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株　主　各　位

第66回定時株主総会招集のご通知に際しての

インターネット開示事項

１．連結計算書類の注記表（連結注記表）

２．計算書類の注記表（個別注記表）

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、イン

ターネット上の当社ホームページ（アドレス　http://www.goldwin.co.jp/）

に掲載することにより開示しております。

表紙
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連結注記表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数および主要な連結子会社の名称

連結子会社の数　12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、㈱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㈱、GOLDWIN EUROPE AG、GOLDWIN AMERICA INC.

前連結会計年度において非連結子会社でありましたGOLDWIN AMERICA INC.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の名称

高得運（上海）服装科技有限公司

連結の範囲から除いた理由

高得運（上海）服装科技有限公司は小規模であり、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、いずれも連結計算書類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) 持分法を適用した非連結子会社および関連会社の数および主要な会社等の名称

持分法を適用した関連会社の数　２社

主要な会社等の名称

（関連会社）

YOUNGONE OUTDOOR Corporation、ゴールドウイン開発㈱

(2) 持分法を適用しない非連結子会社および関連会社の名称等

主要な会社等の名称

（非連結子会社）

高得運（上海）服装科技有限公司

持分法を適用していない理由

高得運（上海）服装科技有限公司は、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であります。

YOUNGONE OUTDOOR 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計算

書類を使用しております。

－ 1 －
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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、GOLDWIN EUROPE AGおよびGOLDWIN AMERICA INC.の決算日は12月31

日であります。

連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用しており、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．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

①　有価証券

その他有価証券

市場価格のあるもの………………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。

市場価格のないもの………………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……………………………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。

(2) 重要な減価償却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。

ただし、国内連結子会社１社および在外連結子会社３社は定額法を

採用しております。

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、自社利用のソフトウエアについては、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。

－ 2 －
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(3) 重要な引当金の計上基準

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により、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。

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

製品および商品の返品による損失に備えるため、過去の返品率等を勘案した将来の返品見込額に対す

る損失予想額を計上しております。

④  株式給付引当金

株式給付規定に基づく従業員の当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債

務の見込額に基づき株式給付引当金を計上しております。

(4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

①  重要な外貨建の資産また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に含めております。

②  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。

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。

③  のれんの償却方法および償却期間

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。

－ 3 －
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④  退職給付に係る会計処理の方法

1.　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては、給付算定式基準によっております。

2.　数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異については、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以内の

一定の年数（10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。

　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累

計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

⑤  消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

⑥  連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当

連結会計年度から適用しております。

－ 4 －
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（連結貸借対照表に関する注記）

１．担保に供している資産および担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

建物 598百万円

土地 364百万円

投資有価証券 1,782百万円

計 2,745百万円

(2) 担保に係る債務

短期借入金 200百万円

長期借入金（一年内返済予定を含む） 4,121百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 8,892百万円

３．偶発債務

受取手形割引高 818百万円

電子記録債権割引高 52百万円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 11,912,043株 －株 －株 11,912,043株

２．自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 425,398株 38,394株 17,600株 446,192株

 (注) １．信託の株式数につき、当連結会計年度期首417,600株、当連結会計年度末436,800株が自己株式数に含

まれております。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加38,394株は、信託の取得による増加36,800株および単元未満株式

の買取による増加1,594株であります。

また、減少17,600株は、信託の売却による減少であります。

－ 5 －
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３．剰余金の配当に関する事項

(1) 配当支払額等

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28年５月13日
取 締 役 会

普通株式 653 55 平成28年３月31日 平成28年６月８日

 (注) 配当金の総額には、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実

務対応報告第30号　平成27年３月26日）適用後に締結した信託に対する配当金22百万円を含めており、「従

業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平成

27年３月26日）適用前に締結した信託に対する配当金０百万円を含めておりません。

(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になるもの

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29年５月23日
取 締 役 会

普通株式 773 利益剰余金 65 平成29年３月31日 平成29年６月12日

 (注) 配当金の総額には、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実

務対応報告第30号　平成27年３月26日）適用後に締結した信託に対する配当金28百万円を含めております。

４．新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

－ 6 －
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（金融商品に関する注記）

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) 金融商品の内容およ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および残高管理を

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。

－ 7 －
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２．金融商品の時価等に関する事項

平成29年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およ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。

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 現金及び預金 8,735 8,735 －

(2) 受取手形及び売掛金 9,330 9,330 －

(3) 電子記録債権 1,322 1,322 －

(4) 投資有価証券
その他有価証券

2,493 2,493 －

(5) 差入保証金 1,844 1,694 149

(6) 支払手形及び買掛金 (5,077) (5,077) －

(7) 電子記録債務 (7,711) (7,711) －

(8) 短期借入金 (528) (528) －

(9) 長期借入金 (6,581) (6,577) 4

(10) デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されてい
るもの

(1) (1) －

（※1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（※2）長期借入金には一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。

－ 8 －
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

 (1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、ならびに(3) 電子記録債権

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。

 (4) 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793百万円であります。

 (5) 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。

 (6) 支払手形及び買掛金、(7) 電子記録債務、ならびに(8) 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。

 (9) 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。

 (10) デリバティブ取引

  　ヘッジ会計が適用されているもの

　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日におけ

る契約額または契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。

イ．通貨関連

（単位：百万円）

ヘッジ会計の
方法

デリバティブ取
引の種類等

主なヘッジ
対象

契約額等
時価

当該時価の
算定方法うち１年超

原則的
処理方法

為替予約取引
  買建
    米ドル
    ユーロ

買掛金
買掛金

198
180

－
－

△0
△0

先物為替相場に
よ っ て お り ま
す。

合計 378 － △1

－ 9 －
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ロ．金利関連

（単位：百万円）

ヘッジ会計の
方法

デリバティブ取
引の種類等

主なヘッジ
対象

契約額等
時価

当該時価の
算定方法うち１年超

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

1,120 840 （※）

合計 1,120 840 －

（※）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．非上場株式（連結貸借対照表計上額15,331百万円）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、「(4) 投資有価

証券　その他有価証券」には含めておりません。

－ 10 －
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（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 2,780円47銭

２．１株当たり当期純利益 298円08銭

 (注) 算定上の基礎は、以下のとおりであります。

(1) １株当たり純資産額の算定上の基礎

純資産の部の合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,918百万円

純資産の部の合計額から控除する金額　 　　　　　　　   　　37百万円

（うち非支配株主持分）　　　　　　　　　　　　　　　　  （37百万円）

普通株式に係る期末の純資産額　　　　　　　　　　　    31,880百万円

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　　　                            　11,465,851株

(2) １株当たり当期純利益の算定上の基礎

親会社株主に帰属する当期純利益　　　　　　　　　 　　　3,424百万円

普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　 　　 －百万円

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 　　　  　3,424百万円

普通株式の期中平均株式数                            　11,488,836株

株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり当期

純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株

当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

１株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、当連結会計年

度414,538株であり、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、当連結

会計年度436,800株であります。

（重要な後発事象に関する注記）

当社は、平成29年４月25日開催の取締役会において、一般財団法人ゴールドウイン西田東作スポーツ振興記

念財団（以下、「本財団」といいます。）を設立すること、第三者割当による自己株式の処分を行うこと、お

よび会社法第459条第１項および当社定款第36条の規定に基づき自己株式の取得を行うことについて決議いた

しました。

なお、本自己株式の処分に関しましては、平成29年６月開催予定の第66回定時株主総会の承認を条件として

実施するものとし、また、本自己株式の取得に関しましては、本自己株式の処分に関する同株主総会の承認を

条件として実施するものといたします。

－ 11 －
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１．新財団の設立について

(1) 財団設立の目的

スポーツの振興に関する事業の推進を図り、すべての人がスポーツを等しく楽しめる共生社会の実現に

寄与することを目的としております。

(2) 財団の概要

①名称　　　　：一般財団法人ゴールドウイン西田東作スポーツ振興記念財団

②活動内容　　：スポーツを通じた次世代を担う人材の育成や、障がい者スポーツへの支援等

③活動原資　　：初年度：年間約20百万円（予定）

２年目以降：年間約25百万円（予定）

(注)初年度は、当社からの寄付金を活動原資とし、２年目以降は、下記２．の自己株

式の処分先である信託の受益者として交付を受ける金銭、その他寄付金等を活動

原資とします。

④設立年月日　：平成29年５月９日

２．自己株式の処分について

(1) 自己株式の処分を行う理由

当社は、平成29年４月25日開催の取締役会において、本財団を設立することを決議いたしました。本財

団が事業活動を安定的に行うため、当社は、みずほ信託銀行株式会社を受託者、本財団を受益者とする他

益信託（以下、「本信託」といいます。）を設定し、本信託は、当社株式を取得します。本信託は、当社

株式の配当等による信託収益を本財団に交付し、本財団は当該信託収益を原資として活動いたします。

本自己株式の処分は、本財団の活動原資を拠出するために設定される本信託に対し行うものであります。

(2) 処分要綱

①処分株式数　　　　：普通株式350,000株

②処分価額 　　 　　：１株につき１円

③資金調達の額　　　：350,000円

④募集又は処分方法　：第三者割当による処分

⑤処分予定先　　　　：みずほ信託銀行株式会社

⑥処分期日　　　　　：未定

⑦その他　　　　　　：本自己株式の処分については、平成29年６月開催予定の第66回定時株主総会に

おいて有利発行に係る特別決議を経ることを条件とします。処分に係る他の事

項は、当該株主総会後における取締役会において決議します。

－ 12 －
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３．自己株式の取得について

(1) 自己株式の取得を行う理由

上記２．の自己株式の処分に伴う株式価値の希薄化を回避するとともに、資本効率の向上と経営環境に

応じた機動的な資本政策を実行するためであります。

(2) 取得に係る事項の内容

①取得する株式の種類  ：当社普通株式

②取得する株式の総数  ：400,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 3.36%）

③株式の取得価額の総額：2,600,000,000円（上限）

④取得期間      　　　：平成29年６月開催予定の当社第66回定時株主総会終了後から平成29年９月29

日まで

⑤その他            　：本自己株式の取得は、上記２．の自己株式の処分に関する株主総会の承認を

条件とします。

（その他の注記）

該当事項はありません。

－ 13 －
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

①　有価証券

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。

その他有価証券

市場価格のあるもの………………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。

市場価格のないもの………………移動平均法による原価法を採用しております。

②　棚卸資産

製品商品、原材料、仕掛品…………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。

(2) 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。

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、自社利用のソフトウエアについては、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。

(3) 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により、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。

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事業年度負担額を計上しております。

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、過去の返品率等を勘案した将来の返品見込額に対す

る損失予想額を計上しております。

－ 14 －
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④　退職給付引当金

1.　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付

債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産

に計上しております。

2.　数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

⑤　株式給付引当金

株式給付規程に基づく従業員の当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の

見込額に基づき株式給付引当金を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①　ヘッジ会計の方法

イ. 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。

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。

②　退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の方法

と異なっております。

③　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

④　連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

－ 15 －
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（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当

事業年度から適用しております。

２．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産および担保に係る債務

①　担保に供している資産

建物 443百万円

土地 293百万円

投資有価証券 1,782百万円

計 2,518百万円

②　担保に係る債務

短期借入金 200百万円

長期借入金（一年内返済予定を含む） 4,000百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 4,573百万円

(3) 偶発債務

①　保証債務

以下の関係会社の銀行借入および仕入債務等に対し債務保証を行っております。

ブラックアンドホワイトスポーツウェア㈱ 749百万円

㈱カンタベリーオブニュージーランドジャパン 391百万円

㈱イー・エス・ジー 12百万円

㈱ゴールドウインロジテム 4百万円

計 1,158百万円

②　受取手形割引高等

受取手形割引高 700百万円

(4) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

短期金銭債権 1,075百万円

長期金銭債権 1,140百万円

短期金銭債務 712百万円

－ 16 －
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３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 2,547百万円

仕入高

販売費及び一般管理費

3,633百万円

1,830百万円

営業取引以外の取引高 1,036百万円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 425,398株 38,394株 17,600株 446,192株

 (注) １．信託の株式数につき、当事業年度期首417,600株、当事業年度末436,800株が自己株式数に含まれてお

ります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加38,394株は、信託の取得による増加36,800株および単元未満株式

の買取による増加1,594株であります。

また、減少17,600株は、信託の売却による減少であります。

－ 17 －
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５．税効果会計に関する注記

(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

繰延税金資産（流動）

棚卸資産評価損否認 142百万円

賞与引当金 196百万円

その他 219百万円

小計 558百万円

評価性引当額 △21百万円

計 537百万円

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金 89百万円

関係会社株式評価損 951百万円

デット・エクイティ・スワップ損失 514百万円

繰越外国税額控除 115百万円

その他 552百万円

小計 2,223百万円

評価性引当額 △2,187百万円

計 36百万円

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 245百万円

その他 154百万円

計 399百万円

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳

法定実効税率 30.9％

（調整）

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △7.4％

外国税額控除等 0.5％

住民税均等割等 2.0％

税率変更による繰延税金資産及び負債の増減 △0.1％

評価性引当額等 △9.5％

その他 0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 17.1％

－ 18 －
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(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法

律等の一部を改正する法律」（平成28年法律第85号）および「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜

本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」（平成

28年法律第86号）が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10％への引上げ時期が平成29年４月１日

から平成31年10月１日に延期されました。

これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民

税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年４月１日以後に開始する事業年度から平成31年10月１日以後に

開始する事業年度に延期されました。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。
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６．関連当事者との取引に関する注記

子会社および関連会社等

種 類
会 社 等 の
名 称

住 所
資本金
又は

出資金

事 業 の
内容又は
職　　業

議 決 権
等 の 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)

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
百万円

スポーツ
用品関連
事 業

直接
100.0

当社取扱商品の
製造
工場設備の賃貸借
役員の兼任

貸付利息
※2

11
長 期
貸付金

800

子会社
㈱ゴールドウイン
ロジテム

富山県
小矢部市

50
百万円

物 流 業
直接
100.0

当社取扱商品の
物流管理
役員の兼任

物流費
※1 1,592 未払金 570

子会社
㈱ゴールドウイン
エンタープライズ

富山県
小矢部市

100
百万円

不動産業
直接
100.0

営業設備の賃貸借
役員の兼任

貸付金の
回収

貸付利息
※2

80
6

長 期
貸付金

340

子会社
㈱カンタベリーオ
ブニュージーラン
ドジャパン

東京都
新宿区

98
百万円

スポーツ
用 品 の
販 売

直接
100.0

当社製品の一部
供給

資金の
貸付

貸付金の
回収

貸付利息
※2

370

400
0

短 期
貸付金

370

子会社
ブラックアンドホ
ワイトスポーツウ
ェア㈱

東京都
千代田

区

45
百万円

スポーツ
用品関連
事 業

直接
99.9

当社製品の一部
供給

債務保証
※3

749 - －

子会社 GOLDWIN EUROPE AG
スイス
アール
ガウ州

1,913
スイス
フラン

スポーツ
用品関連
事 業

直接
100.0

当社製品の一部
供給

増資の
引受

565 - －

関 連
会 社

YOUNGONE
OUTDOOR
Corporation

韓国
ソウル市

3,000
百万

ウォン

スポーツ
用品関連
事 業

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

1,300 売掛金 303

（注）１．取引金額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

※1　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　資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

※3　ブラックアンドホワイトスポーツウェア㈱の仕入債務等に対し、債務保証を行っております。
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７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,732円38銭

(2) １株当たり当期純利益 213円43銭

 (注) 算定上の基礎は、以下のとおりであります。

(1) １株当たり純資産額の算定上の基礎

純資産の部の合計　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,863百万円

純資産の部の合計額から控除する金額　 　　　　　　　  　－百万円

普通株式に係る期末の純資産額　　　　　　　　　　   19,863百万円

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　　　　                         11,465,851株

(2) １株当たり当期純利益の算定上の基礎

当期純利益　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 2,452百万円

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　　　　　　　　　　　　　　2,452百万円

普通株式の期中平均株式数                           11,488,836株

株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり当期

純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株

当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

１株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、当事業年度

414,538株であり、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、当事業年

度436,800株であります。

８．重要な後発事象に関する注記

当社は、平成29年４月25日開催の取締役会において、一般財団法人ゴールドウイン西田東作スポーツ振興

記念財団（以下、「本財団」といいます。）を設立すること、第三者割当による自己株式の処分を行うこと、

および会社法第459条第１項及び当社定款第36条の規定に基づき自己株式の取得を行うことについて決議い

たしました。

なお、本自己株式の処分に関しましては、平成29年６月開催予定の第66回定時株主総会の承認を条件とし

て実施するものとし、また、本自己株式の取得に関しましては、本自己株式の処分に関する同株主総会の承

認を条件として実施するものといたします。

詳細につきましては、連結注記表「（重要な後発事象に関する注記）」をご覧ください。

９．連結配当規制適用会社に関する注記

該当事項はありません。

10．その他の注記

該当事項はありません。
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