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第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

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

２．第56期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失が計上されているため記載してお

りません。また、その他の期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

３．第55期中および第55期の中間（当期）純損失の大幅な増加は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計

上等によるものであります。 

４．第56期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）および「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

 

回次 第54期中 第55期中 第56期中 第54期 第55期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高（百万円） 17,399 17,954 18,117 43,555 46,249

経常損益（百万円） △714 △914 △1,177 1,413 1,822

中間（当期）純損益（百万円） △971 △4,025 △1,273 1,018 △3,973

純資産額（百万円） 18,112 19,290 18,541 22,699 20,000

総資産額（百万円） 64,422 60,622 59,800 65,639 57,984

１株当たり純資産額（円） 374.99 330.58 317.57 388.95 342.80

１株当たり中間（当期）純損益
（円） 

△20.10 △68.98 △21.83 20.20 △68.10

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益（円） 

－ － － － －

自己資本比率（％） 28.1 31.8 31.0 34.6 34.5

営業活動によるキャッシュ・フロ
ー（百万円） 

△3,165 △4,077 △3,524 2,085 1,315

投資活動によるキャッシュ・フロ
ー（百万円） 

△157 △1,130 14 105 △1,070

財務活動によるキャッシュ・フロ
ー（百万円） 

3,233 3,459 4,633 61 △2,609

現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高（百万円） 

4,151 4,490 5,154 6,490 4,031

従業員数（人） 1,361 1,404 1,557 1,364 1,500



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

２．第56期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失が計上されているため記載してお

りません。また、その他の期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

３．第55期中および第55期の中間（当期）純損失の大幅な増加は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計

上等によるものであります。 

４．第56期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）および「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

 

回次 第54期中 第55期中 第56期中 第54期 第55期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高（百万円） 14,831 13,678 14,599 36,856 36,587

経常損益（百万円） △977 △1,578 △1,340 500 379

中間（当期）純損益（百万円） △1,237 △4,513 △1,430 170 △5,645

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

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

純資産額（百万円） 18,604 18,511 16,083 22,584 17,790

総資産額（百万円） 57,855 57,341 53,383 58,532 51,825

１株当たり純資産額（円） 385.19 317.22 275.56 386.97 304.92

１株当たり中間（当期）純損益
（円） 

△25.63 △77.33 △24.52 3.38 △96.74

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益（円） 

－ － － － －

１株当たり配当額（円） － － － － －

自己資本比率（％） 32.2 32.3 30.1 38.6 34.3

従業員数（人） 468 480 490 467 482



２【事業の内容】 

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

せん。また、主要な関係会社における異動もありません。 

 なお、ゴルフ場運営会社である「ゴールドウイン開発㈱」が前連結会計年度中に預託金制度から株式会員制度へ変更し、連結

子会社から持分法適用関連会社に異動したことにより、当中間連結会計期間における全ゼグメントの売上高の合計および営業利

益の合計に占める「スポーツ用品関連事業」の割合がいずれも90％超となったため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

しております。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 事業の種類別セグメント情報を記載していないため、スタイル事業別の従業員を示すと次のとおりであります。 

 （注） 従業員数は、就業人員数を記載しております。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は、就業人員数を記載しております。 

  

(3）労働組合の状況 

 労働組合はありませんが、労使関係は円滑に推移しております。 

  

  

  平成18年９月30日現在

区分 従業員数（人）

アスレチックスタイル事業関連 612 

アウトドアスタイル事業関連 405 

アクティブスタイル事業関連 121 

その他の事業関連 231 

共通部門 188 

合計 1,557 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 490 



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に雇用情勢の改善、所得の増加に波及し、個人消費が持

ち直し、原油高・長期金利上昇などの懸念材料は残るものの、景気は回復基調で推移いたしました。 

 このような状況のなかで、当社グループ（当社、連結子会社および持分法適用会社）は、「ブランド事業の収益基盤を強化

し、安定した経営を確立する」を基本方針として掲げ、重点課題として「マルチブランド戦略」、「自主管理売場の強化」等

に取り組んでおります。 

 この重点課題推進のため、より効率的な事業展開を目指し、当中間連結会計期間より機構改革として各ブランド別事業部制

組織を分野別に統合し、事業本部制組織に移行いたしました。特に、アウトドアスタイル事業では、基幹ブランドである

「ザ・ノース・フェイス」は、高品質・高機能商品の積極的な開発により、多くの消費者ニーズを掴み、またシニア層を中心

とした登山ブームも後押しとなり、業績を順調に伸ばしております。しかしながら、アスレチックスタイル事業の基幹ブラン

ドである「チャンピオンプロダクツ」「エレッセ」は外資系大手企業との競争激化のなか、引き続き厳しい環境下にあり、売

上が伸び悩む状況であります。また、アクティブスタイル事業では、従来のウインター向け商品偏重から脱却することを意図

し、「スコット」ブランドの自転車（バイク）およびウエアの本格的取扱いを始めております。なお、一昨年から販売を開始

した「ビクトリノックス」ブランドにつきましては、都市周辺部に相次いで開発されている大型ショッピングセンターへの出

店を積極的に進め、売上を伸ばしております。 

 その結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高18,117百万円（前年同期比0.9％増）、経常損失1,177百万円、中間純損失

は1,273百万円となりました。なお、当社グループの売上高は取扱い商品の特性上、上半期が下半期に比べて金額が少ないた

め、上半期と下半期の業績に大きな差を生じる状況となっております。 

 ちなみに、前中間連結会計期間の売上高は17,954百万円であり、前連結会計年度における売上高は46,249百万円でありま

す。 

  

 各品目別連結売上高の概況は次のとおりであります。 

［アスレチックスタイル事業関連］ 

 主力の「チャンピオンプロダクツ」ブランドは、スポーツ専門店を中心にトレーニングウエアが苦戦し、また「エレッセ」

ブランドは、スイムウエアが百貨店を中心に前年を下回りました。「ダンスキン」ブランドは好調に推移いたしましたが、売

上高は8,040百万円（前年同期比7.4％減）となりました。 

［アウトドアスタイル事業関連］ 

 主力の「ザ・ノース・フェイス」ブランドを中心に、フットウエアも含めたマルチブランド戦略を推進し、消費者の多様化

と個性化にあわせた品揃えを提案しました。特に、本年９月に「ラゾーナ川崎プラザ」にオープンした「ザ・ノース・フェイ

ス プラス ラゾーナ川崎店」は、100坪強の店舗にアウトドアスタイル事業のほとんどのブランドを展開し、従来にない新し

い複合的付加価値をお客様に提案し、予想以上の実績を上げております。 

 また、前期導入した「アグ オーストラリア」も都市部の基幹店を中心に好調に推移し、売上高は6,255百万円（前年同期比

8.7％増）となりました。 

［アクティブスタイル事業関連］ 

 スキー・スノーボードのウインター市場には適時・適量を基本とした販売を進めております。また、バイクウエア事業が好

調に推移するとともに、前期から取り組んだ「スコット」バイクが順調に定着し、売上高は1,303百万円（前年同期比9.1％

増）となりました。 

［その他］ 

 ＯＥＭ受注は前年を下回りましたが、スポーツ高機能縫製技術を応用した産業用ハイテックウエア（防塵服）関連が堅調に

推移するとともに、「ビクトリノックス」ブランドの出店が順調に進み、売上高は2,518百万円（前年同期比8.4％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。 

 



品目別連結売上高 

  

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,122百万円増加し、5,154百万円（前年同期

比663百万円増）となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは3,524百万円（前年同期比552百万円減）となりました。これは主にたな卸資

産および仕入債務に係るキャッシュ・フローの支出が減少したことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られたキャッシュ・フローは14百万円（前年同期は1,130百万円の支出）となりました。これは主に定期預

金の預入による支出の減少によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られたキャッシュ・フローは4,633百万円（前年同期比1,173百万円増）となりました。これは主に借入金

返済および社債の償還による支出の減少によるものであります。 

  

 

品目別 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
増減率 

（％） 

前連結会計年度 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

アスレチックスタイル事業

関連商品 
8,680 48.3 8,040 44.4 △7.4 20,374 44.0 

アウトドアスタイル事業関

連商品 
5,757 32.1 6,255 34.5 8.7 14,690 31.8 

アクティブスタイル事業関

連用品 
1,194 6.7 1,303 7.2 9.1 6,362 13.8 

その他 2,322 12.9 2,518 13.9 8.4 4,822 10.4 

合計 17,954 100.0 18,117 100.0 0.9 46,249 100.0 



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、当中間連結会計期間より事業の種類別セグメント情報は記載しておりませんので、生産および販売の状

況についての記載も省略しております。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】 

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

  

４【経営上の重要な契約等】 

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

  

５【研究開発活動】 

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

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

研究開発を重点的にすすめております。 

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

開発を中心に推進しております。 

 当中間連結会計期間における研究開発費は、当社および㈱テイースポーツ、㈱カンタベリーオブニュージーランドジャパン、

㈱シークラフトの事業部における新製品の企画・開発関係費、海外デザイナー・海外提携先との提携費、素材メーカー等との開

発費や㈱ゴールドウインテクニカルセンターの生産技術面の研究開発費、商品開発費等が主なもので、総額として227百万円と

なっております。 

  



第３【設備の状況】 
  

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 特記事項はありません。 

  

  



第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

(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 

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 230,000,000 

計 230,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年12月19日） 

上場証券取引所名又は登録
証券業協会名 

内容 

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

－ 

計 58,441,218 58,441,218 － － 

  
中間会計期間末現在
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,584 同左

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） 1,584,000 同左

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



  

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（注）１．資本準備金の減少は欠損てん補によるものであります。 

（注）２．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。 

  

 

  
中間会計期間末現在
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30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 － － 

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18年６月29日
（注）１． 

－ 58,441 － 10,321 △5,103 5,947 

平成18年８月１日
（注）２． 

－ 58,441 － 10,321 △3,367 2,580 



(4）【大株主の状況】 

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

業務に係る株式数は、それぞれ2,179千株、2,124千株であります。 

  

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株（議決権の数4個）含まれております。 

 

    平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町1-2-1 5,459 9.34

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町2-11-3 3,278 5.60

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海1-8-11 2,849 4.87

丸紅株式会社 東京都千代田区大手町1-4-2 2,403 4.11

株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通1-2-26 2,379 4.07

株式会社北國銀行 石川県金沢市下堤町壱番地 2,169 3.71

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町1-1-5 1,891 3.23

西田東作 富山県小矢部市 1,753 3.00

株式会社マツオカコーポレー
ション 

広島県福山市宝町4-14 1,304 2.23

ゴールドウイン従業員持株会 富山県小矢部市清沢210 1,220 2.08

計 － 24,708 42.27

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  105,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 57,713,000 57,713 － 

単元未満株式 普通株式  623,218 － － 

発行済株式総数 58,441,218 － － 

総株主の議決権 － 57,713 － 



②【自己株式等】 

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

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

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

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

  

３【役員の状況】 

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

  

 

    平成18年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

㈱ゴールドウイン 
東京都渋谷区松濤
2-20-6 

105,000 － 105,000 0.17

計 － 105,000 － 105,000 0.17

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 440 406 381 373 340 338

最低（円） 376 350 305 303 307 312



第５【経理の状況】 
  

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以

下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 

  

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

間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間

会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間

連結財務諸表および前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間財務諸表については中央青山監査法

人により中間監査を受け、また、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表およ

び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表については、みすず監査法人と新日本監査法

人との共同による中間監査を受けております。 

 なお、中央青山監査法人は平成18年９月１日付をもって、名称をみすず監査法人に変更しております。 

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金    6,118 5,808  4,844 

２ 受取手形及び売掛
金 

※３  10,508 9,685  11,535 

３ たな卸資産    11,649 10,457  8,436 

４ その他    2,217 2,262  1,616 

５ 貸倒引当金    △38 △161  △287 

流動資産合計    30,455 50.2 28,052 46.9  26,146 45.1

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産 ※１     

(1）建物及び構築物 ※２ 5,679  5,963 6,099  

(2）土地 ※２ 11,605  11,759 11,759  

(3）その他   206 17,491 28.9 295 18,017 30.1 268 18,127 31.2

２ 無形固定資産    2,902 4.8 2,460 4.1  2,707 4.7

３ 投資その他の資産       

(1）投資有価証券 ※２ 6,182  7,844 7,453  

(2）長期差入保証金   2,038  1,944 2,052  

(3）その他   2,738  3,039 3,090  

(4）貸倒引当金   △1,185 9,772 16.1 △1,560 11,268 18.9 △1,592 11,003 19.0

固定資産合計    30,166 49.8 31,747 53.1  31,838 54.9

資産合計    60,622 100.0 59,800 100.0  57,984 100.0

        



 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１ 支払手形及び買掛
金 

※３  10,281 10,446  10,958 

２ 短期借入金 ※２  8,738 8,128  4,368 

３ １年内償還予定社
債 

   1,140 1,140  1,140 

４ １年内返済予定長
期借入金 

※２  2,584 2,017  1,827 

５ 賞与引当金    493 570  475 

６ 返品調整引当金    358 439  530 

７ その他    1,459 1,799  2,007 

流動負債合計    25,054 41.3 24,541 41.0  21,307 36.7

Ⅱ 固定負債       

１ 社債    7,190 6,050  6,620 

２ 長期借入金 ※２  5,364 7,043  5,786 

３ 退職給付引当金    2,009 1,978  2,013 

４ その他    1,706 1,645  2,249 

固定負債合計    16,269 26.9 16,717 28.0  16,669 28.8

負債合計    41,324 68.2 41,258 69.0  37,976 65.5

        

（少数株主持分）       

少数株主持分    7 0.0 － －  7 0.0

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    10,321 17.0 － －  10,321 17.8

Ⅱ 資本剰余金    11,051 18.2 － －  11,051 19.1

Ⅲ 利益剰余金    △3,452 △5.7 － －  △3,400 △5.9

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   1,128 1.9 － －  1,543 2.6

Ⅴ 為替換算調整勘定    259 0.4 － －  506 0.9

Ⅵ 自己株式    △16 △0.0 － －  △20 △0.0

資本合計    19,290 31.8 － －  20,000 34.5

負債、少数株主持分
及び資本合計 

   60,622 100.0 － －  57,984 100.0

              



  

  

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１ 資本金    － － 10,321 17.3  － －

２ 資本剰余金    － － 5,947 9.9  － －

３ 利益剰余金    － － 428 0.7  － －

４ 自己株式    － － △24 △0.0  － －

株主資本合計    － － 16,673 27.9  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

１ その他有価証券評
価差額金 

   － － 1,254 2.1  － －

２ 繰延ヘッジ損益    － － 2 0.0  － －

３ 為替換算調整勘定    － － 594 1.0  － －

評価・換算差額等合
計 

   － － 1,851 3.1  － －

Ⅲ 新株予約権    － － 9 0.0  － －

Ⅳ 少数株主持分    － － 6 0.0  － －

純資産合計    － － 18,541 31.0  － －

負債純資産合計    － － 59,800 100.0  － －

        



②【中間連結損益計算書】 

 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    17,954 100.0 18,117 100.0  46,249 100.0

Ⅱ 売上原価    11,431 63.7 11,702 64.6  28,933 62.6

売上総利益    6,523 36.3 6,415 35.4  17,315 37.4

返品調整引当金戻
入差額 

   222 1.2 91 0.5  50 0.1

差引売上総利益    6,745 37.5 6,506 35.9  17,365 37.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  8,061 44.8 8,340 46.0  16,747 36.2

営業利益または営
業損失（△） 

   △1,315 △7.3 △1,834 △10.1  618 1.3

Ⅳ 営業外収益       

１ 受取利息   22  13 52  

２ 受取配当金   18  20 32  

３ 受取販売手数料   111  159 661  

４ 持分法による投資
利益 

  397  620 791  

５ その他   203 753 4.2 138 952 5.2 372 1,911 4.1

Ⅴ 営業外費用       

１ 支払利息   192  177 385  

２ その他   159 352 2.0 118 295 1.6 321 706 1.5

経常利益または経
常損失（△） 

   △914 △5.1 △1,177 △6.5  1,822 3.9

Ⅵ 特別利益       

１ 持分変動益   3,659  50 3,645  

２ 貸倒引当金戻入益   －  96 －  

３ その他   8 3,667 20.4 3 150 0.8 48 3,693 8.0

        



  

  

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅶ 特別損失       

１ 固定資産減損損失 ※３ 6,459  － 6,572  

２ 固定資産処分損 ※４ －  2 －  

３ 店舗閉鎖損   －  10 －  

４ 債権償却引当損   －  3 －  

５ たな卸資産評価損   －  － 1,365  

６ その他   247 6,706 37.3 2 18 0.1 1,398 9,336 20.2

税金等調整前中間
（当期）純損失
（△） 

   △3,953 △22.0 △1,045 △5.8  △3,820 △8.3

法人税、住民税及
び事業税 

  43  61 105  

法人税等調整額   28 72 0.4 167 228 1.2 47 153 0.3

少数株主損失    0 △0.0 0 △0.0  0 △0.0

中間（当期）純損
失（△） 

   △4,025 △22.4 △1,273 △7.0  △3,973 △8.6

              



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

  

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  
 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高    11,051 11,051

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

   11,051 11,051

     

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高    572 572

Ⅱ 利益剰余金減少高    

１ 中間（当期）純損失   4,025 4,025 3,973 3,973

Ⅲ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

   △3,452 △3,400

     

  
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

10,321 11,051 △3,400 △20 17,950

中間連結会計期間中の変動額   

損失処理による欠損てん補  △5,103 5,103  －

中間純損失（△）  △1,273  △1,273

自己株式の取得  △3 △3

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

  

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ △5,103 3,829 △3 △1,277

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

10,321 5,947 428 △24 16,673



  

  

  

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主持
分 

純資産合計その他有価
証券評価差
額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算調
整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

1,543 － 506 2,049 － 7 20,007

中間連結会計期間中の変動額   

損失処理による欠損てん補   －

中間純損失（△）   △1,273

自己株式の取得   △3

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△289 2 88 △198 9 △0 △189

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△289 2 88 △198 9 △0 △1,466

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

1,254 2 594 1,851 9 6 18,541



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間
（当期）純損失 

  △3,953 △1,045 △3,820 

減価償却費   375 378 745 

持分法による投資利
益 

  △397 △620 △791 

退職給付引当金の減
少額 

  △37 △34 △93 

貸倒引当金の増減額   16 △86 674 

受取利息及び受取配
当金 

  △41 △34 △85 

支払利息   192 177 385 

投資有価証券売却損
益 

  △26 － － 

持分変動益   △3,659 △50 △3,645 

固定資産減損損失   6,459 － 6,572 

たな卸資産評価損   － － 1,365 

売上債権の減少額   1,825 1,849 877 

たな卸資産の増加額   △2,869 △2,021 △994 

仕入債務の減少額   △1,121 △511 △523 

その他   △641 △1,278 688 

小計   △3,879 △3,277 1,355 

利息及び配当金の受
取額 

  41 34 422 

利息の支払額   △203 △179 △396 

法人税等の支払額   △36 △102 △65 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △4,077 △3,524 1,315 



 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

定期預金の預入によ
る支出 

  △1,147 △157 △1,827 

定期預金の払戻によ
る収入 

  415 285 1,888 

有形・無形固定資産
の取得による支出 

  △456 △70 △605 

投資有価証券の取得
による支出 

  △36 △114 △98 

投資有価証券の売却
による収入 

  59 25 267 

その他   34 45 △694 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △1,130 14 △1,070 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入金の純増減
額 

  2,148 3,762 △2,224 

長期借入による収入   3,200 2,500 3,937 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △1,830 △1,055 △3,690 

社債の発行による収
入 

  1,374 － 1,374 

社債の償還による支
出 

  △1,430 △570 △2,000 

その他   △2 △3 △6 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  3,459 4,633 △2,609 



  
  

  次へ 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  2 △0 7 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額 

  △1,745 1,122 △2,356 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  6,490 4,031 6,490 

Ⅶ 子会社の連結除外によ
る現金同等物の減少高 

  △254 － △254 

Ⅷ 新規連結子会社の増加
による現金同等物の増
加高 

  － － 152 

Ⅸ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※ 4,490 5,154 4,031 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

  主要な連結子会社名 主要な連結子会社名 主要な連結子会社名 

  ㈱ゴールドウインテクニカ

ルセンター 

㈱ウエザーステーション 

㈱イー・エス・ジー 

㈱ゴールドウインエンター

プライズ 

㈱ゴールドウインロジテム 

㈱ゴールドウイントレーデ

ィング 

㈱ジー・アール・ディ 

㈱ジーパーソン 

㈱カンタベリーオブニュー

ジーランドジャパン 

㈱テイースポーツ 

北京奥冠英有限公司 

㈱シークラフト 

 ㈱テイースポーツは、平成17

年４月１日付で全株式を取得し

たため、当中間連結会計期間か

ら連結の範囲に含めておりま

す。 

 また、前連結会計年度まで連

結子会社であったゴールドウイ

ン開発㈱は、平成17年９月25日

付で預託金制度から株式会員制

度へ変更したため、持分法適用

の関連会社に異動しておりま

す。 

㈱ゴールドウインテクニカ

ルセンター 

㈱ウエザーステーション 

㈱イー・エス・ジー 

㈱ゴールドウインエンター

プライズ 

㈱ゴールドウインロジテム 

㈱ゴールドウイントレーデ

ィング 

㈱ジーパーソン 

㈱カンタベリーオブニュー

ジーランドジャパン 

㈱テイースポーツ 

北京奥冠英有限公司 

㈱シークラフト 

(協)富山県ニット工業セン

ター 

主要な連結子会社名は、

「第１ 企業の概況 ４.関係

会社の状況」に記載している

ため、省略しております。 

㈱テイースポーツは、平成

17年４月１日付で全株式を取

得したため、（協）富山県ニ

ット工業センターは、支配力

が高まったため当連結会計年

度から連結の範囲に含めてお

ります。 

前連結会計年度まで連結子

会社であったゴールドウイン

開発㈱は、平成17年９月25日

付で預託金制度から株式会員

制度へ変更したため、持分法

適用の関連会社に異動してお

ります。 

また、前連結会計年度にお

いて連結子会社でありました

㈱ジー・アール・ディは、清

算しております。 

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

  主要な非連結子会社 主要な非連結子会社 主要な非連結子会社 

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

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

   非連結子会社（５社）はいず

れも小規模であり、合計の総資

産、売上高、中間純損益（持分

に見合う額）および利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いず

れも中間連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためであ

ります。 

 非連結子会社（４社）はいず

れも小規模であり、合計の総資

産、売上高、中間純損益（持分

に見合う額）および利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いず

れも中間連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためであ

ります。 

 非連結子会社（４社）はいず

れも小規模であり、合計の総資

産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）および利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いず

れも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためでありま

す。 



 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1)持分法適用の関連会社数 

５社 

(1)持分法適用の関連会社数 

４社 

(1)持分法適用の関連会社数 

４社 

  主要な会社名 主要な会社名 主要な会社名 

  ゴールドウイン開発㈱ 

㈱パシフィッククロージング 

GOLDWIN KOREA Corporation 

東根リゾート開発㈱ 

(協)富山県ニット工業センタ

ー 

 ゴールドウイン開発㈱は、平

成17年９月25日付で預託金制度

から株式会員制度へ変更したた

め、持分法適用の関連会社に含

めております。 

ゴールドウイン開発㈱ 

㈱パシフィッククロージング 

GOLDWIN KOREA Corporation 

東根リゾート開発㈱ 

㈱パシフィッククロージング 

GOLDWIN KOREA Corporation 

東根リゾート開発㈱ 

ゴールドウイン開発㈱ 

ゴールドウイン開発㈱は、平

成17年９月25日付で預託金制度

から株式会員制度へ変更したた

め、持分法適用の関連会社に含

めております。 

また、前連結会計年度まで持

分法適用の関連会社であった

（協）富山県ニット工業センタ

ーは、支配力が高まったため、

当連結会計年度から連結の範囲

に含めております。 

  (2)持分法を適用していない非連

結子会社（GOLDWIN EUROPE 

S.R.L.ほか４社）および関連会

社（ゴールドウインアパレル

(協)）は、それぞれ中間純損益

（持分に見合う額）および利益

剰余金（持分に見合う額）等に

及ぼす影響が軽微であり、全体

としても重要な影響を及ぼして

いないため、持分法の適用範囲

から除外しております。 

(2)持分法を適用していない非連

結子会社（GOLDWIN EUROPE 

S.R.L.ほか３社）および関連会

社（ゴールドウインアパレル

(協)）は、それぞれ中間純損益

（持分に見合う額）および利益

剰余金（持分に見合う額）等に

及ぼす影響が軽微であり、全体

としても重要な影響を及ぼして

いないため、持分法の適用範囲

から除外しております。 

(2)持分法を適用していない非連

結子会社（GOLDWIN EUROPE 

S.R.L.ほか３社）および関連会

社（ゴールドウインアパレル

(協))は、それぞれ当期純損益

（持分に見合う額）および利益

剰余金（持分に見合う額）等に

及ぼす影響が軽微であり、全体

としても重要な影響を及ぼして

いないため、持分法の適用範囲

から除外しております。 

  (3)GOLDWIN KOREA Corporationの

中間決算日は６月30日であり、

持分法適用にあたっては同中間

決算日現在の中間財務諸表を使

用しております。 

(3)     同左 (3)GOLDWIN KOREA Corporationの

決算日は12月31日であり、持分

法適用にあたっては同決算日現

在の財務諸表を使用しておりま

す。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社のうち北京奥冠英有

限公司の中間決算日は、６月30日

であります。 

 中間連結財務諸表の作成にあた

っては、同中間決算日現在の中間

財務諸表を使用し、中間連結決算

日との期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っております。 

同左 連結子会社のうち北京奥冠英有

限公司の決算日は、12月31日であ

ります。 

連結財務諸表の作成にあたって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用し、連結決算日との期間に発生

した重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。 



  

  

  次へ 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

（イ）重要な資産の評価基準およ

び評価方法 

（イ）重要な資産の評価基準およ

び評価方法 

（イ）重要な資産の評価基準およ

び評価方法 

  ① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

   中間連結会計期間末日

の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法に

より算定）を採用してお

ります。 

 中間連結会計期間末日

の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純

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。 

 当連結会計年度末日の

市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しており

ます。 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

   移動平均法による原価

法を採用しております。 

同左 同左 

  ② デリバティブ ② デリバティブ ② デリバティブ 

   時価法によっておりま

す。 

同左 同左 

  ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

   主として移動平均法によ

る原価法を採用しておりま

す。 

同左 同左 

  （ロ）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

（ロ）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

（ロ）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

  ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

  建物（建物附属設備を除

く） 

建物（建物附属設備を除

く） 

建物（建物附属設備を除

く） 

   定額法を採用しており

ます。 

同左 同左 

  その他の有形固定資産 その他の有形固定資産 その他の有形固定資産 

   定率法を採用しており

ます。 

 ただし、在外連結子会

社１社は定額法によって

おります。 

 定率法を採用しており

ます。 

 ただし、国内連結子会

社１社および在外連結子

会社１社は定額法によっ

ております。 

 定率法を採用しており

ます。 

 ただし、国内連結子会

社１社および在外連結子

会社１社は定額法によっ

ております。 

  少額減価償却資産 少額減価償却資産 少額減価償却資産 

   取得価額が10万円以上

20万円未満の資産につい

ては、３年均等償却を採

用しております。 

同左 同左 

   なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

同左 同左 

  建物及び構築物     

  ３～50年     

  機械装置及び運搬具     

  ４～12年     



 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

   定額法を採用しておりま

す。 

 なお、ソフトウェア（自社

利用）については、社内にお

ける利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっておりま

す。 

同左 同左 

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

  ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

   債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒

実績率により計上し、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

 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。 

同左 

  ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

   従業員の賞与の支払に備え

るため、支給見込額に基づき

当中間連結会計期間負担額を

計上しております。 

同左  従業員の賞与の支払に備え

るため、支給見込額に基づき

当連結会計年度負担額を計上

しております。 

  ③ 返品調整引当金 ③ 返品調整引当金 ③ 返品調整引当金 

   製品および商品の返品によ

る損失に備えるため、過去に

おける返品実績を基準として

計上しております。 

同左 同左 

  ④ 退職給付引当金 ④ 退職給付引当金 ④ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき、当中

間連結会計期間末において発

生していると認められる額を

計上しております。なお、過

去勤務債務はその発生した連

結会計年度において一括費用

処理しており、数理計算上の

差異は、各連結会計年度の発

生時における従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数

（13年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理

しております。 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき、当中

間連結会計期間末において発

生していると認められる額を

計上しております。なお、数

理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間内の一

定の年数（13年）による定額

法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から

費用処理しております。 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき計上し

ております。なお、過去勤務

債務はその発生した期におい

て一括費用処理しており、数

理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間内の一

定の年数（13年）による定額

法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から

費用処理しております。 



 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 ⑤ ─────── ⑤ 役員退職慰労引当金 

  （追加情報）   （追加情報） 

   在外子会社など一部の会社

を除き、取締役および監査役

の報酬制度を見直し、退職慰

労金制度廃止に伴う打ち切り

支給議案が平成17年６月開催

の定時株主総会にて承認可決

されております。本制度の廃

止に伴い取締役および監査役

に対し、同総会終結時までの

在任期間に相当する退職慰労

金を各取締役および監査役の

退任時に支給する旨の決議を

しております。それに伴い、

当該決議時における取締役お

よび監査役に係る役員退職慰

労引当金412百万円を固定負

債の「その他」に振替計上し

ております。 

   在外子会社など一部の会社

を除き、取締役および監査役

の報酬制度を見直し、退職慰

労金制度廃止に伴う打ち切り

支給議案が平成17年６月開催

の定時株主総会にて承認可決

されております。本制度の廃

止に伴い取締役および監査役

に対し、同総会終結時までの

在任期間に相当する退職慰労

金を各取締役および監査役の

退任時に支給する旨の決議を

しております。それに伴い、

当該決議時における取締役お

よび監査役に係る役員退職慰

労引当金412百万円を固定負

債の「その他」に含めて計上

しております。 

  （ニ）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基準 

（ニ）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基準 

（ニ）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基準 

   外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資

産、負債および収益、費用は

在外子会社等の中間決算日の

直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は「資本の

部」における為替換算調整勘

定および少数株主持分に含め

ております。 

 外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資

産、負債および収益、費用は

在外子会社等の中間決算日の

直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は「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。 

 外貨建金銭債権債務は、連

結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資

産、負債および収益、費用は

在外子会社等の決算日の直物

為替相場により円貨に換算

し、換算差額は「資本の部」

における為替換算調整勘定お

よび少数株主持分に含めてお

ります。 

  （ホ）重要なリース取引の処理方

法 

（ホ）重要なリース取引の処理方

法 

（ホ）重要なリース取引の処理方

法 

   リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

同左 同左 



  

 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

   特例処理の要件を満たして

いる金利スワップ取引につい

て特例処理を、振当処理の要

件を満たしている為替予約取

引について振当処理を採用し

ております。 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用して

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。 

 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…金利キャップ取

引、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

貨建買掛金 

  

    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

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。 

  

  （ト）その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要な

事項 

（ト）その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要な

事項 

（ト）その他連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項 

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

   税抜方式によっており

ます。 

同左 同左 

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

   連結納税制度を適用し

ております。 

同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金および容易に換金可能であ

り、かつ価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から

３ヵ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 

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

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） ───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年８月９日））および

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日）を適用しております。これ

により経常損失は61百万円減少し、税金等

調整前中間純損失は6,398百万円増加してお

ります。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の中間連結財務諸表規則に基づき各資産

の金額から直接控除しております。 

   当連結会計年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））および「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。これによ

り経常利益は62百万円増加し、税金等調整

前当期純損失は6,509百万円増加しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

───── 

   当中間連結会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）および「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

 これまでの「資本の部」の合計に相当す

る金額は、18,523百万円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部については、

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の中間連結財務諸表規則により作成して

おります。 

  

───── （ストック・オプション等に関する会計基

準） 

───── 

   当中間連結会計期間より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企業会

計基準第８号 平成17年12月27日）および

「ストック・オプション等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

11号 平成18年５月31日）を適用しており

ます。 

 これにより営業損失、経常損失および税

金等調整前中間純損失は、それぞれ9百万円

増加しております。 

  



表示方法の変更 

  

  

  次へ 

  

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） ────── 

 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました

「預り保証金」（当中間連結会計期間末19百万円）

は、負債、少数株主持分及び資本合計の100分の5以下

となったため、固定負債の「その他」に含めて表示し

ております。 

  

（中間連結損益計算書） （中間連結損益計算書） 

１ 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました

「受取賃貸料」（当中間連結会計期間65百万円）、

「預り保証金買入消却益」（当中間連結会計期間33百

万円）は、営業外収益の総額の100分の10以下となっ

たため、営業外収益の「その他」に含めて表示してお

ります。 

２ 前中間連結会計期間で区分掲記しておりました「社

債発行費」（当中間連結会計期間25百万円）は、営業

外費用の総額の100分の10以下となったため、営業外

費用の「その他」に含めて表示しております。 

１ 前中間連結会計期間まで特別利益の「その他」に含

めて表示しておりました「貸倒引当金戻入益」（前中

間連結会計期間8百万円）は、特別利益の総額の100分

の10を超えたため、当中間連結会計期間から区分掲記

しております。 

２ 前中間連結会計期間まで特別損失の「その他」に含

めて表示しておりました「固定資産処分損」（前中間

連結会計期間12百万円）、「店舗閉鎖損」（前中間連

結会計期間40百万円）、「債権償却引当損」（前中間

連結会計期間25百万円）は、特別損失の総額の100分

の10を超えたため、当中間連結会計期間から区分掲記

しております。 

────── （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

   前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました

「投資有価証券売却損益」（当中間連結会計期間△0

百万円）は、当中間連結会計期間から営業活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示してお

ります。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

  

 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 
  
  7,778百万円

  
  9,273百万円   9,123百万円

※２ 担保資産 ※２ 担保資産 ※２ 担保資産 

担保提供資産（簿価） 担保提供資産（簿価） 担保提供資産（簿価） 
  
建物 4,194百万円

土地 11,011百万円

投資有価証券 2,688百万円

合計 17,894百万円

  
建物 4,056百万円

土地 11,011百万円

投資有価証券 2,869百万円

合計 17,937百万円

建物 4,128百万円

土地 11,011百万円

投資有価証券 3,247百万円

合計 18,387百万円

同上に対する債務 同上に対する債務 同上に対する債務 
  
短期借入金 2,682百万円

長期借入金 4,618百万円

（１年内返済予定を含む） 

合計 7,300百万円

  
短期借入金 3,246百万円

長期借入金 4,804百万円

（１年内返済予定を含む） 

合計 8,050百万円

短期借入金 2,300百万円 

長期借入金 3,791百万円 

（１年内返済予定を含む） 

合計 6,091百万円 

※３ ────── ※３ 中間連結会計期間末日満期手形 ※３ ────── 

   中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理については、当中間連結会計期

間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。当中間連結会計期間

末日満期手形の金額は、次のとおりで

あります。 

  

  
  

受取手形 184百万円

支払手形 508百万円

  

 ４ 偶発債務  ４ 偶発債務  ４ 偶発債務 

（保証債務） ────── ────── 

 連結会社以外の会社の金融機関から

の借入等に対し、債務保証を行ってお

ります。 

    

  
東根リゾート開発㈱ 60百万円

（協）富山県ニット
工業センター 

196百万円

合計 256百万円

      

（受取手形割引高等） （受取手形割引高等） （受取手形割引高等） 
  
受取手形割引高 43百万円

信託等による売掛債権
譲渡高 

1,317百万円

  
受取手形割引高 29百万円

信託等による売掛債権
譲渡高 

1,569百万円

受取手形割引高 125百万円

信託等による売掛債権
譲渡高 

3,395百万円



（中間連結損益計算書関係） 

 

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

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目および金額は次のとおりでありま

す。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目および金額は次のとおりでありま

す。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目および金額は次のとおりでありま

す。 
  

  

役員報酬および給与手当 2,668百万円 

広告宣伝費 1,231百万円 

賃借料 1,004百万円 

賞与引当金繰入額 360百万円 

退職給付費用 102百万円 

  

  

役員報酬および給与手当 2,748百万円 

広告宣伝費 1,327百万円 

賃借料 1,084百万円 

賞与引当金繰入額 380百万円 

退職給付費用 73百万円 
  

役員報酬および給与手当 5,722百万円 

広告宣伝費 2,695百万円 

賞与引当金繰入額 337百万円 

退職給付費用 234百万円 

 ２ 当社グループの売上高は取扱商品の

特性上、上半期が下半期に比べて金額

が少ないため、連結会計年度の上半期

の売上高と下半期の売上高との間に著

しい相違があり、上半期と下半期の業

績に季節的変動があります。 

 ２       同左 ───── 

※３ 減損損失 ───── ※３ 減損損失 

 当中間連結会計期間において、当社

グループは以下の資産について減損損

失を計上しております。 

  当連結会計年度において、当社グル

ープは以下の資産について減損損失を

計上しております。 
  

  

用途 種類 場所 

ゴルフ場 土地、建物及

び構築物、コ

ース勘定等 

富山県小矢

部市 

賃貸資産 土地、建物及

び構築物等 

東京都渋谷

区 

遊休資産 土地、建物及

び構築物等 

長野県北佐

久郡ほか 

  

  

  

用途 種類 場所 

ゴルフ場 土地、建物及

び構築物、コ

ース勘定等 

富山県小矢

部市 

店舗 建物等 東京都渋谷

区ほか 

賃貸資産 土地、建物及

び構築物等 

東京都渋谷

区 

遊休資産 土地、建物及

び構築物等 

長野県北佐

久郡ほか 



  

 

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

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 当社グループは、事業の種類別セグ

メントを基礎としてグルーピングし、

賃貸資産および遊休資産については

個々の資産ごとに減損の検討を行って

おります。回収可能価額の評価にあた

っては正味売却価額と使用価値を比較

し、ゴルフ場資産および遊休資産につ

いては正味売却価額を、その他につい

ては使用価値を適用しております。正

味売却価額の評価にあたってはゴルフ

場資産は不動産鑑定評価基準に基づく

不動産鑑定士からの評価額を、遊休資

産は主に固定資産税評価額に基づいた

時価を適用し、使用価値の算定にあた

っての割引率は５％を適用しておりま

す。その結果、ゴルフ場資産について

は利用者数の減少、料金の低下等によ

り収益性が低下したため、また、賃貸

資産および遊休資産は地価の下落によ

り帳簿価額に対し時価が著しく下落し

ているため、それぞれ5,537百万円、

680百万円および242百万円、合計6,459

百万円の固定資産減損損失を特別損失

に計上しております。その主な内訳

は、建物及び構築物1,886百万円、土地

1,689百万円、コース勘定2,771百万円

であります。 

───── 当社グループは、事業の種類別セグ

メントを基礎としてグルーピングし、

賃貸資産および遊休資産については

個々の資産ごとに減損の検討を行って

おります。なお、店舗については各店

舗を基礎としてグルーピングを行って

おります。 

回収可能価額の評価にあたっては正

味売却価額と使用価値を比較し、ゴル

フ場資産および遊休資産については正

味売却価額を、その他については使用

価値を適用しております。正味売却価

額の評価にあたってはゴルフ場資産は

不動産鑑定評価基準に基づく不動産鑑

定士からの評価額を、遊休資産は主に

固定資産税評価額に基づいた時価を適

用し、使用価値の算定にあたっての割

引率は５％を適用しております。 

その結果、ゴルフ場資産については

利用者数の減少、料金の低下等により

収益性が低下したため、店舗について

は採算性が低下したため、また、賃貸

資産および遊休資産は地価の下落によ

り帳簿価額に対し時価が著しく下落し

ているため、それぞれ5,537百万円、

112百万円、680百万円および242百万

円、合計6,572百万円の固定資産減損損

失を特別損失に計上しております。そ

の主な内訳は、建物及び構築物1,886百

万円、土地1,689百万円、コース勘定

2,771百万円であります。 

───── ※４ 固定資産処分損の主な内容 ───── 

  建物及び構築物 1百万円

その他 1百万円

合計 2百万円

  



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加9千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

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)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

該当事項はありません。 

  

 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当中間連結会計期
間増加株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間減少株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間末株式数 

（千株） 

発行済株式 

普通株式 58,441 － － 58,441 

合計 58,441 － － 58,441 

自己株式 

普通株式（注） 96 9 － 105 

合計 96 9 － 105 

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） 
当中間連結
会計期間末
残高 
（百万円）

前連結会計
年度末 

当中間連結
会計期間増
加 

当中間連結
会計期間減
少 

当中間連結
会計期間末 

提出会社 
（親会社） 

ストック・オプションと
しての新株予約権 

－ － － － － 9

合計 － － － － － 9



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

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

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関

係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 
  
現金及び預金勘定 6,118百万円

預入期間が３ヵ月を超え
る定期預金 

△1,628百万円

現金及び現金同等物 4,490百万円

  
現金及び預金勘定 5,808百万円

預入期間が３ヵ月を超え
る定期預金 

△654百万円

現金及び現金同等物 5,154百万円

現金及び預金勘定 4,844百万円 

預入期間が３ヵ月を超え
る定期預金 

△813百万円 

現金及び現金同等物 4,031百万円 



（リース取引関係） 

 

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

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１.リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１.リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１.リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額およ

び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額およ

び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額およ

び期末残高相当額 
  

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置
及び運搬
具 

71 44 26

工具器具
及び備品 

1,015 439 575

その他 482 246 235

合計 1,569 731 837

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置
及び運搬
具 

181 111 69

工具器具
及び備品 

1,320 568 751

その他 727 224 503

合計 2,229 903 1,325

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円) 

機械装置
及び運搬
具 

164 93 70 

工具器具
及び備品 

1,223 482 741 

その他 625 208 416 

合計 2,013 785 1,228 

（注）取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定しております。 

同左 （注）取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利

子込み法により算定してお

ります。 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当

額 

未経過リース料中間期末残高

相当額 

未経過リース料中間期末残高

相当額 

未経過リース料期末残高相当

額 
  
１年内 276百万円

１年超 561百万円

合計 837百万円

  
１年内 414百万円

１年超 911百万円

合計 1,325百万円

１年内 378百万円

１年超 849百万円

合計 1,228百万円

（注）未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が、有形固

定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定し

ております。 

同左 （注）未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高が、有形固定資産の

期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

(3) 支払リース料および減価償却

費相当額 

(3) 支払リース料および減価償却

費相当額 

(3) 支払リース料および減価償却

費相当額 
  
支払リース料 171百万円

減価償却費相当
額 

171百万円

  
支払リース料 210百万円

減価償却費相当
額 

210百万円

支払リース料 395百万円

減価償却費相当
額 

395百万円



  

  

  次へ 

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

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 1,512 3,419 1,907 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 13 14 0 

その他 － － － 

(3）その他 117 109 △7 

合計 1,643 3,543 1,900 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）子会社株式及び関連会社株式 2,448 

(2）その他有価証券 

非上場株式 202 



当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 1,547 3,672 2,124 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 30 29 △0 

その他 － － － 

(3）その他 55 53 △1 

合計 1,633 3,755 2,121 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）子会社株式及び関連会社株式 3,900 

(2）その他有価証券 

非上場株式 188 

  取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 1,489 4,089 2,599 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 10 11 1 

その他 － － － 

(3）その他 45 45 0 

合計 1,545 4,147 2,601 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）子会社株式及び関連会社株式 3,112 

(2）その他有価証券 

非上場株式 193 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等
（百万円） 

時価（百万円）
評価損益 
（百万円） 

通貨 為替予約取引 30 31 0 

金利 スワップ取引 300 △16 △16 

合計 330 14 △15 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等
（百万円） 

時価（百万円）
評価損益 
（百万円） 

通貨 為替予約取引 273 273 △0 

金利 スワップ取引 300 △15 △15 

合計 573 257 △15 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等
（百万円） 

時価（百万円）
評価損益 
（百万円） 

通貨 為替予約取引 329 318 △10 

金利 スワップ取引 300 △20 △20 

合計 629 298 △31 



（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額および科目名 

販売費及び一般管理費 9百万円 

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

  

  

  平成18年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役 ９名、当社監査役 ４名、 
当社従業員 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・オプションの付与数 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 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成20年７月１日から平成25年６月30日まで 

権利行使価格（円） 337

付与日における公正な評価単価（円） 125



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

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

業にセグメンテーションしております。 

２．各事業区分の主要な製品・サービス内容 

  

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 ゴルフ場運営会社である「ゴールドウイン開発㈱」が前連結会計年度中に預託金制度から株式会員制度へ変更し、連結

子会社から持分法適用関連会社に異動したことにより、当中間連結会計期間における全セグメントの売上高の合計および

営業利益の合計に占める「スポーツ用品関連事業」の割合がいずれも90％超となったため、事業の種類別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

 

  
スポーツ用品
関連事業 
（百万円） 

スポーツ施
設・スポーツ
情報関連事業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上
高 

17,656 298 17,954 － 17,954 

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 

4 247 252 （252） － 

計 17,661 545 18,207 （252） 17,954 

営業費用 19,048 484 19,532 （262） 19,270 

営業利益または営業損
失（△） 

△1,387 61 △1,325 9 △1,315 

  事業区分 内容

  スポーツ用品関連事業 スポーツウエア・スポーツ用具の製造・販売 

  スポーツ施設・スポーツ情報関連事業 ゴルフ場の運営等



前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

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

業にセグメンテーションしております。 

２．各事業区分の主要な製品・サービス内容 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成

18年９月30日）および前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

  

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

記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成

18年９月30日）および前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

  

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

 

  
スポーツ用品
関連事業 
（百万円） 

スポーツ施
設・スポーツ
情報関連事業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上
高 

45,900 348 46,249 － 46,249 

(2）セグメント間の内部売
上高又は振替高 

4 470 475 （475） － 

計 45,905 818 46,724 （475） 46,249 

営業費用 45,392 741 46,133 （502） 45,631 

営業利益 513 77 591 27 618 

  事業区分 内容

  スポーツ用品関連事業 スポーツウエア・スポーツ用具の製造・販売 

  スポーツ施設・スポーツ情報関連事業 ゴルフ場の運営等



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２．１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 

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

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 330.58円

１株当たり中間純損失 68.98円

 
１株当たり純資産額 317.57円

１株当たり中間純損失 21.83円

１株当たり純資産額 342.80円

１株当たり当期純損失 68.10円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失が計上されており、ま

た、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失が計上されているため記

載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円） － 18,541 － 

純資産の部の合計額から控除す
る金額（百万円） 

－ 15 － 

（うち新株予約権） （－） （9） （－）

（うち少数株主持分） （－） （6） （－）

普通株式に係る純資産額（百万

円） 
－ 18,525 － 

１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式の数（千株） 
－ 58,335 － 

  
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

中間（当期）純損失（百万円） 4,025 1,273 3,973 

普通株主に帰属しない金額 
（百万円） 

－ － － 

普通株式に係る中間（当期）純
損失（百万円） 

4,025 1,273 3,973 

期中平均株式数（千株） 58,360 58,341 58,355 

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額の算定に含

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1,584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。 

───── 



（重要な後発事象） 

 

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

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

───── ─────  当社は平成18年６月29日開催の定

時株主総会において、会社法第236

条、第238条および第239条の規定に

基づき、当社ならびに当社子会社お

よび関連会社（海外法人を除く。）

の取締役、監査役および従業員に対

して、ストック・オプションとして

新株予約権を無償で発行すること、

募集事項の決定を当社取締役会に委

任することを決議いたしました。そ

の概要は下記のとおりです。 

    １．本新株予約権の目的となる株式

の種類および数 

     新株予約権の目的となる株式の

種類は、当社普通株式とし、新株

予約権１個当たりの目的となる当

社普通株式の数は1,000株とす

る。 

 ただし、新株予約権発行後、当

社が当社普通株式の株式分割（株

式無償割当てを含む）または株式

併合を行う場合、次の算式により

目的となる株式の数を調整するも

のとする。ただし、かかる調整

は、新株予約権のうち、当該時点

で行使されていない新株予約権の

目的となる株式の数について行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の

端数については、これを切り捨て

るものとする。 

    調整後株式数＝調整前株式数×分

割・併合の比率 

     上記のほか、新株予約権発行

後、目的となる株式の数の調整が

必要となるやむを得ない事由が生

じたときは、当社が適当と考える

方法で株式数の調整を行うことが

できる。 

    ２．本新株予約権の数の上限1,600

個 

    ３．本新株予約権の払込金額 

     新株予約権につき金銭の払い込

みを要しない。 



 

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

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

───── ───── ４．本新株予約権の行使に際して払

い込まれる金額（以下「行使価

額」という）の算定方法 

     新株予約権の行使により交付を

受けることのできる株式１株あた

りの行使価額は、新株予約権の割

当日の属する月の前月の各日（取

引が成立しない日を除く。）の東

京証券取引所における当社普通株

式の普通取引の終値の平均値に

1.05を乗じた金額とし、１円未満

の端数は切り上げる。ただし、そ

の金額が新株予約権の割当日の終

値（取引が成立しない場合はそれ

に先立つ直近日の終値）を下回る

場合は、当該終値とする。 

 なお、新株予約権の割当日後、

当社が当社普通株式につき株式分

割（株式無償割当てを含む）、ま

たは株式併合を行う場合は、次に

定める算式により１株当たりの行

使価額を調整し、調整により生ず

る１円未満の端数は切り上げる。 

    
調整後行

使価額 
＝
調整前行

使価額 
× 

１ 

分割・併合

の比率 

     また、新株予約権の割当日後、

時価を下回る価額で当社普通株式

につき、新株式の発行または自己

株式の処分（ただし、当社普通株

式に転換される証券もしくは転換

できる証券または当社普通株式の

交付を請求できる新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを

含む。）の転換または行使による

場合を除く。）を行う場合は、次

の算式により１株当たりの行使価

額を調整し、調整により生ずる１

円未満の端数は切り上げる。 



 

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

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

───── ───── ＜算式＞ 

    

新

規

発

行

株

式

数 

× 

１ 

株 

当 

た 

り 

払 

込 

金 

額 調

整

後

行

使

価

額

＝

調

整

前

行

使

価

額

×

既

発

行

株

式

数

＋ 

１株当た 

り時価 

既発 

行株 

式数 

＋ 

新規発 

行株式 

数 

 

     上記算式において「既発行株式

数」とは、当社の発行済株式総数

から当社が保有する自己株式数を

控除した数とし、自己株式の処分

を行う場合は、「新規発行株式

数」を「処分する自己株式数」に

読み替える。 

 また、新株予約権の割当日後、

上記のほか、行使価額の調整を必

要とするやむを得ない事情が生じ

た場合は、当社が適当と考える方

法で、当社は行使価額の調整を行

うことができる。 

    ５．新株予約権の行使期間 

     平成20年７月１日から平成25年

６月30日まで。 

    ６．新株予約権の取得 

     当社が消滅会社となる合併契

約、当社が分割会社となる分割計

画若しくは分割契約、当社が完全

子会社となる株式交換契約、また

は株式移転計画について株主総会

の承認（株主総会の承認が不要な

場合には取締役会決議）がなされ

たときは、当社は、新株予約権を

無償で取得することができる。 



  

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

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

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

───── ───── ７．譲渡による新株予約権の取得の

制限 

     譲渡による新株予約権の取得に

ついては、当社取締役会の決議に

よる承認を要するものとする。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  

 

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金   5,063  4,660 3,741  

２ 受取手形 ※４ 1,310  1,129 1,788  

３ 売掛金   8,271  7,688 8,412  

４ たな卸資産   10,323  9,072 7,527  

５ その他 ※３ 2,468  2,383 1,930  

６ 貸倒引当金   △21  △137 △267  

流動資産合計    27,416 47.8 24,797 46.5  23,132 44.6

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産 ※１     

(1）建物 ※２ 4,473  4,351 4,425  

(2）土地 ※２ 11,291  11,351 11,353  

(3）その他   188  178 185  

計   15,953  27.8 15,881 29.7 15,964  30.8

２ 無形固定資産       

(1）商標権   2,533  2,146 2,340  

(2）その他   40  33 36  

計   2,574  4.5 2,179 4.1 2,376  4.6

３ 投資その他の資産       

(1）投資有価証券 ※２ 5,279  5,444 5,989  

(2）長期貸付金   6,069  5,599 4,927  

(3）その他 ※１ 2,539  2,977 2,992  

(4）貸倒引当金   △2,491  △3,497 △3,557  

計   11,396  19.9 10,524 19.7 10,351  20.0

固定資産合計    29,925 52.2 28,586 53.5  28,692 55.4

資産合計    57,341 100.0 53,383 100.0  51,825 100.0

        



 

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１ 支払手形 ※４ 2,308  1,976 2,591  

２ 買掛金   7,000  7,413 6,970  

３ 短期借入金 ※２ 8,408  7,728 4,368  

４ １年内償還予定社
債 

  1,140  1,140 1,140  

５ １年内返済予定長
期借入金 

※２ 2,579  2,017 1,827  

６ 未払法人税等   43  50 52  

７ 賞与引当金   306  327 279  

８ 返品調整引当金   358  439 530  

９ その他   1,507  1,321 1,623  

流動負債合計    23,650 41.2 22,411 42.0  19,380 37.4

Ⅱ 固定負債       

１ 社債   7,190  6,050 6,620  

２ 長期借入金 ※２ 5,364  6,413 4,996  

３ 退職給付引当金   1,017  1,024 1,056  

４ 投資損失引当金   350  37 437  

５ その他   1,257  1,362 1,544  

固定負債合計    15,179 26.5 14,887 27.9  14,654 28.3

負債合計    38,829 67.7 37,299 69.9  34,034 65.7

        



  
 

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    10,321 18.0 － －  10,321 19.9

Ⅱ 資本剰余金       

１ 資本準備金   11,051  － 11,051  

資本剰余金合計    11,051 19.3 － －  11,051 21.3

Ⅲ 利益剰余金       

１ 中間（当期）未処
理損失（△） 

  △3,971  － △5,103  

利益剰余金合計    △3,971 △6.9 － －  △5,103 △9.8

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   1,126 1.9 － －  1,542 2.9

Ⅴ 自己株式    △16 △0.0 － －  △20 △0.0

資本合計    18,511 32.3 － －  17,790 34.3

負債資本合計    57,341 100.0 － －  51,825 100.0

        



  

  

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１ 資本金    － － 10,321 19.3  － －

２ 資本剰余金       

(1）資本準備金   －  2,580 －  

(2）その他資本剰余
金 

  －  3,367 －  

資本剰余金合計    － － 5,947 11.1  － －

３ 利益剰余金       

(1）その他利益剰余
金 

      

繰越利益剰余金   －  △1,430 －  

利益剰余金合計    － － △1,430 △2.7  － －

４ 自己株式    － － △24 △0.0  － －

株主資本合計    － － 14,814 27.7  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

１ その他有価証券評
価差額金 

   － － 1,258 2.4  － －

２ 繰延ヘッジ損益    － － 2 0.0  － －

評価・換算差額等合
計 

   － － 1,260 2.4  － －

Ⅲ 新株予約権    － － 9 0.0  － －

純資産合計    － － 16,083 30.1  － －

負債純資産合計    － － 53,383 100.0  － －

        



②【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    13,678 100.0 14,599 100.0  36,587 100.0

Ⅱ 売上原価    9,472 69.2 10,163 69.6  24,632 67.3

売上総利益    4,206 30.8 4,436 30.4  11,954 32.7

返品調整引当金戻
入差額 

   222 1.6 91 0.6  50 0.1

差引売上総利益    4,428 32.4 4,527 31.0  12,004 32.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  6,080 44.5 6,024 41.3  12,535 34.3

営業損失（△）    △1,652 △12.1 △1,497 △10.3  △530 △1.5

Ⅳ 営業外収益       

受取利息    50 47  100 

受取配当金    18 59  358 

その他    378 400  1,215 

営業外収益合計    447 3.3 507 3.5  1,674 4.6

Ⅴ 営業外費用       

支払利息    190 171  381 

その他 ※１  182 179  382 

営業外費用合計    373 2.7 351 2.4  764 2.1

経常利益または経
常損失（△） 

   △1,578 △11.5 △1,340 △9.2  379 1.0

Ⅵ 特別利益    6 0.0 173 1.2  133 0.4

Ⅶ 特別損失 
※３.
４ 

 2,928 21.4 171 1.2  6,153 16.8

税引前中間（当
期）純損失（△） 

   △4,501 △32.9 △1,339 △9.2  △5,640 △15.4

法人税、住民税及
び事業税 

   11 0.1 △32 △0.2  △115 △0.3

法人税等調整額    － － 124 0.8  120 0.3

中間（当期）純損
失（△） 

   △4,513 △33.0 △1,430 △9.8  △5,645 △15.4

前期繰越利益    541 －  541 

中間（当期）未処
理損失（△） 

   △3,971 －  △5,103 

              



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  

  

  

  次へ 

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本合
計 

資本準備金 
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

その他利益
剰余金 

利益剰余金
合計 繰越利益剰

余金 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

10,321 11,051 － 11,051 △5,103 △5,103 △20 16,248

中間会計期間中の変動額    

損失処理による欠損てん補  △5,103 △5,103 5,103 5,103  －

資本準備金減少  △3,367 3,367 －  －

中間純損失（△）   △1,430 △1,430  △1,430

自己株式の取得   △3 △3

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

   

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ △8,470 3,367 △5,103 3,673 3,673 △3 △1,433

平成18年９月30日残高 
（百万円） 

10,321 2,580 3,367 5,947 △1,430 △1,430 △24 14,814

  

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

1,542 － 1,542 － 17,790

中間会計期間中の変動額   

損失処理による欠損てん補   －

資本準備金減少   －

中間純損失（△）   △1,430

自己株式の取得   △3

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△284 2 △282 9 △273

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△284 2 △282 9 △1,706

平成18年９月30日残高 
（百万円） 

1,258 2 1,260 9 16,083



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準および評

価方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

子会社株式および関連会社株

式 

子会社株式および関連会社株

式 

子会社株式および関連会社株

式 

  移動平均法による原価法を

採用しております。 

同左 同左 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を

採用しております。 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

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。 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用

しております。 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法

を採用しております。 

同左 同左 

  (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

  時価法によっております。 同左 同左 

  (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

  製品商品 製品商品 製品商品 

  移動平均法による原価法を

採用しております。 

同左 同左 

  原材料 原材料 原材料 

  移動平均法による原価法を

採用しております。 

同左 同左 

  仕掛品 仕掛品 仕掛品 

  移動平均法による原価法を

採用しております。 

同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

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

  定額法を採用しておりま

す。 

同左 同左 

  その他の有形固定資産 その他の有形固定資産 その他の有形固定資産 

  定率法を採用しておりま

す。 

同左 同左 

  少額減価償却資産 少額減価償却資産 少額減価償却資産 

  取得価額が10万円以上20万

円未満の資産については、

３年均等償却を採用してお

ります。 

同左 同左 

   なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

建物      ８～46年 

構築物     10～50年 

同左 同左 



 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

 なお、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における

利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。 

同左 同左 

  (3）投資不動産 ────── ────── 

   定率法を採用しております。     

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

   債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒

実績率により計上し、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

 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。 

同左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員の賞与の支払に備え

るため、支給見込額に基づき

当中間会計期間負担額を計上

しております。 

同左  従業員の賞与の支払に備え

るため、支給見込額に基づき

計上しております。 

  (3）返品調整引当金 (3）返品調整引当金 (3）返品調整引当金 

   製品および商品の返品によ

る損失に備えるため、過去に

おける返品実績を基準として

計上しております。 

同左 同左 

  (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備える

ため、期末における退職給付

債務および年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認め

られる額を計上しておりま

す。なお、過去勤務債務はそ

の発生した期において一括費

用処理しており、数理計算上

の差異は、各期の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期

間内の一定の年数（13年）に

よる定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌期から費

用処理しております。 

 従業員の退職給付に備える

ため、期末における退職給付

債務および年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認め

られる額を計上しておりま

す。なお、数理計算上の差異

は、各期の発生時における従

業員の平均残存勤務期間内の

一定の年数（13年）による定

額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌期から費用処理

しております。 

 従業員の退職給付に備える

ため、期末における退職給付

債務および年金資産の見込額

に基づき計上しております。

なお、過去勤務債務はその発

生した期において一括費用処

理しており、数理計算上の差

異は、各期の発生時における

従業員の平均残存勤務期間内

の一定の年数（13年）による

定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌期から費用処

理しております。 



 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (5）役員退職慰労引当金 ────── (5）役員退職慰労引当金 

  （追加情報）   （追加情報） 

   取締役および監査役の報酬

制度を見直し、退職慰労金制

度廃止に伴う打ち切り支給議

案が平成17年６月29日開催の

定時株主総会にて承認可決さ

れております。本制度の廃止

に伴い取締役および監査役に

対し、同総会終結時までの在

任期間に相当する退職慰労金

を各取締役および監査役の退

任時に支給する旨の決議をし

ております。それに伴い、当

該決議時における取締役およ

び監査役に係る役員退職慰労

引当金345百万円を固定負債の

「その他」に振替計上してお

ります。 

   取締役および監査役の報酬

制度を見直し、退職慰労金制

度廃止に伴う打ち切り支給議

案が平成17年６月29日開催の

定時株主総会にて承認可決さ

れております。本制度の廃止

に伴い取締役および監査役に

対し、同総会終結時までの在

任期間に相当する退職慰労金

を各取締役および監査役の退

任時に支給する旨の決議をし

ております。それに伴い、当

該決議時における取締役およ

び監査役に係る役員退職慰労

引当金345百万円を固定負債の

「その他」に含めて計上して

おります。 

  (6）投資損失引当金 (6）投資損失引当金 (6）投資損失引当金 

   子会社等への投資に係る損

失に備えるため、投資先の財

政状態を勘案し、必要と認め

られる額を計上しておりま

す。 

同左 同左 

４．外貨建の資産および負債

の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

６．ヘッジ会計の方法  特例処理の要件を満たして

いる金利スワップ取引につい

て特例処理を、振当処理の要

件を満たしている為替予約取

引について振当処理を採用し

ております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用して

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。 

 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…金利キャップ取

引、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

貨建買掛金 

  



  

 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    (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

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．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

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

 税抜方式によっております。 同左 同左 

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

   連結納税制度を適用しており

ます。 

同左 同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） ────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））および「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。これによ

り経常損失は3百万円減少し、税引前中間純

損失は1,876百万円増加しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の

金額から直接控除しております。 

   当期より、固定資産の減損に係る会計基

準（「固定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））および「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これにより経常利益

は4百万円増加し、税引前当期純損失は

1,876百万円増加しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

────── 

   当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）およ

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

 これまでの「資本の部」の合計に相当す

る金額は、16,072百万円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中間財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しております。 

  

────── （ストック・オプション等に関する会計基

準） 

────── 

   当中間会計期間より、「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企業会計基

準第８号 平成17年12月27日）および「ス

トック・オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 

平成18年５月31日）を適用しております。 

 これにより営業損失、経常損失および税

引前中間純損失は、それぞれ9百万円増加し

ております。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

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

4,999百万円 5,175百万円 5,087百万円 

投資その他の資産その他に含まれる

投資不動産の減価償却累計額 

────── ────── 

138百万円   

※２ 担保資産 ※２ 担保資産 ※２ 担保資産 

担保提供資産（簿価） 担保提供資産（簿価） 担保提供資産（簿価） 
  

建物 4,194百万円

土地 11,011百万円

投資有価証券 2,688百万円

合計 17,894百万円

  
建物 4,056百万円

土地 11,011百万円

投資有価証券 2,869百万円

合計 17,937百万円

建物 4,128百万円

土地 11,011百万円

投資有価証券 3,247百万円

合計 18,387百万円

同上に対する債務 同上に対する債務 同上に対する債務 
  

短期借入金 2,682百万円

長期借入金 4,618百万円

（１年内返済予定を含む） 

合計 7,300百万円

  
短期借入金 3,246百万円

長期借入金 4,804百万円

（１年内返済予定を含む） 

合計 8,050百万円

短期借入金 2,300百万円 

長期借入金 3,791百万円 

（１年内返済予定を含む） 

合計 6,091百万円 

※３ 消費税等の取扱い ※３ 消費税等の取扱い ※３     ────── 

 仮払消費税等は、仮受消費税等と

相殺のうえ、流動資産その他に含め

て表示しております。 

同左   

※４     ────── ※４ 中間期末日満期手形 ※４     ────── 

   中間期末日満期手形の会計処理に

ついては、当中間会計期間の末日が

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。当中間期末日満期手形の

金額は、次のとおりであります。 

  

      
受取手形 179百万円

支払手形 199百万円

  

 ５ 偶発債務  ５ 偶発債務  ５ 偶発債務 

(1）保証債務 (1）保証債務 (1）保証債務 

 次の会社について金融機関からの

借入等に対し債務保証を行っており

ます。 

 次の会社について金融機関からの

借入等に対し債務保証を行っており

ます。 

 次の会社について金融機関からの

借入等に対し債務保証を行っており

ます。 
  

  

㈱カンタベリー オブ 
ニュージーランド ジ
ャパン 

594百万円

㈱ウエザーステーショ
ン 

386百万円

（協）富山県ニット工
業センター 

145百万円

東根リゾート開発㈱ 60百万円

合計 1,186百万円

  

  

㈱カンタベリー オブ
ニュージーランド ジ
ャパン 

751百万円

㈱ウエザーステーショ
ン 

602百万円

（協）富山県ニット工
業センター 

116百万円

㈱テイースポーツ 23百万円

合計 1,494百万円
  

㈱ウエザーステーショ
ン 

639百万円

㈱カンタベリー オブ 
ニュージーランド ジ
ャパン 

579百万円

（協）富山県ニット工
業センター 

133百万円

合計 1,352百万円

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

信託等による売掛債権
譲渡高 

1,243百万円

  
信託等による売掛債権
譲渡高 

1,448百万円 信託等による売掛債権
譲渡高 

3,168百万円



（中間損益計算書関係） 

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 減価償却実施額 ※１ 減価償却実施額 ※１ 減価償却実施額 
  

有形固定資産 93百万円

無形固定資産 195百万円

投資その他の資産 0百万円

（投資不動産）  

  

  

有形固定資産 88百万円

無形固定資産 198百万円
  

有形固定資産 187百万円

無形固定資産 394百万円

 ２ 売上高の季節的変動  ２ 売上高の季節的変動 ───── 

 当社の売上高は取扱商品の特性

上、上半期が下半期に比べて金額が

少ないため、事業年度の上半期の売

上高と下半期の売上高との間に著し

い相違があり、上半期と下半期の業

績に季節的変動があります。 

同左   

※３ 特別損失のうち主要なもの ───── ※３ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産減損損失 1,879百万円

デット・エクイティ・

スワップ損失 
918百万円

  
固定資産減損損失 1,879百万円

たな卸資産評価損 1,253百万円



  

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※４ 減損損失 ───── ※４ 減損損失 

 当中間会計期間において、当社は以

下の資産について減損損失を計上して

おります。 

  当期において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上してお

ります。 
  
用途 種類 場所 

賃貸資産 

（ゴルフ場

土地、賃貸

ビル等） 

土地、建物、

投資不動産等 

富山県小矢

部市、東京

都渋谷区ほ

か 

遊休資産 土地、建物等 長野県北佐

久郡ほか 

  

  
用途 種類 場所 

賃貸資産 

（ゴルフ場

土地、賃貸

ビル等） 

土地、建物及

び構築物等 

富山県小矢

部市、東京

都渋谷区ほ

か 

遊休資産 土地、建物及

び構築物等 

長野県北佐

久郡ほか 

 当社は事業の種類別セグメントを基

礎としてグルーピングし、賃貸資産お

よび遊休資産については個々の資産ご

とに減損の検討を行っております。回

収可能価額の評価にあたっては正味売

却価額と使用価値を比較し、賃貸資産

（ゴルフ場土地）および遊休資産につ

いては正味売却価額を、その他につい

ては使用価値を適用しております。正

味売却価額の評価にあたっては賃貸資

産（ゴルフ場土地）は不動産鑑定評価

基準に基づく不動産鑑定士からの評価

額を、遊休資産は主に固定資産税評価

額に基づいた時価を適用し、使用価値

の算定にあたっての割引率は５％を適

用しております。その結果、賃貸資産

および遊休資産は地価の下落により帳

簿価額に対し時価が著しく下落してい

るため、それぞれ1,758百万円および

120百万円、合計1,879百万円の固定資

産減損損失を特別損失に計上しており

ます。その主な内訳は、建物219百万

円、土地574百万円、投資不動産1,078

百万円であります。 

   当社は、事業の種類別セグメントを

基礎としてグルーピングし、賃貸資産

および遊休資産については個々の資産

ごとに減損の検討を行っております。

回収可能価額の評価にあたっては正味

売却価額と使用価値を比較し、賃貸資

産（ゴルフ場土地）および遊休資産に

ついては正味売却価額を、その他につ

いては使用価値を適用しております。

正味売却価額の評価にあたっては、賃

貸資産（ゴルフ場土地）は不動産鑑定

評価基準に基づく不動産鑑定士からの

評価額を、遊休資産は主に固定資産税

評価額に基づいた時価を適用し、使用

価値の算定にあたっての割引率は５％

を適用しております。その結果、賃貸

資産および遊休資産は地価の下落によ

り帳簿価額に対し時価が著しく下落し

ているため、それぞれ1,758百万円およ

び120百万円、合計1,879百万円の固定

資産減損損失を特別損失に計上してお

ります。その主な内訳は、建物219百万

円、土地574百万円、投資不動産1,078

百万円であります。 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加9千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

  

  次へ 

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当中間会計期間増
加株式数（千株） 

当中間会計期間減
少株式数（千株） 

当中間会計期間末
株式数（千株） 

普通株式（注） 96 9 － 105 

合計 96 9 － 105 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額および中間期末残高

相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額および中間期末残高

相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額および期末残高相当

額 
  

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械及び装置 71 44 26

工具器具及び
備品 

600 290 309

その他 201 123 78

合計 873 459 414

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械及び装置 88 63 24

工具器具及び
備品 

644 328 316

その他 233 71 162

合計 967 462 504

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械及び装置 71 53 17 

工具器具及び
備品 

590 286 304 

その他 155 76 78 

合計 817 416 401 

（注） 取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算

定しております。 

同左 （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定してお

ります。 

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

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 151百万円 

１年超 262百万円 

計 414百万円 

  
１年内 175百万円 

１年超 329百万円 

計 504百万円 

１年内 153百万円 

１年超 247百万円 

計 401百万円 

（注） 未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残

高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しておりま

す。 

同左 （注） 未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

(3) 支払リース料および減価償却費相当

額 

(3) 支払リース料および減価償却費相当

額 

(3) 支払リース料および減価償却費相当

額 
  
支払リース料 88百万円 

減価償却費相当額 88百万円 

  
支払リース料 90百万円 

減価償却費相当額 90百万円 

支払リース料 171百万円 

減価償却費相当額 171百万円 

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

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

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

りません。 

  

（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２．１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 317.22円

１株当たり中間純損失 77.33円

  
１株当たり純資産額 275.56円

１株当たり中間純損失 24.52円

１株当たり純資産額 304.92円

１株当たり当期純損失 96.74円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失が計上されており、ま

た、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失が計上されているため記

載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円） － 16,083 － 

純資産の部の合計額から控除す
る金額（百万円） 

－ 9 － 

（うち新株予約権） （－） （9） （－）

普通株式に係る純資産額（百万

円） 
－ 16,074 － 

１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式の数（千株） 
－ 58,335 － 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間（当期）純損失（百万円） 4,513 1,430 5,645 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純損失
（百万円） 

4,513 1,430 5,645 

期中平均株式数（千株） 58,360 58,341 58,355 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額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1,584

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。 

───── 



（重要な後発事象） 

  

  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

───── ─────  当社は平成18年６月29日開催の定

時株主総会において、会社法第236

条、第238条および第239条の規定に

基づき、当社ならびに当社子会社お

よび関連会社（海外法人を除く。）

の取締役、監査役および従業員に対

して、ストック・オプションとして

新株予約権を無償で発行すること、

募集事項の決定を当社取締役会に委

任することを決議いたしました。そ

の概要は「第５ 経理の状況 １．

連結財務諸表等 （１）連結財務諸

表 （重要な後発事象）」に記載し

ております。 



(2）【その他】 

該当事項はありません。 

  

  



第６【提出会社の参考情報】 
  

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

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第55期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月29日関東財務局長に提出。 

  

(2) 有価証券届出書（ストック・オプション制度に基づく新株予約権の発行）及びその添付書類 

 平成18年８月29日関東財務局長に提出。 

  

(3) 有価証券届出書の訂正届出書 

 平成18年９月12日関東財務局長に提出。 

 平成18年８月29日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 

 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

該当事項はありません。 

  

  



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１４日

株 式 会 社 ゴ ー ル ド ウ イ ン 

取 締 役 会  御 中 

  

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

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

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

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

独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

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

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

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

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

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

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

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

るものと認める。 

  

追記情報 

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

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

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

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

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 永 田 昭 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 川   勝 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１５日

株 式 会 社 ゴ ー ル ド ウ イ ン 

取 締 役 会  御 中 

  

  

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

の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月

３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び

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

独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間連結財務諸表には全体

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

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

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

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

式会社ゴールドウイン及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成

１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 
  
会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  
以  上 

  

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

管しております。 

新 日 本 監 査 法 人 
  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 本 和 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 五 木 田  明 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 玉 井 哲 史 

      

み す ず 監 査 法 人 
  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 永 田 昭 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 川   勝 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１４日

株 式 会 社 ゴ ー ル ド ウ イ ン 

取 締 役 会  御 中 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

追記情報 

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

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

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

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

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 永 田 昭 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 川   勝 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１５日

株 式 会 社 ゴ ー ル ド ウ イ ン 

取 締 役 会  御 中 

  

  

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

の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第５６期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月

３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を

行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間財務諸表には全体とし

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

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

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

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

ールドウインの平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年

９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

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

管しております。 

新 日 本 監 査 法 人 
  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 本 和 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 五 木 田  明 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 玉 井 哲 史 

      

み す ず 監 査 法 人 
  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 永 田 昭 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 川   勝 
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