精密工業㈱ 20,000 13当社事業の円滑な遂行

㈱ヒマラヤ 23,000 12長期・安定的な取引関係の維持

㈱三越伊勢丹ホールディングス 12,363 9 長期・安定的な取引関係の維持

旭化成㈱ 11,000 6 長期・安定的な取引関係の維持

㈱アシックス 4,000 4 当社事業の円滑な遂行

日本電信電話㈱ 1,000 3 当社事業の円滑な遂行

ゼビオ㈱ 2,250 3 長期・安定的な取引関係の維持

協栄産業㈱ 14,000 2 当社事業の円滑な遂行

日医工㈱ 1,000 2 当社事業の円滑な遂行

スギホールディングス㈱ 1,000 1 当社事業の円滑な遂行

イオン九州㈱ 1,200 1 当社事業の円滑な遂行

みずほ信託銀行㈱ 20,000 1 長期・安定的な取引関係の維持

㈱井筒屋 8,000 0 長期・安定的な取引関係の維持

住友信託銀行㈱ 1,000 0 長期・安定的な取引関係の維持

日本ロジテム㈱　 2,000 0 当社事業の円滑な遂行

（注）  ㈱ほくほくフィナンシャルグループ、㈱北國銀行、三井物産㈱および東レ㈱以外は、貸借対照表計上額が

資本金額の100分の１以下でありますが、上位30銘柄について記載しております。　
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当事業年度

特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上

額（百万円）　
保有目的

㈱ほくほくフィナンシャルグループ 3,902,966 616長期・安定的な取引関係の維持

㈱北國銀行 807,703 251長期・安定的な取引関係の維持

三井物産㈱ 150,000 203長期・安定的な取引関係の維持

東レ㈱ 175,000 107長期・安定的な取引関係の維持

丸紅㈱ 150,000 89長期・安定的な取引関係の維持

㈱みずほフィナンシャルグループ 472,360 63長期・安定的な取引関係の維持

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 80,000 32長期・安定的な取引関係の維持

トナミホールディングス㈱ 150,000 28長期・安定的な取引関係の維持

伊藤忠商事㈱ 30,000 27長期・安定的な取引関係の維持

東洋紡績㈱ 180,000 21長期・安定的な取引関係の維持

川田テクノロジーズ㈱ 14,000 17当社事業の円滑な遂行

㈱アルペン 10,000 16長期・安定的な取引関係の維持

田中精密工業㈱ 20,000 16当社事業の円滑な遂行

㈱富山銀行 101,000 15長期・安定的な取引関係の維持

ゼット㈱ 154,560 15長期・安定的な取引関係の維持

帝人㈱ 54,000 15長期・安定的な取引関係の維持

㈱三越伊勢丹ホールディングス 13,908 13長期・安定的な取引関係の維持

㈱ヒマラヤ 23,000 13長期・安定的な取引関係の維持

旭化成㈱ 11,000 5 長期・安定的な取引関係の維持

ゼビオ㈱ 2,250 4 長期・安定的な取引関係の維持

日本電信電話㈱ 1,000 3 当社事業の円滑な遂行

㈱アシックス 4,000 3 当社事業の円滑な遂行

スギホールディングス㈱ 1,000 2 当社事業の円滑な遂行

協栄産業㈱ 14,000 2 当社事業の円滑な遂行

日医工㈱ 1,000 1 当社事業の円滑な遂行

イオン九州㈱ 1,200 1 当社事業の円滑な遂行

㈱井筒屋 8,000 0 長期・安定的な取引関係の維持

日本ロジテム㈱　 2,000 0 当社事業の円滑な遂行

三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 1,490 0 長期・安定的な取引関係の維持

日本バイリーン㈱　 1,000 0 当社事業の円滑な遂行

福島印刷㈱　 1,000 0 当社事業の円滑な遂行

（注）  ㈱ほくほくフィナンシャルグループ、㈱北國銀行、三井物産㈱および東レ㈱以外は、貸借対照表計上額が

資本金額の100分の１以下でありますが、上位30銘柄について記載しております。

　

ハ  保有目的が純投資目的の投資株式

該当事項はありません。

ニ  保有目的を変更した投資株式

該当事項はありません。
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 52 － 53 －

連結子会社 － － － －

計 52 － 53 －

 

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

当社は、取締役会において、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案し、監査公認会計士等（金融商品

取引法監査人）に対する監査報酬額を決議しております。
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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）

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）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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31

日まで）の連結財務諸表および事業年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）の財務諸表について、新日

本有限責任監査法人により監査を受けております。

　

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人

財務会計基準機構へ加入し、各種セミナー等へ参加しております。
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１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,913 5,798

受取手形及び売掛金 9,349 ※5
 11,167

商品及び製品 6,908 8,884

仕掛品 64 108

原材料及び貯蔵品 831 688

その他 1,496 1,513

貸倒引当金 △10 △20

流動資産合計 24,553 28,141

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※2
 1,869

※2
 1,786

機械装置及び運搬具（純額） 38 34

土地 ※2
 1,021

※2
 828

リース資産（純額） 574 775

その他（純額） 133 170

有形固定資産合計 ※3
 3,637

※3
 3,596

無形固定資産

商標権 405 114

のれん － 223

その他 657 591

無形固定資産合計 1,062 929

投資その他の資産

投資有価証券 ※1、※2
 6,994

※1、※2
 7,661

長期貸付金 75 74

差入保証金 2,940 2,156

破産更生債権等 150 178

その他 ※1
 1,187

※1
 1,036

貸倒引当金 △297 △329

投資その他の資産合計 11,052 10,776

固定資産合計 15,752 15,302

資産合計 40,305 43,444
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,339 ※5
 13,011

短期借入金 403 ※2
 646

1年内償還予定の社債 32 32

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 2,586

※2
 1,898

リース債務 183 270

未払金 1,409 1,083

未払法人税等 138 139

未払消費税等 195 201

未払費用 421 621

賞与引当金 675 676

返品調整引当金 255 497

その他 107 102

流動負債合計 16,748 19,181

固定負債

社債 68 36

長期借入金 ※2
 4,795

※2
 3,093

リース債務 509 660

繰延税金負債 122 107

退職給付引当金 1,966 2,145

資産除去債務 55 49

その他 836 549

固定負債合計 8,354 6,642

負債合計 25,102 25,823

純資産の部

株主資本

資本金 10,329 10,416

資本剰余金 8 94

利益剰余金 6,942 9,256

自己株式 △44 △51

株主資本合計 17,236 19,715

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 28 59

繰延ヘッジ損益 △11 3

為替換算調整勘定 △2,242 △2,331

その他の包括利益累計額合計 △2,226 △2,268

新株予約権 178 128

少数株主持分 14 45

純資産合計 15,203 17,620

負債純資産合計 40,305 43,444
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

売上高 42,374 48,641

売上原価 ※2
 24,854

※2
 28,755

売上総利益 17,520 19,886

返品調整引当金戻入額 41 －

返品調整引当金繰入額 － 112

差引売上総利益 17,561 19,773

販売費及び一般管理費 ※1、※2
 16,958

※1、※2
 18,642

営業利益 603 1,131

営業外収益

受取利息 31 40

受取配当金 36 42

受取ロイヤリティー 20 18

持分法による投資利益 2,345 2,328

その他 166 121

営業外収益合計 2,599 2,551

営業外費用

支払利息 320 260

手形売却損 46 50

その他 73 50

営業外費用合計 441 361

経常利益 2,762 3,321

特別利益

固定資産売却益 ※3
 296

※3
 1

投資有価証券売却益 0 3

貸倒引当金戻入額 57 －

新株予約権戻入益 1 4

その他 0 －

特別利益合計 356 8

特別損失

固定資産処分損 ※4
 3

※4
 2

減損損失 ※5
 156

※5
 202

店舗閉鎖損失 6 15

特別退職金 47 103

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 278 －

契約違約金 529 －

その他 143 21

特別損失合計 1,165 345

税金等調整前当期純利益 1,952 2,984

法人税、住民税及び事業税 447 376

法人税等調整額 9 △4

法人税等合計 457 371

少数株主損益調整前当期純利益 1,495 2,613

少数株主利益 6 0

当期純利益 1,488 2,612
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【連結包括利益計算書】
（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 1,495 2,613

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △173 31

繰延ヘッジ損益 13 14

為替換算調整勘定 △71 31

持分法適用会社に対する持分相当額 △428 △121

その他の包括利益合計 △658 ※
 △43

包括利益 836 2,570

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 830 2,570

少数株主に係る包括利益 6 △0
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 10,329 10,329

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 86

当期変動額合計 － 86

当期末残高 10,329 10,416

資本剰余金

当期首残高 8 8

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 86

当期変動額合計 － 86

当期末残高 8 94

利益剰余金

当期首残高 5,454 6,942

当期変動額

剰余金の配当 － △233

当期純利益 1,488 2,612

新規連結に伴う減少額 － △66

当期変動額合計 1,488 2,313

当期末残高 6,942 9,256

自己株式

当期首残高 △43 △44

当期変動額

自己株式の取得 △1 △6

当期変動額合計 △1 △6

当期末残高 △44 △51

株主資本合計

当期首残高 15,749 17,236

当期変動額

自己株式の取得 △1 △6

新株の発行（新株予約権の行使） － 172

剰余金の配当 － △233

当期純利益 1,488 2,612

新規連結に伴う減少額 － △66

当期変動額合計 1,486 2,479

当期末残高 17,236 19,715

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 201 28

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△173 31

当期変動額合計 △173 31

当期末残高 28 59
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

繰延ヘッジ損益

当期首残高 △25 △11

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

13 14

当期変動額合計 13 14

当期末残高 △11 3

為替換算調整勘定

当期首残高 △1,744 △2,242

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△498 △89

当期変動額合計 △498 △89

当期末残高 △2,242 △2,331

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △1,567 △2,226

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△658 △42

当期変動額合計 △658 △42

当期末残高 △2,226 △2,268

新株予約権

当期首残高 180 178

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 △50

当期変動額合計 △1 △50

当期末残高 178 128

少数株主持分

当期首残高 19 14

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4 31

当期変動額合計 △4 31

当期末残高 14 45

純資産合計

当期首残高 14,381 15,203

当期変動額

自己株式の取得 △1 △6

新株の発行（新株予約権の行使） － 172

剰余金の配当 － △233

当期純利益 1,488 2,612

新規連結に伴う減少額 － △66

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △664 △61

当期変動額合計 822 2,417

当期末残高 15,203 17,620
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,952 2,984

減価償却費 939 1,058

持分法による投資損益（△は益） △2,345 △2,328

のれん償却額 － 20

投資有価証券評価損益（△は益） 42 12

退職給付引当金の増減額（△は減少） 106 135

減損損失 156 202

貸倒引当金の増減額（△は減少） △65 38

受取利息及び受取配当金 △67 △83

支払利息 320 260

固定資産処分損益（△は益） △292 0

売上債権の増減額（△は増加） △141 △1,151

たな卸資産の増減額（△は増加） 331 △1,234

仕入債務の増減額（△は減少） 920 1,913

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 278 －

その他 696 △193

小計 2,832 1,636

利息及び配当金の受取額 1,756 1,795

利息の支払額 △305 △249

法人税等の支払額 △439 △390

営業保証金の返還による収入 － 800

その他 △20 △1

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,823 3,591

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 △2,467 △791

定期預金の払戻による収入 2,484 403

固定資産の取得による支出 △262 △304

固定資産の売却による収入 628 4

投資有価証券の取得による支出 △3 △208

投資有価証券の売却による収入 1 53

連結子会社株式の取得による支出 － ※2
 △443

差入保証金の差入による支出 △254 △174

その他 106 179

投資活動によるキャッシュ・フロー 232 △1,280
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

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（△は減少） △2,225 93

長期借入れによる収入 3,100 1,300

長期借入金の返済による支出 △2,845 △3,689

社債の発行による収入 99 －

社債の償還による支出 △140 △32

リース債務の返済による支出 △133 △206

配当金の支払額 － △233

その他 △11 18

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,156 △2,750

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,887 △439

現金及び現金同等物の期首残高 3,502 5,389

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 42

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 5,389

※1
 4,992
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

 

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

１  連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社数  11社

連結子会社の名称

㈱ゴールドウインテクニカルセンター、㈱イー・エス・ジー、㈱ゴールドウインロジテム、㈱ゴールドウインエン

タープライズ、㈱ゴールドウイントレーディング、北京奥冠英有限公司、高得運（上海）服装貿易有限公司、㈱カン

タベリー オブ ニュージーランド ジャパン、㈱ナナミカ、㈱アートウイン、ブラックアンドホワイトスポーツウェ

ア㈱

  上記のうち、ブラックアンドホワイトスポーツウェア㈱については、当連結会計年度において株式を新たに取得

したため、連結の範囲に含めております。

  また、前連結会計年度において非連結子会社でありました高得運（上海）服装貿易有限公司は重要性が増したこ

とにより、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。

 

（2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

GOLDWIN EUROPE AG

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社（２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  ２社

GOLDWIN KOREA Corporation、ゴールドウイン開発㈱

 

（2）持分法を適用していない非連結子会社（GOLDWIN EUROPE AG ほか１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  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および高得運（上海）服装貿易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。

 

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

その他有価証券

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（評価差額は全部純資産直入法により処

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…移動平均法による原価法を採用しております。

ロ  たな卸資産

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を

採用しております。
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（2）重要な減価償却資産の減価償却方法

イ  有形固定資産（リース資産を除く）

建物（建物附属設備を除く）……定額法を採用しております。

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２社は定額法によっております。

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。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ２～12年

ロ  無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、ソフトウエア（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。

ハ  リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引

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。

 

（3）重要な引当金の計上基準

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

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。

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。

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、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（11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。

 

（4）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「純資産の部」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。

 

（5）重要なヘッジ会計の方法

イ  ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

ただし、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。

ロ  ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引、為替予約取引

ヘッジ対象…借入金利息、外貨建予定取引、外貨建債権債務

ハ  ヘッジ方針

金利リスクおよび為替変動リスクの低減のため、対象債権債務の範囲内でヘッジを行っております。

ニ  ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動を比較し、相関性を見て有効性を評価してお

ります。

　

（6）のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、発生年度以後５年間の均等償却を行っております。

 

（7）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。
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（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

税抜方式によっております。

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。

　

【表示方法の変更】

（連結損益計算書）

前連結会計年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却益」は特別利益の総額の100

分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結

会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた0百万円は、「投資

有価証券売却益」0百万円として組み替えております。

 

【追加情報】

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。

　

EDINET提出書類

株式会社ゴールドウイン(E00603)

有価証券報告書

 50/106



【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

※１  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。

　
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度

（平成24年３月31日）

投資有価証券（株式） 5,183百万円 5,832百万円

投資その他の資産その他（出資金） 422百万円 318百万円

　

※２  担保資産および担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

　
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度

（平成24年３月31日）

建物 949百万円 885百万円

土地 631百万円 301百万円

投資有価証券 1,306百万円 1,298百万円

計 2,887百万円 2,485百万円

　

担保付債務は、次のとおりであります。

　
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度

（平成24年３月31日）

短期借入金 －百万円 200百万円

長期借入金（１年内返済予定を含む） 1,705百万円 1,450百万円

 

※３  有形固定資産減価償却累計額

　
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度

（平成24年３月31日）

　 6,736百万円 7,174百万円

　

４  偶発債務

（1）保証債務

連結会社以外に以下の会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

　
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度

（平成24年３月31日）

ゴールドウイン開発㈱ 30百万円 52百万円

　

（2）受取手形割引高等

　
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度

（平成24年３月31日）

受取手形割引高 668百万円 753百万円

信託等による売掛債権譲渡高 278百万円 －百万円

　

※５  連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に

決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

　
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度

（平成24年３月31日）

受取手形 －百万円 338百万円

支払手形 －百万円 144百万円
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（連結損益計算書関係）

※１  販売費およ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。

　
前連結会計年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

広告宣伝費 2,534百万円 2,827百万円

役員報酬及び給与手当 6,129百万円 6,734百万円

賃借料 2,443百万円 2,522百万円

賞与引当金繰入額 536百万円 543百万円

退職給付費用 255百万円 335百万円

　

※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は次のとおりであります。

　
前連結会計年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

　 388百万円 407百万円

　

※３  固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

　
前連結会計年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

土地使用権 293百万円 －百万円

土地及び建物 3百万円 1百万円

計 296百万円 1百万円

　

※４  固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

　
前連結会計年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

土地及び建物 3百万円 0百万円

構築物及び器具備品 0百万円 0百万円

その他 0百万円 0百万円

計 3百万円 2百万円

　

※５  減損損失

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日）

場所 用途 種類

富山県小矢部市 工場 土地

熊本県熊本市 営業店舗 リース等

当社グループは、セグメントを基礎としてグルーピングし、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。

減損は業務不振や時価の低下を要因としており、採算の悪化している店舗の帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、工業用地については正味売却価額としての不動産鑑定評価に基づく評価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（156百万円）として特別損失に計上いたしました。その内訳は、土地127百万円、リース26百万円、その他2百万円で

あります。

　

当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）

場所 用途 種類

富山県小矢部市 売却予定地 土地

当社グループは、セグメントを基礎としてグルーピングし、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。

減損は売却方針の決定に伴い、正味売却価額としての不動産鑑定評価に基づく評価額まで減額し、当該減少額を

減損損失（202百万円）として特別損失に計上いたしました。　
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（連結包括利益計算書関係）

当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）

※１  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
その他有価証券評価差額金：   
当期発生額 0百万円
組替調整額 10
税効果調整前 10
税効果額 20
その他有価証券評価差額金 31

繰延ヘッジ損益：   
当期発生額 10
組替調整額 8
税効果調整前 19
税効果額 △4
繰延ヘッジ損益 14

為替換算調整勘定：   
当期発生額 31
持分法適用会社に対する持分相当額：   
当期発生額 △121
その他の包括利益合計 △43

　

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式                 

普通株式 58,478 － － 58,478

合計 58,478 － － 58,478

自己株式                 

普通株式  （注） 189 7 － 197

合計 189 7 － 197

  （注）普通株式の自己株式の株式数の増加7千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － 178

合計 － － － － － 178

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 233利益剰余金 4 平成23年３月31日平成23年６月30日
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当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式                 

普通株式 58,478 373 － 58,851

合計 58,478 373 － 58,851

自己株式                 

普通株式  （注） 197 20 － 218

合計 197 20 － 218

  （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加373千株は、ストック・オプションの行使による増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加20千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － 128

合計 － － － － － 128

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 233 4 平成23年３月31日平成23年６月30日

　

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成24年６月28日

定時株主総会
普通株式 293利益剰余金 5 平成24年３月31日平成24年６月29日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　
前連結会計年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

現金及び預金勘定 5,913百万円 5,798百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △523百万円 △806百万円

現金及び現金同等物 5,389百万円 4,992百万円

　

※２  当連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たにブラックアンドホワイトスポーツウェア株式会社を連結したことに伴う連結開始時の

資産及び負債の内訳並びに当該会社株式の取得価額と取得のための支出（純額）との関係は次のとおりでありま

す。

流動資産 1,488百万円

固定資産 117百万円

のれん 244百万円

流動負債 △1,117百万円

固定負債 △50百万円

少数株主持分 △41百万円

ブラックアンドスポーツウェア株式会社株式の取得価額 641百万円

ブラックアンドスポーツウェア株式会社現金及び現金同等物 △197百万円

差引：ブラックアンドスポーツウェア株式会社取得のための支出 443百万円
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（リース取引関係）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①  リース資産の内容

（ア）有形固定資産

主として、ホストコンピュータ、コンピュータ端末機および店舗設備（「工具器具及び備品」）であります。

（イ）無形固定資産

ソフトウエアであります。

②  リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「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」に記載のとおりであります。

　

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引

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、その内容は次のとおりであります。

　
（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期末残高相当額

（単位：百万円）

　 前連結会計年度（平成23年３月31日）
 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 期末残高相当額
機械装置及び運搬具 15 14 － 0
工具器具及び備品 393 328 36 27
その他 401 314 43 43
合計 810 657 80 71

（単位：百万円）

　 当連結会計年度（平成24年３月31日）
 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 期末残高相当額
工具器具及び備品 141 130 － 11
その他 201 182 6 12
合計 343 312 6 23
　
（2）未経過リース料期末残高相当額等

　
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度

（平成24年３月31日）
未経過リース料期末残高相当額 　 　
１年内 121百万円 30百万円
１年超 40百万円 2百万円
合計 162百万円 32百万円

リース資産減損勘定の残高 26百万円 1百万円
　
（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、支払利息相当額および減損損失

　
前連結会計年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

支払リース料 207百万円 138百万円
リース資産減損勘定の取崩額 30百万円 25百万円
減価償却費相当額 191百万円 109百万円
支払利息相当額 8百万円 3百万円
減損損失 0百万円 －百万円
　
（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。
　
（5）利息相当額の算定方法

リース料相当額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

　

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

　
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度

（平成24年３月31日）
１年内 550百万円 550百万円
１年超 3,300百万円 2,750百万円
合計 3,850百万円 3,300百万円

EDINET提出書類

株式会社ゴールドウイン(E00603)

有価証券報告書

 56/106



（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については主として短期的な預金等で運用し、また、資金調達については銀行

借入あるいは社債発行による方針です。デリバティブは、外貨建営業債権・債務の為替変動リスクと借入

金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行っておりません。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、

当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとに与信限度を設定するとともに期日管理及び残高管理を

行い、主な取引先の信用状況については定期的に把握する体制としております。また、一部に製品等の輸出

に伴う外貨建のものがあり、為替変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約によるヘッジを行って

おります。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されており

ますが、定期的に時価を把握し、取締役会に報告しております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。また、一部に製

品等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約によるヘッ

ジを行っております。

借入金のうち、短期借入金および長期借入金（原則として５年以内）は主に営業取引に係る資金調達で

あります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部につい

ては、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引

（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金

利スワップの特例処理の要件を満たしているものを除き、借入金の支払利息に係る金利変動額と金利ス

ワップ取引の金利変動額の累計を比率分析により測定し、有効性の評価を行っております。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリ

バティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行ってお

ります。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、当社の財務部が各

部署からの報告に基づき適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、グループ各社におきましても月次

に資金繰計画を見直しするなどの方法により管理しております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関しては、その金額自体がデリバ

ティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。　
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する

ことが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません。

　

前連結会計年度（平成23年３月31日）

　
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1) 現金及び預金 5,913 5,913 －

(2) 受取手形及び売掛金 9,349 9,349 －

(3) 投資有価証券

その他有価証券
1,628 1,628 －

(4) 差入保証金 2,940 2,853 86

(5) 支払手形及び買掛金 (10,339) (10,339) －

(6) 短期借入金 (403) (403) －

(7) 長期借入金 (7,382) (7,331) 50

(8) デリバティブ取引　 　 　 　

①ヘッジ会計が適用されていないもの (0) (0) －

②ヘッジ会計が適用されているもの (11) (11) －

（※1）長期借入金には１年内返済予定長期借入金も含まれております。

（※2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については（ ）で示しております。

（※3）上記以外の連結貸借対照表に計上されている金銭債権・債務については、総資産に対する重要性が乏

しいため注記を省略しております。　

　

当連結会計年度（平成24年３月31日）

　
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1) 現金及び預金 5,798 5,798 －

(2) 受取手形及び売掛金 11,167 11,167 －

(3) 投資有価証券

その他有価証券
1,646 1,646 －

(4) 差入保証金 2,156 1,870 285

(5) 支払手形及び買掛金 (13,011) (13,011) －

(6) 短期借入金 (646) (646) －

(7) 長期借入金 (4,992) (4,955) 36

(8) デリバティブ取引

    ヘッジ会計が適用されているもの
8 8 －

（※1）合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しております。

（※2）長期借入金には１年内返済予定長期借入金も含まれております。

（※3）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（※4）上記以外の連結貸借対照表に計上されている金銭債権・債務については、総資産に対する重要性が乏

しいため注記を省略しております。

　

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する連結貸借対照表計上額と取得

原価との差額は162百万円であります。　

EDINET提出書類

株式会社ゴールドウイン(E00603)

有価証券報告書

 58/106



(4) 差入保証金

差入保証金の時価については、その将来キャッシュフローを国債の利回り等適切な指標に信用ス

プレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(5) 支払手形及び買掛金、並びに(6) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

(7) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率

で割り引いた現在価値により算定しております。

(8) デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

　

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：百万円）　

区分
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度

（平成24年３月31日）

非上場株式 5,366 6,014

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時

価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券  その他有価証券」には含め

ておりません。

　

３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成23年３月31日）

　
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）

現金及び預金 5,913 － － －

受取手形及び売掛金 9,349 － － －

差入保証金 472 643 778 800

合計 15,735 643 778 800

　

当連結会計年度（平成24年３月31日）

　
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）

現金及び預金 5,798 － － －

受取手形及び売掛金 11,167 － － －

差入保証金 489 613 822 －

合計 17,456 613 822 －

　

４．社債、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

連結附属明細表「社債明細表」および「借入金等明細表」をご参照ください。
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成23年３月31日現在）

１．その他有価証券

 種類
連結貸借対照表計
上額（百万円）

取得原価
（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 582 281 301

(2)債券             

①  国債・地方債等 － － －

②  社債 － － －

③  その他 － － －

(3)その他 4 3 0

小計 586 284 301

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 1,014 1,158 △144

(2)債券             

①  国債・地方債等 － － －

②  社債 － － －

③  その他 － － －

(3)その他 27 34 △6

小計 1,041 1,192 △150

合計 1,628 1,477 151

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額  183百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。　

２．減損処理を行った有価証券

  当連結会計年度において、有価証券について42百万円（その他有価証券の株式）減損処理を行っておりま

す。

  なお、減損処理にあたっては、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。
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当連結会計年度（平成24年３月31日現在）

１．その他有価証券

 種類
連結貸借対照表計
上額（百万円）

取得原価
（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 616 330 285

(2)債券             

①  国債・地方債等 － － －

②  社債 － － －

③  その他 － － －

(3)その他 4 3 0

小計 620 334 285

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 997 1,117 △120

(2)債券             

①  国債・地方債等 － － －

②  社債 － － －

③  その他 － － －

(3)その他 28 32 △3

小計 1,026 1,150 △123

合計 1,646 1,484 162

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額  182百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。　

２．売却したその他有価証券

種類 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）

(1）株式 42 2 1

(2）債券    

①  国債・地方債等 － － －

②  社債 － － －

③  その他 － － －

(3）その他 10 0 －

合計 53 3 1

３．減損処理を行った有価証券

  当連結会計年度において、有価証券について12百万円（その他有価証券の株式）減損処理を行っておりま

す。

  なお、減損処理にあたっては、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。
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（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

前連結会計年度（平成23年３月31日）

区分 種類
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                 
売建                 
ユーロ 222 － △11 △11
買建                 
米ドル 91 － △0 △0
ユーロ 174 － 10 10

合計 488 － △0 △0

（注）時価の算定方法は、先物為替相場によっております。

　

当連結会計年度（平成24年３月31日）

  該当事項はありません。

　

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1）通貨関連

前連結会計年度（平成23年３月31日）

  該当事項はありません。

　

当連結会計年度（平成24年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
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)

原則的処理方法

為替予約取引
  売建
    ユーロ
  買建
    米ドル
    ユーロ　

　
　
売掛金
　
買掛金
買掛金

　
　
162
　
61
117

　
　
－
　
－
－

　
　
△1
　
2
9

為替予約等の振当処
理

為替予約取引
  買建
    米ドル　

　
　
買掛金

　
　
3

　
　
－

　
　

（注）１

合計 345 － 10

（注）１．為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されている

ため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。

２．時価の算定方法は、先物為替相場に基づき算定しております。　
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(2）金利関連　

前連結会計年度（平成23年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
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)

原則的処理方法

金利スワップ取引

長期借入金 740 270 △11支払固定・
受取変動

金利スワップの特例
処理

金利スワップ取引

長期借入金 1,995 1,541（注）１支払固定・
受取変動

（注）１．金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理され

ているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

２．時価の算定方法は、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。

　

当連結会計年度（平成24年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
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)

原則的処理方法
金利スワップ取引
支払固定・
受取変動

長期借入金 270 － △2

金利スワップの特例
処理

金利スワップ取引
支払固定・
受取変動

長期借入金 2,676 1,931（注）１

合計 2,946 1,931 △2

（注）１．金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理され

ているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

２．時価の算定方法は、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。　
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

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、退職給付債務の算定にあ

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

  
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度

（平成24年３月31日）

(1）退職給付債務（百万円） △6,926 △7,834 

(2）年金資産（百万円） 3,444 3,491 

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2)（百万円） △3,481 △4,342 

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） 1,515 2,196 

(5）退職給付引当金 (3)＋(4)（百万円） △1,966 △2,145 

３．退職給付費用に関する事項

  
前連結会計年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

(1）勤務費用（百万円） 194 200  

(2）利息費用（百万円） 134 136  

(3）期待運用収益（百万円） △138 △137  

(4）数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 229 347  

(5）小計 (1)＋(2)＋(3)＋(4) （百万円） 419 547  

(6）特別退職金（百万円） 47 103  

(7）合計 (5)＋(6)（百万円） 466 650  

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23年３月31日）
当連結会計年度

（平成24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（％） 2.0 1.1  

(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） 12 11  
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（ストック・オプション等関係）

１．権利不行使による失効により利益として計上した金額

　
前連結会計年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

新株予約権戻入益 1百万円 4百万円

　

２．ストック・オプションの内容、規模およびその変動状況

（1）ストック・オプションの内容

 平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分および人数
当社取締役  ９名、当社監査役  ４名、

当社従業員等  433名、当社子会社等の役職員  540名

株式の種類別のストック・オプションの数（注） 普通株式  1,584,000株

付与日 平成18年９月12日

権利確定条件

新株予約権の割り当てを受けたものが、権利行使時におい

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はない。

対象勤務期間 自  平成18年９月12日  至  平成20年６月30日

権利行使期間 自  平成20年７月１日  至  平成25年６月30日

  （注）  株式数に換算して記載しております。

（2）ストック・オプションの規模およびその変動状況

当連結会計年度（平成24年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの

数については、株式数に換算して記載しております。

①  ストック・オプションの数

 平成18年ストック・オプション

権利確定前 （株）     

前連結会計年度末  －

付与  －

失効  －

権利確定  －

未確定残  －

権利確定後 （株）     

前連結会計年度末  1,430,000

権利確定  －

権利行使  373,000

失効  32,000

未行使残  1,025,000

 

②  単価情報

 平成18年ストック・オプション

権利行使価格 （円） 337

行使時平均株価 （円） 512

付与日における公正な評価単価 （円） 125

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。 
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（税効果会計関係）

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

　
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度

（平成24年３月31日）

繰延税金資産（流動） 　 　

賞与引当金 277百万円 259百万円

たな卸資産評価損否認 82 195

その他 226 293

繰延税金資産小計 585 748

評価性引当額 △577 △714

計 8 33

繰延税金資産（固定） 　 　

退職給付引当金 809 774

貸倒引当金 38 68

固定資産減損損失 77 143

繰越欠損金 4,559 3,929

その他 605 466

繰延税金資産小計 6,089 5,383

評価性引当額 △6,087 △5,380

計 2 2

繰延税金負債（流動） 　 　

繰延ヘッジ損益 － 4

計 － 4

繰延税金負債（固定） 　 　

その他有価証券評価差額金 122 100

その他 － 6

計 122 107

　

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

　
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度

（平成24年３月31日）

法定実効税率 40.7％ 40.7％

（調整） 　 　

関係会社からの受取配当金 2.6 1.1

外国税額控除等 10.5 7.5

住民税均等割等 2.6 1.7

評価性引当額等 17.5 △6.6

持分法投資損益 △48.9 △31.7

その他 △1.6 △0.3

法人税等負担率 23.4 12.4

　

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成

23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引

下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使

用する法定実効税率は従来の40.7％から平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始する

連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については38.0％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消

が見込まれる一時差異については、35.6％となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は13百万円減少し、法人税等調整

額が1百万円、その他有価証券評価差額金が14百万円、繰延ヘッジ損益が0百万円それぞれ増加しております。
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（企業結合等関係）

取得による企業結合

１．企業結合の概要

（1）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称    ブラックアンドホワイトスポーツウェア株式会社

事業の内容          スポーツウェアの製造・販売事業

（2）企業結合を行った主な理由

ブラックアンドホワイトスポーツウェア株式会社は、「ブラックアンドホワイト」ブランドのゴルフウエア

・カジュアルウエアおよびグッズ類の製造販売会社であり、創業29年の歴史を持つ業界有数の地歩を有する企

業であります。

当社は、中期経営計画に掲げた「成長戦略の推進による持続的成長」という基本方針に基づき、各分野で事

業拡大に向けた施策を実行中でありますが、今般事業領域の拡大を目指し同社を子会社化することにより、新

たにゴルフ事業に参入する事を目的として同社株式を取得いたしました。

（3）企業結合日

平成23年11月１日

（4）企業結合の法的形式

株式取得

（5）結合後企業の名称

ブラックアンドホワイトスポーツウェア株式会社

（6）取得した議決権比率

90.5％

（7）取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。

　

２．連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

平成23年11月１日から平成24年３月31日まで

　

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 641百万円

取得原価 641百万円

　

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

（1）発生したのれんの金額

244百万円

（2）発生原因

今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。

（3）償却方法及び償却期間

５年間にわたる均等償却　

　

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額

流動資産 1,488百万円

固定資産 117

資産合計 1,606

流動負債 1,117

固定負債 50

負債合計 1,167
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６．企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす

影響の概算額及びその算定方法

売上高                       1,865百万円

営業利益                        43

経常利益                        67

税金等調整前当期純利益          57

当期純利益                      52

 

（概算額の算定方法）

  企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定した売上高及び損益情報と取得企業の連結損益

計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としております。また、企業結合時に認識されたのれ

んが当期首に発生したものとして影響額を算定しております。

  なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。

　

　

（資産除去債務関係）

前連結会計年度末（平成23年３月31日）

該当事項はありません。

　

当連結会計年度末（平成24年３月31日）

該当事項はありません。

　　

（賃貸等不動産関係）

前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日）

該当事項はありません。

　

当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）

該当事項はありません。　
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループの事業展開は、当社の「アウトドアスタイル事業本部」、「アスレチックスタイル事業本

部」、「アクティブスタイル事業本部」の３つの事業本部制のもとで、グループ全体の包括的な戦略を立

案しブランド事業を展開していることから、「アウトドアスタイル事業」、「アスレチックスタイル事

業」、「アクティブスタイル事業」の３つを報告セグメントとしております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日）

（単位：百万円）

　

報告セグメント

その他
（注）１

調整額
（注）
２、３、
４、５

連結財務諸
表計上額
（注）６

アウトド
アスタイ
ル事業

アスレ
チックス
タイル事
業

アクティ
ブスタイ
ル事業

計

売上高        

外部顧客への売上高 19,46713,8914,80638,1644,210 － 42,374

セグメント間の内部売
上高又は振替高

35 28 23 87 244 △331 －

計 19,50313,9194,82938,2514,454△331 42,374

セグメント利益又は損失

（△）
3,231△715 235 2,751 64 △54 2,762

セグメント資産 10,0678,5991,41320,0802,46117,76440,305

その他の項目        

減価償却費 353 79 6 439 90 409 939

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額
355 111 1 468 6 712 1,187

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ハイテック事業およ

びコンプレッションアンダー事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用

△2,590百万円および持分法による投資利益2,345百万円が含まれております。なお、全社費用は

主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

３．セグメント資産の調整額は、セグメント間消去△820百万円及び、各報告セグメントに配分してい

ない全社資産の金額18,584百万円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属

しない金融資産（現金及び預金、投資有価証券等）及び管理部門に係る資産であります。

４．減価償却費の調整額の主なものは、管理部門に係る償却費であります。

５．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額の主なものは、全社資産の増加額であります。

６．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）

（単位：百万円）

　

報告セグメント

その他
（注）１

調整額
（注）
２、３、
４、５

連結財務諸
表計上額
（注）６

アウトド
アスタイ
ル事業

アスレ
チックス
タイル事
業

アクティ
ブスタイ
ル事業

計

売上高        

外部顧客への売上高 22,79316,7664,87344,4344,207 － 48,641

セグメント間の内部売
上高又は振替高

10 10 1 22 317 △339 －

計 22,80316,7774,87544,4564,524△339 48,641

セグメント利益又は損失

（△）
3,881△659 209 3,431 66 △175 3,321

セグメント資産 10,84110,6811,66523,1872,79017,46543,444

その他の項目        

減価償却費 343 98 6 448 89 520 1,058

のれんの償却額 － 20 － 20 － － 20

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額
400 196 3 601 11 162 774

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ハイテック事業およ

びコンプレッションアンダー事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用

△2,697百万円および持分法による投資利益2,328百万円が含まれております。なお、全社費用は

主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

３．セグメント資産の調整額は、セグメント間消去△1,120百万円及び、各報告セグメントに配分して

いない全社資産の金額18,585百万円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰

属しない金融資産（現金及び預金、投資有価証券等）及び管理部門に係る資産であります。

４．減価償却費の調整額の主なものは、管理部門に係る償却費であります。

５．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額の主なものは、全社資産の増加額であります。

６．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

　　

【関連情報】

Ⅰ  前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

　

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

　

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

　

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省

略しております。
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Ⅱ  当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

　

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

　

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

　

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省

略しております。

　　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日）

（単位：百万円）

　
アウトドアス
タイル事業

アスレチック
スタイル事業

アクティブス
タイル事業

その他 全社・消去 合計

減損損失 19 9 － 127 － 156

（注）その他の金額は、すべて染色加工事業に係る金額であります。

　　

当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）

（単位：百万円）

　
アウトドアス
タイル事業

アスレチック
スタイル事業

アクティブス
タイル事業

その他 全社・消去 合計

減損損失 － － － － 202 202

（注）全社・消去の金額は、すべて売却予定地に係る金額であります。

　　　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日）

該当事項はありません。

　

当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）

　
アウトドアス
タイル事業

アスレチック
スタイル事業

アクティブス
タイル事業

その他 全社・消去 合計

当期償却額 － 20 － － － 20

当期末残高 － 223 － － － 223

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日）

該当事項はありません。

　

当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）

該当事項はありません。

　　

EDINET提出書類

株式会社ゴールドウイン(E00603)

有価証券報告書

 71/106



【関連当事者情報】

前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日）

１．関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称
又は氏名 

所在地
資本金
又は出
資金

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

関連

会社

GOLDWIN 
KOREA 
Corporation

韓国ソ

ウル市

3,000

百万
韓国
ウォン
 

スポー
ツ用品
関連事
業

（所有） 

直接40.7

韓国におけ
る商標権の
使用料

役員の兼任

使用料 1,211売掛金 329

  （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。

２．重要な関連会社に関する注記

当連結会計年度において、重要な関連会社は GOLDWIN KOREA Corporation であり、その要約財務諸表は以

下のとおりであります。

 GOLDWIN KOREA Corporation（単位 百万韓国ウォン）

流動資産合計 269,357  

固定資産合計 21,290  

流動負債合計 67,451  

固定負債合計 12,968  

純資産合計 210,227  

売上高 392,181  

税引前当期純利益金額 107,351  

当期純利益金額 80,730  

　

当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）

１．関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称
又は氏名 

所在地
資本金
又は出
資金

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

関連

会社

GOLDWIN 
KOREA 
Corporation

韓国ソ

ウル市

3,000

百万
韓国
ウォン
 

スポー
ツ用品
関連事
業

（所有） 

直接40.7

韓国におけ
る商標権の
使用料

役員の兼任

使用料 1,360売掛金 264

  （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。

２．重要な関連会社に関する注記

当連結会計年度において、重要な関連会社は GOLDWIN KOREA Corporation であり、その要約財務諸表は以

下のとおりであります。

 GOLDWIN KOREA Corporation（単位 百万韓国ウォン）

流動資産合計 313,052  

固定資産合計 41,485  

流動負債合計 124,729  

固定負債合計 745  

純資産合計 229,062  

売上高 500,531  

税引前当期純利益金額 110,622  

当期純利益金額 84,445  
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（１株当たり情報）

 
 
 

前連結会計年度
（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

１株当たり純資産額 257.55円 297.56円

１株当たり当期純利益金額 25.53円 44.82円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

２．算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

１株当たり純資産額

 
前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当連結会計年度
（平成24年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 15,203 17,620

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 193 173

（うち新株予約権） (178) (128)

（うち少数株主持分） (14) (45)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 15,010 17,446

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通

株式の数（千株）
58,280 58,633

１株当たり当期純利益金額

 
前連結会計年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

当期純利益（百万円） 1,488 2,612

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（百万円） 1,488 2,612

期中平均株式数（千株） 58,292 58,301

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の

概要

新株予約権１種類（新株予約

権の数1,430個）。

なお、新株予約権の概要は「第

４  提出会社の状況  １株式

等の状況  (2）新株予約権等

の状況」に記載のとおりであ

ります。

新株予約権１種類（新株予約

権の数1,025個）。

なお、新株予約権の概要は「第

４  提出会社の状況  １株式

等の状況  (2）新株予約権等

の状況」に記載のとおりであ

ります。
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（重要な後発事象）

当社は、平成24年６月28日開催の第61回定時株主総会において、以下のとおり、資本金の額の減少及び同額の

資本剰余金の額の増加について承認されました。

(1）資本金の額の減少の目的

当社といたしましては、今後の柔軟かつ機動的な株主還元策およびその他の資本政策等を実施できる体制

を確保するため、会社法第447条第１項の規定に基づき、次のとおり資本金の額の減少を行い、同額のその他

資本剰余金の額を増加させるものであります。

(2）資本金の額の減少の要領

会社法447条第１項の規定に基づき資本金の額を減少し、減少した金額をその他資本剰余金に振り替える

ものです。資本金の額の減少におきましては、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみ減少いたしま

す。

①  減少する資本金の額 3,500,000,000円

②  増加するその他資本剰余金の額 3,500,000,000円

(3）日程

①  取締役会決議日 平成24年５月16日

②  株主総会決議日 平成24年６月28日

③  債権者異議申述公告日 平成24年６月29日（予定）

④  債権者異議申述最終期日 平成24年７月29日（予定）

⑤  効力発生日 平成24年７月30日（予定）
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

利率（％） 担保 償還期限

㈱ナナミカ

第１回無担保社債

（株式会社北陸銀行・東

京信用保証協会共同保証

付、分割譲渡制限特約

付）

平成23年

１月31日

100

(32)

68

(32)
0.80 無担保

平成26年

１月31日

  （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。

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）

32 36 － － －

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 403 646 1.67 －

１年以内に返済予定の長期借入金 2,586 1,898 1.99 －

１年以内に返済予定のリース債務 183 270 2.99 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
（注）３

4,795 3,093 1.86平成25年～28年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
（注）３

509 660 2.73平成25年～30年

その他有利子負債
（注）２

55 28 0.83 －

合計 8,534 6,596 － －

  （注）１．「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。

２．その他の有利子負債は、預り保証金であります。

３．長期借入金およびリース債務（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。

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 1,385 967 509 125

リース債務 255 239 122 43

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および

当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の

２の規定により記載を省略しております。　
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（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（百万円） 7,596 20,551 35,510 48,641

税金等調整前四半期（当期）

純損益金額（百万円）
△691 562 2,687 2,984

四半期（当期）純損益金額

（百万円）
△765 379 2,507 2,612

１株当たり四半期（当期）純

損益金額（円）
△13.13 6.51 43.02 44.82

　

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純損益金額

（円）
△13.13 19.65 36.51 1.81
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,301 4,189

受取手形 1,489 ※5
 1,771

売掛金 ※3
 7,665

※3
 8,443

商品及び製品 6,119 7,743

仕掛品 54 92

原材料及び貯蔵品 808 657

前渡金 38 30

未収入金 ※3
 698

※3
 607

前払費用 804 791

その他 ※3
 75

※3
 233

貸倒引当金 △8 △12

流動資産合計 22,050 24,549

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1
 933

※1
 887

構築物（純額） 67 62

機械及び装置（純額） 1 2

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品（純額） 109 126

土地 ※1
 765

※1
 559

リース資産（純額） 505 724

その他（純額） 0 10

有形固定資産合計 ※2
 2,382

※2
 2,373

無形固定資産

商標権 404 113

ソフトウエア 4 453

施設利用権 39 40

ソフトウエア仮勘定 552 －

リース資産 50 77

その他 1 1

無形固定資産合計 1,053 686
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 1,789

※1
 1,787

関係会社株式 1,490 1,824

出資金 1 0

関係会社出資金 858 865

長期貸付金 63 62

関係会社長期貸付金 1,072 751

破産更生債権等 150 160

長期前払費用 207 58

差入保証金 2,631 1,798

長期預金 300 400

その他 240 197

貸倒引当金 △342 △378

投資その他の資産合計 8,464 7,528

固定資産合計 11,900 10,588

資産合計 33,950 35,137

負債の部

流動負債

支払手形 2,958 ※5
 3,606

買掛金 6,526 7,879

短期借入金 403 ※1
 528

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 2,556

※1
 1,848

リース債務 165 251

未払金 ※3
 1,659

※3
 1,416

未払法人税等 58 79

未払消費税等 159 137

未払費用 300 442

預り金 32 91

賞与引当金 475 483

返品調整引当金 228 370

その他 17 60

流動負債合計 15,541 17,194

固定負債

長期借入金 ※1
 4,440

※1
 2,807

リース債務 451 621

資産除去債務 34 28

繰延税金負債 122 103

退職給付引当金 950 1,008

投資損失引当金 288 98

長期未払金 651 414

その他 159 117

固定負債合計 7,099 5,200

負債合計 22,641 22,394

EDINET提出書類

株式会社ゴールドウイン(E00603)

有価証券報告書

 78/106



(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 10,329 10,416

資本剰余金

資本準備金 8 94

資本剰余金合計 8 94

利益剰余金

利益準備金 － 23

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 820 2,070

利益剰余金合計 820 2,094

自己株式 △44 △51

株主資本合計 11,114 12,553

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 28 57

繰延ヘッジ損益 △11 3

評価・換算差額等合計 16 61

新株予約権 178 128

純資産合計 11,309 12,742

負債純資産合計 33,950 35,137
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

売上高 37,344 42,100

売上原価

商品期首たな卸高 6,433 6,119

当期商品仕入高 1,819 2,083

当期製品製造原価 ※2
 19,495

※2
 24,029

合計 27,747 32,232

商品期末たな卸高 6,119 7,743

売上原価合計 21,628 24,489

売上総利益 15,715 17,610

返品調整引当金戻入額 28 －

返品調整引当金繰入額 － 142

差引売上総利益 15,743 17,468

販売費及び一般管理費

支払手数料 787 764

運賃及び荷造費 711 794

保管費 1,012 1,107

広告宣伝費 2,226 2,528

役員報酬及び給料手当 5,161 5,491

賞与引当金繰入額 465 471

貸倒引当金繰入額 － 40

退職給付費用 224 286

福利厚生費 899 1,012

旅費及び交通費 506 558

減価償却費 582 792

賃借料 1,841 1,909

研究開発費 131 143

その他 998 1,112

販売費及び一般管理費合計 ※2
 15,548

※2
 17,014

営業利益 195 454

営業外収益

受取利息 49 42

受取配当金 ※1
 2,088

※1
 1,754

受取賃貸料 ※1
 133

※1
 106

受取ロイヤリティー ※1
 166

※1
 163

その他 110 92

営業外収益合計 2,548 2,159

営業外費用

支払利息 311 248

貸与資産減価償却費 131 52

手形売却損 43 47

為替差損 1 －

その他 33 32

営業外費用合計 520 380

経常利益 2,223 2,233
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 － ※3
 1

投資有価証券売却益 0 3

新株予約権戻入益 1 4

貸倒引当金戻入額 1 －

その他 0 －

特別利益合計 3 8

特別損失

固定資産処分損 ※4
 3

※4
 1

関係会社株式評価損 － 271

減損損失 ※5
 25

※5
 202

店舗閉鎖損失 5 4

特別退職金 17 54

投資損失引当金繰入額 190 －

契約違約金 529 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 184 －

その他 161 20

特別損失合計 1,117 554

税引前当期純利益 1,109 1,687

法人税、住民税及び事業税 252 177

法人税等調整額 － 3

法人税等合計 252 180

当期純利益 856 1,506
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【製造原価明細書】

  
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24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      2,06510.6     2,1829.1
Ⅱ  労務費      140 0.7     144 0.6
(うち賞与引当金繰入額）      (10)        (12)    

Ⅲ  経費                          
外注加工費  15,888         20,258         
荷造運搬費  23         23         
その他  1,353 17,26588.7 1,457 21,74090.3
当期総製造費用      19,471100.0     24,067100.0
期首仕掛品たな卸高      78         54     
合計      19,549        24,122    
期末仕掛品たな卸高      54         92     
当期製品製造原価      19,495        24,029    

  （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。
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 10,329 10,329

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 86

当期変動額合計 － 86

当期末残高 10,329 10,416

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 8 8

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 86

当期変動額合計 － 86

当期末残高 8 94

資本剰余金合計

当期首残高 8 8

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 86

当期変動額合計 － 86

当期末残高 8 94

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 － －

当期変動額

剰余金の配当 － 23

当期変動額合計 － 23

当期末残高 － 23

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 △36 820

当期変動額

剰余金の配当 － △256

当期純利益 856 1,506

当期変動額合計 856 1,250

当期末残高 820 2,070

利益剰余金合計

当期首残高 △36 820

当期変動額

剰余金の配当 － △233

当期純利益 856 1,506

当期変動額合計 856 1,273

当期末残高 820 2,094

自己株式

当期首残高 △43 △44

当期変動額

自己株式の取得 △1 △6

当期変動額合計 △1 △6
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

当期末残高 △44 △51

株主資本合計

当期首残高 10,259 11,114

当期変動額

自己株式の取得 △1 △6

新株の発行（新株予約権の行使） － 172

剰余金の配当 － △233

当期純利益 856 1,506

当期変動額合計 855 1,439

当期末残高 11,114 12,553

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 201 28

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△173 29

当期変動額合計 △173 29

当期末残高 28 57

繰延ヘッジ損益

当期首残高 △25 △11

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

13 14

当期変動額合計 13 14

当期末残高 △11 3

評価・換算差額等合計

当期首残高 176 16

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△159 44

当期変動額合計 △159 44

当期末残高 16 61

新株予約権

当期首残高 180 178

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 △50

当期変動額合計 △1 △50

当期末残高 178 128

純資産合計

当期首残高 10,615 11,309

当期変動額

自己株式の取得 △1 △6

新株の発行（新株予約権の行使） － 172

剰余金の配当 － △233

当期純利益 856 1,506

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △161 △5

当期変動額合計 693 1,433

当期末残高 11,309 12,742
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

 

【重要な会計方針】

１．有価証券の評価基準及び評価方法

（1）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。

（2）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産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

移動平均法による原価法を採用しております。

　　

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用してお

ります。

　

３．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

建物（建物附属設備を除く）

定額法を採用しております。

その他の有形固定資産

定率法を採用しております。

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。

　

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ３～42年

構築物 10～50年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、ソフトウエア（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。

（3）リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引

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。 

　

４．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。

　

５．引当金の計上基準

（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。

（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計上しております。

（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。
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（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計上しております。

なお、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（11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。

（5）投資損失引当金

子会社への投資に係る損失に備えるため、被投資先の財務状態を勘案し、必要と認められる額を計上しておりま

す。

　

６．ヘッジ会計の方法

（1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

ただし、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。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引、為替予約取引

ヘッジ対象…借入金利息、外貨建予定取引、外貨建債権債務

（3）ヘッジ方針

金利リスクおよび為替変動リスクの低減のため、対象債権債務の範囲内でヘッジを行っております。

（4）ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動を比較し、相関性を見て有効性を評価してお

ります。

　

７．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

税抜方式によっております。

（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。　

　

【表示方法の変更】

（損益計算書）

前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「手形売却損」は、営業外費用の総額の100分の10

を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財

務諸表の組替えを行っております。

また前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却益」は、特別利益の総額の

100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事

業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた76百万円は、「手形売却

損」43百万円、「その他」33百万円として、「特別利益」の「その他」に表示していた0百万円は「投資有価証券売却

益」0百万円、「その他」0百万円として組み替えております。

  

【追加情報】

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）　

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

EDINET提出書類

株式会社ゴールドウイン(E00603)

有価証券報告書

 86/106



【注記事項】

（貸借対照表関係）

※１  担保資産および担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

　
前事業年度

（平成23年３月31日）
当事業年度

（平成24年３月31日）

建物 652百万円 603百万円

土地 492百万円 293百万円

投資有価証券 1,306百万円 1,298百万円

計 2,450百万円 2,195百万円

　

担保付債務は、次のとおりであります。

　
前事業年度

（平成23年３月31日）
当事業年度

（平成24年３月31日）

短期借入金 －百万円 200百万円

長期借入金（１年内返済予定を含む） 1,420百万円 1,195百万円

　

※２  有形固定資産減価償却累計額

　
前事業年度

（平成23年３月31日）
当事業年度

（平成24年３月31日）

　 2,684百万円 3,089百万円

　

※３  関係会社項目

関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

　
前事業年度

（平成23年３月31日）
当事業年度

（平成24年３月31日）

流動資産 　 　

売掛金 777百万円 508百万円

未収入金 158百万円 207百万円

流動資産・その他 64百万円 191百万円

流動負債 　 　

未払金 393百万円 518百万円

　

４  偶発債務

（1）保証債務

下記の会社の金融機関からの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。

前事業年度
（平成23年３月31日）

当事業年度
（平成24年３月31日）

㈱カンタベリーオブニュー

ジーランドジャパン

296百万円 ㈱カンタベリーオブニュー

ジーランドジャパン

383百万円

㈱アートウイン 63百万円 ㈱ゴールドウインテクニカル

センター

118百万円

ゴールドウイン開発㈱ 30百万円 ㈱アートウイン 48百万円

　 　 ゴールドウイン開発㈱ 52百万円

その他３社 15百万円 その他３社 11百万円

計 404百万円 計 614百万円

　

（2）受取手形割引高等

　
前事業年度

（平成23年３月31日）
当事業年度

（平成24年３月31日）

受取手形割引高 605百万円 600百万円

信託等による売掛債権譲渡高 278百万円 －百万円
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※５  期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、当期の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものと

して処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

　
前事業年度

（平成23年３月31日）
当事業年度

（平成24年３月31日）

受取手形 －百万円 336百万円

支払手形 －百万円 143百万円

　

（損益計算書関係）

※１  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

　
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

受取配当金 2,052百万円 1,711百万円

受取賃借料 83百万円 56百万円

受取ロイヤリティー 148百万円 142百万円

　

※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は次のとおりであります。

　
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

　 336百万円 347百万円

　

※３  固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

　
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

土地 －百万円 1百万円

　

※４  固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

　
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

建物 2百万円 0百万円

その他 1百万円 0百万円

計 3百万円 1百万円

　

※５  減損損失

当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

前事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日）

場所 用途 種類

熊本県熊本市 営業店舗 リース等

当社は、セグメントを基礎としてグルーピングし、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。

減損は業務不振や時価の低下を要因としており、採算の悪化している店舗の帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（25百万円）として特別損失に計上いたしました。その主な内訳は、リース21百万円であ

ります。

　

当事業年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）

場所 用途 種類

富山県小矢部市 売却予定地 土地

当社は、セグメントを基礎としてグルーピングし、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。

減損は売却方針の決定に伴い、正味売却価額としての不動産鑑定評価に基づく評価額まで減額し、当該減少額を

減損損失（202百万円）として特別損失に計上いたしました。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式 189 7 － 197

合計 189 7 － 197

  （注）  普通株式の自己株式の株式数の増加7千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

当事業年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式 197 20 － 218

合計 197 20 － 218

  （注）  普通株式の自己株式の株式数の増加20千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

EDINET提出書類

株式会社ゴールドウイン(E00603)

有価証券報告書

 89/106



（リース取引関係）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①  リース資産の内容

(ア）有形固定資産

主として、ホストコンピュータ、コンピュータ端末機および店舗設備（「工具器具及び備品」）であります。

(イ）無形固定資産

ソフトウエアであります。

②  リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
　
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引に

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、その内容は次のとおりであります。

　
（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期末残高相当額

（単位：百万円）

　 前事業年度（平成23年３月31日）
 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 期末残高相当額
機械装置及び運搬具 15 14 － 0
工具器具及び備品 317 263 32 22
その他 352 271 43 36
合計 685 549 75 59

（単位：百万円）

　 当事業年度（平成24年３月31日）
 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 期末残高相当額
工具器具及び備品 94 84 － 10
その他 155 141 6 7
合計 250 225 6 17
　
（2）未経過リース料期末残高相当額等

　
前事業年度

（平成23年３月31日）
当事業年度

（平成24年３月31日）
未経過リース料期末残高相当額 　 　
１年内 105百万円 24百万円
１年超 38百万円 2百万円
合計 144百万円 26百万円

リース資産減損勘定の残高 24百万円 1百万円
　
（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、支払利息相当額および減損損失

　
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

支払リース料 174百万円 116百万円
リース資産減損勘定の取崩額 27百万円 23百万円
減価償却費相当額 160百万円 89百万円
支払利息相当額 7百万円 2百万円
減損損失 0百万円 －百万円
　
（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。
　
（5）利息相当額の算定方法

リース料相当額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法

によっております。
　
２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

　
前事業年度

（平成23年３月31日）
当事業年度

（平成24年３月31日）
１年内 550百万円 550百万円
１年超 3,300百万円 2,750百万円
合計 3,850百万円 3,300百万円
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（有価証券関係）

子会社株式および関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,357百万円、関連会社株式467

百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,023百万円、関連会社株式467百万円）は、市場価格がな

く、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。　

 

（税効果会計関係）

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

　
前事業年度

（平成23年３月31日）
当事業年度

（平成24年３月31日）

繰延税金資産（流動） 　 　

棚卸資産評価損否認 51百万円 115百万円

賞与引当金 193 183

その他 200 235

繰延税金資産小計 445 534

評価性引当額 △445 △534

計 － －

繰延税金資産（固定） 　 　

退職給付引当金 386 359

貸倒引当金 56 91

関係会社株式評価損 795 860

デット・エクイティ・スワップ損失 684 599

繰越欠損金 4,234 3,357

その他 709 541

繰延税金資産小計 6,866 5,811

評価性引当額 △6,866 △5,811

計 － －

繰延税金負債（流動） 　 　

繰延ヘッジ損益 － 4

計 － 4

繰延税金負債（固定） 　 　

その他有価証券評価差額金 122 100

その他 － 3

計 122 103

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

　
前事業年度

（平成23年３月31日）
当事業年度

（平成24年３月31日）

法定実効税率 40.7％ 40.7％

（調整） 　 　

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目

△70.9 △39.2

外国税額控除等 18.4 13.2

住民税均等割等 3.8 2.5

評価性引当額等 29.1 △7.9

その他 1.7 1.4

法人税等負担率 22.8 10.7

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成

23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ

及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。
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これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.7％から、平成24年４月１日

に開始する事業年度から平成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については38.0％に、平

成27年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については35.6％となります。この税率変更に

より、繰延税金負債が14百万円、法人税等調整額が0百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が14百万円、繰延

ヘッジ損益が0百万円それぞれ増加しております。

　

（資産除去債務関係）

前事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日）

該当事項はありません。　

　

当事業年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）

該当事項はありません。　

　　

（１株当たり情報）

　
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

１株当たり純資産額 190.98円 215.15円

１株当たり当期純利益金額 14.70円 25.85円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

２．算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

１株当たり純資産額

 
前事業年度

（平成23年３月31日）
当事業年度

（平成24年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 11,309 12,742

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 178 128

（うち新株予約権） (178) (128)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 11,130 12,614

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通

株式の数（千株）
58,280 58,633

１株当たり当期純利益金額

 
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

当期純利益（百万円） 856 1,506

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（百万円） 856 1,506

期中平均株式数（千株） 58,292 58,301

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概

要

新株予約権１種類（新株予約

権の数1,430個）。

なお、新株予約権の概要は

「第４  提出会社の状況  １株

式等の状況  (２)新株予約権等

の状況」に記載のとおりであり

ます。

新株予約権１種類（新株予約

権の数1,025個）。

なお、新株予約権の概要は

「第４  提出会社の状況  １株

式等の状況  (２)新株予約権等

の状況」に記載のとおりであり

ます。
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（重要な後発事象）

当社は、平成24年６月28日開催の第61回定時株主総会において、以下のとおり、資本金の額の減少及び同額の

資本剰余金の額の増加について承認されました。

(1）資本金の額の減少の目的

当社といたしましては、今後の柔軟かつ機動的な株主還元策およびその他の資本政策等を実施できる体制

を確保するため、会社法第447条第１項の規定に基づき、次のとおり資本金の額の減少を行い、同額のその他

資本剰余金の額を増加させるものであります。

(2）資本金の額の減少の要領

会社法447条第１項の規定に基づき資本金の額を減少し、減少した金額をその他資本剰余金に振り替える

ものです。資本金の額の減少におきましては、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみ減少いたしま

す。

①  減少する資本金の額 3,500,000,000円

②  増加するその他資本剰余金の額 3,500,000,000円

(3）日程

①  取締役会決議日 平成24年５月16日

②  株主総会決議日 平成24年６月28日

③  債権者異議申述公告日 平成24年６月29日（予定）

④  債権者異議申述最終期日 平成24年７月29日（予定）

⑤  効力発生日 平成24年７月30日（予定）
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

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 3,902,966 616

㈱北國銀行 807,703 251

三井物産㈱ 150,000 203

東レ㈱ 175,000 107

丸紅㈱ 150,000 89

㈱みずほフィナンシャルグループ 472,360 63

㈱富山第一銀行 60,375 47

富山エフエム放送㈱ 600 37

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー

プ
80,000 32

㈱富山県産業高度化センター 600 30

その他45銘柄 1,093,262 275

計 6,892,866 1,754

【その他】

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）
50,832,763 32

証券投資信託受益証券５銘柄

計 50,832,763 32
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（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 2,721 85 12 2,793 1,906 127 887

構築物 274 － － 274 211 4 62

機械及び装置 87 3 0 89 87 1 2

車両運搬具 10 － － 10 10 0 0

工具、器具及び備品 511 138 19 630 504 119 126

土地 765 －
205

(202)
559 － － 559

リース資産 696 397 － 1,093 369 178 724

建設仮勘定 0 50 39 10 － － 10

有形固定資産計 5,067 673
277

(202)
5,463 3,089 432 2,373

無形固定資産                             

商標権 10,045 － － 10,045 9,931 290 113

ソフトウエア 42 560 － 602 149 111 453

施設利用権 56 9 － 65 25 8 40

ソフトウエア仮勘定 552 － 552 － － － －

リース資産 61 45 － 106 29 18 77

その他 12 － － 12 11 0 1

無形固定資産計 10,771 614 552 10,834 10,148 429 686

長期前払費用 262 6 150 118 60 13 58

繰延資産 － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

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

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（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 350 69 0 29 390

賞与引当金 475 483 475 － 483

返品調整引当金 228 370 － 228 370

投資損失引当金 288 － 190 － 98

（注）  貸倒引当金および返品調整引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額であります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産

イ．現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 19

預金     

当座預金 2,524

普通預金 388

定期預金 1,224

外貨預金 31

小計 4,169

合計 4,189

ロ．受取手形

相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

ミヤコスポーツ㈱ 425

㈱ＩＣＩ石井スポーツ 238

シウラスポーツ用品㈱ 136

三共スポーツ㈱ 127

㈱好日山荘 120

その他 722

合計 1,771

期日別内訳

期日別 金額（百万円）

平成24年４月 576

５月 421

６月 319

７月 283

８月以降 171

合計 1,771
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ハ．売掛金

相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

ゼビオ㈱ 771

ミヤコスポーツ㈱ 598

三共スポーツ㈱ 386

㈱メガスポーツ 320

兼松繊維㈱ 303

その他 6,062

合計 8,443

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
（百万円）

当期発生高
（百万円）

当期回収高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

回収率（％） 滞留期間（日）

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

─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
366

7,665 38,873 38,096 8,443 81.9 76

ニ．商品及び製品

品目 金額（百万円）

ニット商品 3,024

布帛商品 3,911

その他 807

合計 7,743

ホ．仕掛品

品目 金額（百万円）

ニット商品 15

布帛商品 72

その他 5

合計 92

ヘ．原材料及び貯蔵品

品目 金額（百万円）

ニット商品 388

布帛商品 241

その他 27

合計 657
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②  固定資産

イ．関係会社株式

相手先 金額（百万円）

ブラックアンドホワイトスポーツウェア㈱ 641

ゴールドウイン開発㈱ 260

GOLDWIN KOREA Corporation 207

㈱ゴールドウインエンタープライズ 200

その他 516

合計 1,824

ロ．関係会社長期貸付金

相手先 金額（百万円）

㈱カンタベリーオブニュージーランドジャパン 348

㈱ゴールドウインエンタープライズ 340

㈱ゴールドウイントレーディング 63

合計 751

ハ．差入保証金

相手先 金額（百万円）

東京建物不動産販売㈱ 906

三井不動産㈱ 234

東京急行電鉄㈱ 84

三菱地所㈱ 50

共栄火災海上保険㈱ 47

その他 474

合計 1,798
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③  流動負債

イ．支払手形

相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

東レインターナショナル㈱ 1,892

長谷虎紡績㈱ 149

モリリン㈱ 81

日本ゴア㈱ 75

ダイワボウアドバンス㈱ 63

その他 1,343

合計 3,606

期日別内訳

期日別 金額（百万円）

平成24年４月 961

５月 638

６月 884

７月 1,119

８月 2

合計 3,606

ロ．買掛金

相手先 金額（百万円）

三井物産インターファッション㈱ 4,179

丸紅ファッションリンク㈱ 1,267

東レインターナショナル㈱ 956

伊藤忠商事㈱ 203

ヘインズブランズジャパン㈱ 178

その他 1,094

合計 7,879
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ハ．短期借入金

相手先 金額（百万円）

みずほ銀行㈱ 200

㈱富山銀行 200

㈱富山第一銀行 128

合計 528

 

ニ．一年内返済予定の長期借入金

相手先 金額（百万円）

㈱北國銀行 485

㈱みずほ銀行 450

㈱北陸銀行 400

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 185

㈱富山第一銀行 150

その他 178

合計 1,848

④  固定負債

長期借入金

相手先 金額（百万円）

㈱北陸銀行 1,025

㈱みずほ銀行 625

㈱北國銀行 608

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 288

㈱商工組合中央金庫 175

その他 85

合計 2,807

 

 

（３）【その他】

特記事項はありません。 
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月３１日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月３１日

剰余金の配当の基準日
９月３０日

３月３１日

１単元の株式数 １，０００株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

（特別口座） 

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

（特別口座） 

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 ──────
  
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 日本経済新聞に掲載して行う。

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。

  （注）  当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を

定款に規定しております。

（1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

（2）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

（3）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
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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、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する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並びに確認書

事業年度（第60期）（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）平成23年６月29日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付資料

平成23年６月29日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

（第61期第１四半期）（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日）平成23年８月12日関東財務局長に提

出

（第61期第２四半期）（自  平成23年７月１日  至  平成23年９月30日）平成23年11月14日関東財務局長に提

出

（第61期第３四半期）（自  平成23年10月１日  至  平成23年12月31日）平成24年２月14日関東財務局長に提

出

(4) 臨時報告書

平成23年７月１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９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく

臨時報告書であります。

平成24年３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４号（株券等の大量保有報告の状況）に基づく臨時報告書

であります。
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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。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 平成２４年６月２８日

株式会社  ゴールドウイン  

 取締役会  御中   

 新日本有限責任監査法人 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 玉井  哲史

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 唐澤  正幸

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項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２３年４月１日から平成２４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、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、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準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ

れに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を

検討する。また、監査には、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が含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　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２４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。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ゴールドウインの平

成２４年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係

る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表

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財務報告に係る内部統制の監査の基準に

準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを

求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に

基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果につ

いて経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、株式会社ゴールドウインが平成２４年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し

た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し

て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、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。

　

利害関係

　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

　

（※）１．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。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 平成２４年６月２８日

株式会社  ゴールドウイン  

 取締役会  御中   

 新日本有限責任監査法人 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 玉井  哲史

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 唐澤  正幸

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項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２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ

た。

　

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、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準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ

き監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法

人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸

表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、

監査には、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が含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　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２４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。

　

利害関係

　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

　

（※）１．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。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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