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 １．１８年６月期の連結業績（平成１７年７月１日～平成１８年６月３０日） 

  （１）連結経営成績                        (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

平成18年6月期 173,265 7.5 12,048 39.8 13,462 42.6

平成17年6月期 161,227 1.7 8,620 △20.9 9,438 △10.1

  

 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益

自 己 資 本

当期純利益率

総  資  産 

経常利益率 

売  上  高 

経常利益率 

 百万円 ％          円 銭     円 銭 ％ ％ ％

平成18年6月期 7,213 42.5 213.02 ― 12.1 9.1 7.8

平成17年6月期 5,061 62.4 995.12 ― 14.1 7.1 5.8

(注)１．持分法投資損益        平成18年 6月期      ―百万円        平成17年 6月期    ―百万円 

    ２．期中平均株式数（連結）平成18年 6月期    33,863,342株        平成17年 6月期   5,055,671株 

    ３．会計処理方法の変更      無 

   ４．売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率  

  

 （２）連結財政状態                   (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％         円 銭

平成18年 6月期 160,068 80,535 50.3 1,989.11

平成17年 6月期 135,292 39,181 29.0 7,460.35

(注) 期末発行済株式数(連結)  平成18年 6月期   40,488,000株   平成17年 6月期   5,248,000株 

 

 （３）連結キャッシュ・フローの状況                      (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期   末   残   高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

平成18年 6月期 9,204 △9,164 17,846 27,675

平成17年 6月期 11,074 △6,784 △7,370 9,742

 
 （４）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
   連結子会社数      ９社    持分法適用非連結子会社数    ― 社   持分法適用関連会社数    ― 社 

 

 （５）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結（新規）     ―社  （除外）    ― 社      持分法（新規）    ― 社   （除外）    ― 社 

 

 ２．１９年６月期の連結業績予想（平成１８年７月１日～平成１９年６月３０日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

 中  間  期 84,790 3,440 1,940 

 通     期 185,540 13,500 7,320 

  (参考) １株当たり予想当期純利益(通期)   180円79銭 

  

     ※業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実

際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。 

 

―１―



 １．企業集団の状況 
 

当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社（株式会社アルペン）および子会社10社により構成され

ており、スポーツ用品の販売及び製造を主たる業務としております。 

当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

 

 
顧客 

 

 

 

 

  

      

 

 

  

 

 

 

 

   

株式会社キスマークジャパン 

※2 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

（注） 無印 連結子会社 

  ※1 非連結子会社で持分法非適用子会社 

  ※2 以下の会社の業務は次の通りです 

    1 株式会社アルペントラベル企画     

旅行業法に基づく旅行業及び生命保険、損害保険代理店業 

    2 株式会社コーワゴルフ開発       

ゴルフ場の開発、運営 

    3 株式会社ロイヤルヒルズ        

ゴルフ場及びスキー場の経営 

株式会社アルペントラベル企画 

株式会社コーワゴルフ開発 

株式会社ロイヤルヒルズ 

株
式
会
社
ア
ル
ペ
ン 

株式会社ジャパーナ 

無錫ジャパーナ体育用品有限公司 

株式会社ゴルフプランナー 株式会社北海道アルペン 

※1.株式会社エス・エー・ピー 株式会社スポーツロジスティックス 

アルペングループ外の仕入先 

  
仕入 

物件情報の提供及び転貸業務委託

製品の提供

物流業務の提供 

 
 

 

商品の提供

製品の提供

業務委託 

販売及びスポーツ

関連施設の提供 

  

 

製品の提供

販売 

  

製品の提供

  

  

－  － 
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 ２．経営方針 
  

（１）経営の基本方針 

当社は、人々のスポーツ・レジャーを通じた健康で豊かな生活が実現できるように、常にお客様の立場に立っ

てお客様の求める商品・サービスを提供し続けることによって、長期的に株主価値を創造し、信頼性の高い企

業運営によって社会に貢献し、従業員の生活も豊かになる経営を実践できるよう努めてまいります。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、消費者の健康で豊かな生活の実現に貢献することを通じて、将来にわたっての企業体質の充実と事業

展開の拡大をはかり、株主に対する利益還元と株主資本利益率の向上を基本方針としております。 

配当については、安定的かつ継続的な配当を実施することを基本とし、業績の進捗状況に応じて配当性向を勘

案のうえ、株主に対し積極的な利益還元を行う方針であります。 

 内部留保資金については、今後予想される小売業界内における競争の激化に対処すべく、経営基盤の更なる充

実・強化のため有効投資に活用する方針であります。なお、平成18年6月期の期末配当につきましては30円を予

定しております。 

 

（３）目標とする経営指標 

長期ビジョンとして、「収益力№1」・「シェア№1」・「企業価値№1」・「満足度№1」を掲げており、それ

ぞれ、「売上高営業利益率10％以上」・「国内スポーツ用品市場全カテゴリーにおける市場シェア№1」・「国

内スポーツ用品企業として株式時価総額№1」・「顧客満足度及び従業員満足度№1」の実現を目指しておりま

す。          

      

（４）中長期的な経営戦略 

スポーツ用品国内市場が年々減少していく中で当社が成長していくためには、事業構造を継続的に革新し、お

客様のニーズを先取りして新しい価値を創造し、顧客満足度を高めていくことが必要であるという認識のもと

で、当社は、将来的に成長するための方向性を示した「アルペンイノベーション36ヶ月プラン」（2005年7月～

2008年6月）を2005年3月に策定いたしました。 

このプランは、中期経営指針として「常に進化するDNAを持つNo.1スポーツ企業の実現」を掲げ、当社の戦

略・組織・運営・店舗・品揃えなど全てをゼロベースで再構成していくことを目指したものであり、2008年6月

期における売上高営業利益率10％を数値目標として掲げております。 

主要課題への対応方針として以下の3点の実現が主軸となっております。 

 ①顧客ロイヤルティの向上による着実な客数増・購入点数増の実現 

(a）既存店を含む全ての店舗について、品揃え・店舗演出等をゼロベースで改革し、客単価・客点数の向

上を図る 

（b）アルペングループカードを軸にマーケティング手法を高度化し、高ロイヤルティ顧客基盤を拡大する 

 (c) 臨機応変な「思いやりの接客」を実践し、顧客満足度向上を図る。 

 ②事業全般にわたる総合的ブランドマネジメントの実現 

(a) 企業・ストア・商品のブランドコンセプトを統合的に管理することにより、グループ全体のコアコン

ピタンスとして「ブランド力」の強化を図る。 

(b) イグニオ・キスマーク・ティゴラ等の自社コアブランドに対する経営資源の戦略的投下を行うことで、

自社ブランドの売上比率向上を図る。 
 ③絶え間ない経営システムの革新 

(a) 株主価値最大化を指向した業績評価・管理体制を確立する。 

(b) サプライチェーンマネジメントシステムの構築、店舗作業システムの改善等により、筋肉質なオペ

レーションを確立する。 

(c) 人材の成長を支援し成果に報いるための制度的仕組みを整備し、従業員のモチベーションを高め、優

秀な人材を惹き付ける。 

（d）内部統制システムを整備し、株主をはじめとする全てのステークホルダーから信頼される企業運営体

制を確立する。 

－  － 
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（５）会社の対処すべき課題 

  今後の見通しにつきましては、我が国経済の着実な回復に伴って個人消費は緩やかな上向き基調で推移すると

見込まれます。 

  このような環境の中、当社は一般スポーツ領域の強化を行うために、「イグニオ」「キスマーク」「ティゴ

ラ」など、複数の自社ブランド商品の企画・開発による商品力強化と、｢スポーツデポ｣「ゴルフ５」を中心と

した出店数増加による売場面積拡大、およびデータベースマーケティングによる顧客ロイヤルティ策の導入に

よる、店舗販売力強化を目指してまいります。特に、自社ブランド商品については、スポーツアパレルとカ

ジュアルウェアの垣根の低下により拡大しつつあるスポーツテイストのカジュアルウェア領域における積極的

展開を軸に、全分野を通じて自社ブランド商品の売上構成比率の向上を図り、売上総利益率の向上を目指して

まいります。同時に、店舗オペレーション効率の改善を更に実施しつつ、人材育成の強化によって店頭サービ

ス品質の向上を図ってまいります。また、サプライチェーンマネジメントシステムを高度化し、機会損失の低

減も図ってまいります。 

 

（６）親会社に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

  （７）事業等のリスク 

 ①スポーツ小売業界の市場動向について 

当社グループが属するスポーツ・レジャー用品業界におきましては、少子化による若年層の減少、ライフスタ

イルの変化等の影響により、市場規模は縮小する傾向にあります。 

また、既存のスポーツ・レジャー用品販売業者に加えて、中古クラブショップ、インターネットショップ等の

新たな業態との競合激化による低価格化も生じており、当業界は厳しい状況にあります。 

当社グループといたしましては、「スポーツデポ」等の大型店舗の積極的な店舗展開による競争力の向上、

マーケティング活動の推進による仕入数量の適正化及び仕入先との継続的な交渉による仕入価格の引下げ交渉等

により、収益構造の強化を図っております。 

ただし、当社の想定を上回る速度で市場規模の縮小が進行し、他社との競合等が激化した場合には、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ②季節的変動について 

 当社グループの商品は、ウインター部門、ゴルフ部門、一般スポーツ部門から構成されており、冬季にウイン

ター部門の商品群の需要が高まるため、下期に売上高及び利益が増加する傾向にあります。とりわけ、当該部門

は相対的に利益率の高い自社ブランド商品の構成比が高いため、当社グループの営業利益も、下期にやや偏重す

る傾向にあります。 

 当社グループといたしましては、ウインター部門以外においても自社ブランド商品の拡充等、商品力の強化を

行い、利益の平準化を図ることにより、季節的変動の影響を低減させることに努めております。 

 ただし、当初の計画どおり、他部門の商品力の強化が奏功せず、温暖化に伴う自然降雪量の減少、暖冬等の季

節変動の影響によりウインタースポーツ用品の需要が減少した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

 

 ③消費者の嗜好変化について 

当社グループはゴルフクラブ、スキーウェア等、趣味性の高い商品を取扱っているため、消費者の嗜好の変化

による影響を受けております。 

当社グループといたしましては、商品企画精度の向上を図るとともに、販売動向に沿った自社ブランド商品の

開発、供給に務めることにより、消費者の需要喚起を図っておりますが、消費者の嗜好の変化に対応できず、適

切な商品政策が実施できない場合には、当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。 

 

 

 

－  － 
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 ④出退店方針について 

当社グループは、一般スポーツ市場の開拓を目的とした「スポーツデポ」、従来と比較して店舗面積を拡大し

た「ゴルフ５」の出店を行うとともに、市場縮小及び他社の大型店舗との競合等により競争力が低下した「アル

ペン」、「ゴルフ５」の小型店舗を閉鎖することより、競争力の向上に取り組んでおります。 

そのため、出店に伴うオープン前の人件費、宣伝広告費及び設備投資による減価償却費等の負担増により、当

社が想定した売上高を確保できない場合には、収益性が低下する可能性があります。 

また、退店時におきましては、当社は、退店した店舗跡地を転貸することにより解約損の発生の抑制に努めて

おりますが、新たな借主を確保できない場合には、店舗設備の除却損に加えて、店舗解約損が一時的に発生する

こととなります。 

   

 ⑤敷金保証金の回収可能性について 

   当社グループは土地所有者との間で長期賃借契約を締結し、主に店舗用地を確保しておりますが、店舗閉鎖等、

当社の事情による中途解約については、出店時に支払った敷金ならびに保証金が返還されない場合があります。 

   さらに、出店後の土地所有者の信用状態が悪化した場合においても、敷金ならびに保証金が返還されない可能

性があります。 

 

 ⑥為替変動の影響について 

当社グループは、価格競争力のある商品調達を行うことを目的として、一部の商品を当社が直接、若しくは海

外メーカーの日本法人等から間接的に海外から仕入れております。 

 当社は為替変動リスクを抑制するために、為替予約等のヘッジを行っておりますが、為替レートが急激に変動

した場合には、仕入原価の上昇要因となり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

   ⑦業績不振の子会社について 

当社グループでは、株式会社コーワゴルフ開発においてゴルフ場の運営を、また株式会社アルペントラベル企

画においてはスキー旅行を中心とした旅行業を行っておりますが、これらの子会社においては、近年のゴルフ、

スキー離れに伴う顧客数の減少、価格競争の激化等により継続的に経常損失を計上する等、厳しい状況にありま

す。とりわけ株式会社コーワゴルフ開発については、含み損が生じていた事業資産の売却損等の影響もあり、平

成18年3月期においては1,570百万円の債務超過の状態となっております。 

当社グループといたしましては、経費の削減のみならず、割引券の配布等、顧客数増加策を実施することによ

り、業績の改善を図っておりますが、計画通りにこれらの子会社の業績が改善しない場合には当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ⑧大規模店舗立地法による出店規制について 

 当社グループは、全国に店舗展開を行っておりますが、売場面積が1,000平方メートルを超える新規出店及び

増床については、大規模小売店舗立地法の規制を受けており、都市計画、交通、地域環境等の観点から配慮を求

められております。当社グループにおいては、売場面積が1,000平方メートルを超える店舗の出店が中心である

ため、これらの調整過程の中で、計画通りの出店もしくは増床が出来ず、出店計画の変更、延期等が発生した場

合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ⑨製造物責任について 

 当社グループは、国内外の工場で厳格な品質管理を行い各種製品を製造していることに加えて、万一の場合に

備えて製造物責任賠償に係る各種保険に加入しております。 

 ただし、大規模なリコール等につながる製品の欠陥が生じた場合には、加入している保険の補償額限度内で賠

償を賄える保証がないだけでなく、多額のコストの発生、当社グループの信用力の低下により、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ⑩個人情報の取り扱いについて 

当社グループにおいては、インターネット通販顧客及びポイントカード会員等の個人情報を有しているため、

個人情報保護規程を制定し、運用する等、個人情報の漏洩の防止に取り組んでおります。 

－  － 
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ただし、顧客情報が流出し、当社グループの信用力が低下した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

 

 ⑪短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について 

厚生労働省は、将来にわたる年金財政の安定化等を目的に、短時間労働者に対する社会保険への加入基準を拡

大するべく検討しております。当社は、平成18年6月末現在において3,548人の臨時従業員を雇用しており、業種

柄多くの短時間労働者が就業しております。今後、当該年金制度が変更され、社会保険の適用基準の拡大が実施

された場合には、当社グループが負担する保険料の増加等により当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ⑫財政状態及び経営成績の変動について 

当社グループは、過年度より、資産価値が低下したリゾート施設等の固定資産の売却・除却、関係会社株式の

評価減及び減損会計の早期適用等、財務体質及び収益性の改善に取り組んできたことにより、財務体質の改善が

相当程度進んでいるものと認識しております。 

ただし、当社グループは、業態上、総資産に占める有形固定資産の比率が相対的に高いことに加えて、今後に

おきましても積極的に出店を行うことにより、当該資産の構成比率は高まるものと考えております。 

そのため、店舗設備の収益性の低下、地価等の下落等が生じた場合には、損失が発生する可能性があります。 

 

－  － 
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３. 経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

 ①当期の概況 

 連結                                                                           (単位：百万円) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

平成18年6月期実績 173,265 13,462 7,213

平成17年6月期実績 161,227 9,438 5,061

前期比（％） 107.5 142.6 142.5

 
  個別                                                                             (単位：百万円) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

平成18年6月期実績 168,920 12,696 6,257

平成17年6月期実績 155,850 9,083 4,358

前期比（％） 108.4 139.8 143.6

 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、原油高に伴う原材料の高騰という不安定要因はあるものの、生産

や輸出の増加に支えられた企業収益の改善や雇用情勢の改善等による家計所得の好転に伴って、個人消費が

増加するなど、景気は緩やかな回復基調となりました。 

  このような状況の下、当社グループ（当社及び連結子会社）は中期経営計画「アルペンイノベーション36

ヶ月プラン」をスタートさせ、①顧客ロイヤルティの向上による着実な客数増・購入点数増の実現、②事業

全般にわたる統合的ブランドマネジメントの実現、③絶え間ない経営システムの革新による、「ブランド力

の飛躍的向上による持続的収益力の確立」を目指した活動を開始いたしました。施策面としては、デザイ

ン・機能性・価格において競合優位性を有する自社ブランドをより強化するために、既存のブランドを統合

して再構築した初級者から中級者層を主要ターゲットとする「イグニオ」、及び、競技者等上級者を主要タ

ーゲットとする「ティゴラ」の2ブランドを2006年3月に新たに立ち上げ、積極的な企画開発、広告宣伝を行

ってまいりました。また、売場のゾーニング・陳列・演出の改善、店舗オペレーション体制の効率化を図っ

てまいりました。さらにはロイヤルティ強化プログラムとして提携クレジットカード｢アルペングループカー

ド｣を新たに導入し、急速な会員数の拡大を実現しております。 

  こうした施策に加えて、積極的な出店方針を推進し、「スポーツデポ」11店舗、「ゴルフ５」18店舗、

「アルペン」1店舗の計30店舗を出店しましたが、不採算店及び自社大型店舗の出店に伴う小型店の閉鎖も着

実に実施し、「ゴルフ５」11店舗、「アルペン」30店舗を閉店いたしました。これにより、当期末の店舗数

は、「アルペン」121店舗、「ゴルフ５」163店舗、「スポーツデポ」61店舗の計345店舗となり、売場面積は

8,635坪増加し151,444坪となりました。また新業態として、大型フィットネス施設である「アルペンフィッ

トネスクラブ」を甲府に出店したほか、30坪前後のスペースで展開する女性限定のフィットネス施設である 

「アルペンクイックフィットネス」を、愛知県と神奈川県に出店いたしました。 

  以上の結果、当連結会計年度における当社グループにおいては、 物販部門について順調な業績で推移し、

当連結会計年度の売上高は173,265百万円（前年同期比7.5％増）、営業利益12,048百万円（同39.8％増）、

経常利益13,462百万円（同42.6％増）、当期純利益7,213百万円（同42.5％増）となりました。 
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  以上の内容を部門別に示すと、次の通りであります。 

   (ウィンター) 

 ウィンター用品については、市場の縮小傾向が継続する中、ウィンタースポーツ用品の取り扱い比率が高い

「アルペン」店舗の閉鎖を進めたことにより月平均売場面積が前期比約13％減少したものの、自社ブランド商

品について、高付加価値商品の開発や価格戦略商品の開発を行い、販売力を強化してきたことに加えて、例年

に比べると早い時期である11月からの記録的な気温の低下と降雪によって12月初旬より滑走可能なスキー場が

数多く発生したこともあり、売上高は30,764百万円と前期比5.8％の減少に留めることが出来ました。 

 

     (ゴルフ) 

 ゴルフ用品については「ゴルフ５」大型店の積極的な出店によって、月平均売場面積が約13％増加しました。

個人消費の回復基調、団塊世代の退職、女子プロゴルファー人気、ゴルフプレー料金の低下等に支えられたゴ

ルフ市場の活性化により、上期においては前年同期比約15％の増加と売上高の高い伸びを達成しました。下期

においては、積雪によるゴルフ場の閉鎖や春先からの天候不順等の影響と、2008年1月からのゴルフクラブヘ

ッドのスプリング効果の性能に関する日本ゴルフ協会（JGA）ルールの改定に向けて相次いで発売された新製

品に対しての様子見による買い控え現象等から、苦戦を強いられましたが、売上高は65,673百万円と前期比

11.0％の伸びを確保しました。 

 

     (一般スポーツ) 

 一般スポーツ用品については主力業態となる「スポーツデポ」の積極的な出店によって月平均売場面積が約

9％増加しました。同時に「スポーツデポ」のゾーニング、レイアウト、店内サイン等の変更によって特にウ

ェア商品選択の容易性の改善をはかり、店頭販売員による販売強化等も実施しました。また、2006年3月に販

売を開始した自社ブランド「イグニオ」、「ティゴラ」の売上増加効果や、ワールドベースボールクラシック

(WBC)や、FIFAワールドカップでの日本チームの活躍による野球、サッカー用品販売の好調、ヨガ・フィット

ネスブームによる同ウェア販売の好調、さらに冬季の厳しい寒波の影響による防寒衣料の販売が伸びたことも

寄与し、売上高は71,769百万円と売場坪数の伸びを上回る前期比10.0％の増加となりました。 

 

    (その他) 

  スキー場運営につきましては、近年のスキー人口の減少や近隣スキー場との集客競争の激化等、厳しい環

境にはありますが、シーズン初期からの降雪と店舗でのリフト割引券の配布等の集客活動により好調な推移

を示し、売上高は前期比約9％の増加となりました。 

ゴルフ場運営につきましては、各ゴルフ場での営業活動および「ゴルフ５」での割引券配布等の集客活動を

展開したものの、11月からの記録的な積雪や、春先の天候不順等が業績に影響して前期並の売上高に留まり

ました。 

 また、その他といたしまして、当期より提携クレジットカード「アルペングループカード」の会員紹介イ

ンセンティブ収入を計上したことにより、売上高は5,057百万円と前期比21.3％の増加となりました。 
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②次期の業績見通し 

   連結                                                                          (単位：百万円) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

平成19年6月期予測 185,540 13,500 7,320

平成18年6月期実績 173,265 13,462 7,213

前期比（％） 107.0 100.2 101.4

 

  

  個別                                                                          (単位：百万円) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

平成19年6月期予測 181,100 13,000 6,650

平成18年6月期実績 168,920 12,696 6,257

前期比（％） 107.2 102.3 106.2

   

 次期の見通しにつきましては、原油高等の不安定要因はあるものの、個人消費は緩やかな増加傾向が続く

ものと予想しております。しかしながら、スポーツ用品業界においては、業態を超えた競争が一層激しさを

増しております。当社グループとしては、マーケティング・商品企画体制の強化を進めることにより、「イ

グニオ」「キスマーク」等自社ブランド商品の品質・デザイン性を高め、他社・他業態とは差別化を図った

商品構成をジュニアからシニアまで幅広い顧客層に提案するとともに、「アルペングループカード」の拡大

による高ロイヤルティ顧客基盤拡大、上級者層への専門的アドバイス力強化等の諸施策を進めることで、収

益力の強化を目指してまいります。出店の計画としては、スポーツデポ・ゴルフ5・アルペンの3業態合計で

34店舗の新規出店を予定しております。 

 

（２）財政状態 

   ①当連結会計年度の資産、負債及び資本の状況 

 当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ24,775百万円増加し、160,068百万円となり

ました｡ これは主に、新株発行による現金及び預金の増加9,132百万円、有価証券の増加7,000百万円及び出

店による売場面積の増加に伴うたな卸資産の増加3,228百万円によるものであります。 

  負債合計は、前連結会計年度末に比べ16,577百万円減少し、79,533百万円となりました｡ 

  流動負債は、主に短期借入金の返済及び1年以内返済予定長期借入金の減少により14,387百万円減少し、

53,939百万円となりました。 

 固定負債は、主に長期借入金の返済及び預り保証金の償還により2,189百万円減少し、25,593百万円となり

ました。 

   株主資本は、前連結会計年度末に比べ41,282百万円増加し、80,596百万円となりました。 

 これは主に、新株発行による資本金及び資本剰余金の増加34,200百万円、当期純利益7,213百万円によるもの

であります。 

   この結果、株主資本比率は50.3％となり、前連結会計年度末に比べて21.3％上昇しております。 
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 ②当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況                   (単位：百万円)                

区 分 前    期 当    期 

営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 11,074 9,204 

投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー △6,784 △9,164 

財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー △7,370 17,846 

現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額 74 46 

現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △3,006 17,933 

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 12,393 9,742 

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 9,742 27,675 

  

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は27,675百万円（前年同期比

184.1％増）となりました。 

 これは主に、好調な業績を反映して税金等調整前当期純利益13,407百万円を計上し、また株式の発行によ

る収入34,067百万円、法人税等の支払額6,323百万円、有形固定資産の取得による支出6,720百万円及び長期

借入金の返済による支出16,151百万円が大きく影響したものであります。 

 

当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

   (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

  営業活動の結果得られた資金は9,204百万円（前年同期比16.8％減）となりました。 

これは主に、税金等調整前当期純利益が13,407百万円（同47.0％増）となりましたが、たな卸資産の増加額

3,228百万円（同178.9％増）及び法人税等の支払額6,323百万円（同47.3％増）となったことによるもので

あります。 

 

   (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

  投資活動の結果使用した資金は9,164百万円（前年同期比35.0％増）となりました。 

これは主に、出店増により、有形固定資産の取得による支出6,720百万円（同42.1％増）及び差入保証金等

の支出3,209百万円（同3.1％減）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資金は17,846百万円（前年同期比25,216百万円増）となりました。 

これは主に、株式の発行による収入34,067百万円及び長期借入金の返済による支出16,151百万円（同1.6％

減）によるものであります。 
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  ③キャッシュ・フローの指数トレンド 

 平成16年6月期 平成17年6月期 平成18年6月期 

株主資本比率（％） 24.6 29.0 50.3

債務償還年数（年） 2.6 3.4 2.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 16.7 15.6 18.9

  (注) 1．株主資本比率：株主資本／総資産 

     2．債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

     3.インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

         ※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

  ※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」を使用しております。有利子負債は、連結財務諸表に計上されている負債のうち利子を支払ってい

る全ての負債を対象にしております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利

息の支払額」を使用しております。 
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４．連結財務諸表等 

（１）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成17年6月30日） 

当連結会計年度 

（平成18年6月30日） 
対前年比 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

増減 

（百万円） 

（資産の部）      
Ⅰ 流動資産      
１．現金及び預金 ※2  11,625  20,757  
２．受取手形及び 

    売掛金 
  3,381  3,984  

３．有価証券   ―  7,000  

４．たな卸資産   39,033  42,261  

５．繰延税金資産   977  1,407  

６．その他   2,590  2,063  

貸倒引当金   △9  △10  

流動資産合計   57,599 42.6  77,464 48.4 19,865

Ⅱ 固定資産      
１．有形固定資産      
(1) 建物及び構築物 ※2 39,801 43,534   

減価償却累計額  18,285 21,515 19,223 24,311  

(2) 機械装置及び 

    運搬具 
 2,798 2,498   

減価償却累計額  1,721 1,077 1,738 760  

(3) 工具器具備品  2,901 3,130   

減価償却累計額  2,306 595 2,380 750  

(4) 土地 ※2  19,203 17,479  

(5) コース勘定   1,447 1,447  

(6) 建設仮勘定   1,158 1,278  

(7) その他   109 109  

有形固定資産合計   45,107 33.3 46,136 28.8 1,029

２．無形固定資産   492 0.4 522 0.3 29

３．投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 ※1     105 166  

(2) 差入保証金     25,251 25,176  

(3) 繰延税金資産     2,903 2,875  

(4) 賃貸用固定資産 ※2 2,999 4,377   

減価償却累計額  1,577 1,422 2,010 2,367  

(5) 長期性預金   ― 2,400  

(6) その他      2,775 3,155  

  貸倒引当金      △364 △197  

投資その他の資産 

合計 
  32,093 23.7 35,944 22.5 3,851

固定資産合計   77,692 57.4 82,603 51.6 4,910

資産合計   135,292 100.0 160,068 100.0 24,775
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前連結会計年度 

（平成17年6月30日） 

当連結会計年度 

（平成18年6月30日） 
対前年比 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

増減 

（百万円） 

（負債の部）       
Ⅰ 流動負債       
１．支払手形及び 

    買掛金 
※2  31,813 26,528  

２．短期借入金    8,500 ―  

３．１年以内返済予定 

    長期借入金 
※2  11,926 6,340  

４．１年以内償還 
    予定社債 

  2,100 1,400  

５．未払金   ― 8,170  

６．未払法人税等   3,885 4,276  

７．賞与引当金   258 285  

８．役員賞与引当金   ― 38  

９．ポイント値引 
    引当金 

  830 1,417  

10．設備支払手形   2,417 2,623  

11．繰延税金負債   ― 24  

12．その他   6,595 2,835  

流動負債合計   68,327 50.5 53,939 33.7 △14,387

Ⅱ 固定負債     

１．社債   3,750 4,200  

２．長期借入金 ※2  11,785 11,020  

３．退職給付引当金   3,242 3,499  

４．役員退職慰労 
  引当金 

  513 523  

５．転貸損失引当金   311 231  

６．預り保証金   6,713 5,387  

７．繰延税金負債   ― 9  

８．その他   1,466 722  

固定負債合計   27,783 20.5 25,593 16.0 △2,189

負債合計   96,110 71.0 79,533 49.7 △16,577

（資本の部）     

Ⅰ 資本金 ※4  1,393 1.0 ―  

Ⅱ 資本剰余金   1,233 1.0 ―  

Ⅲ 利益剰余金   36,687 27.1 ―  

 Ⅳ  その他有価証券評価
差額金 

  26 0.0 ―  

 Ⅴ 為替換算調整勘定   △158 △0.1 ―  

資本合計   39,181 29.0 ―  

負債及び資本 
合計 

  135,292 100.0 ―  
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前連結会計年度 

（平成17年6月30日） 

当連結会計年度 

（平成18年6月30日） 
対前年比 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

増減 

（百万円） 

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

 １．資本金   ― 15,163 9.5 

 ２．資本剰余金   ― 21,663 13.5 

 ３．利益剰余金   ― 43,769 27.3 

   株主資本合計   ― 80,596 50.3 

Ⅱ 評価・換算差額等     

  １．その他有価証券評
価差額金 

  ― 62 0.0 

  ２．繰延ヘッジ損益   ― △11 △0.0 

 ３．為替換算調整勘定   ― △111 △0.0 

    評価・換算差額 
       等合計 

  ― △61 △0.0 

純資産合計   ― 80,535 50.3 

負債純資産合計   ― 160,068 100.0 
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（２）連結損益計算書 

  

前連結会計年度 

（自 平成16年7月 1日 

至 平成17年6月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年7月 1日 

    至 平成18年6月30日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

増減 
（百万円）

Ⅰ 売上高 ※1  161,227 100.0 173,265 100.0 12,038

Ⅱ 売上原価 ※2  92,681 57.5 97,755 56.4 5,074

売上総利益   68,546 42.5 75,510 43.6 6,964

Ⅲ 販売費及び 

一般管理費 
    

１．販促広告費  5,682 6,355   

２．従業員給与賞与  19,259 20,455   

３．法定福利・厚生

費 
 2,972 2,955   

４．退職給付費用  868 769   

５．賞与引当金繰入  258 284   

６．役員退職慰労 

  引当金繰入 
 20 25   

７．賃借料  15,779 16,164   

８．減価償却費  2,570 2,938   

９．貸倒引当金繰入  177 21   

10．その他  12,337 59,926 37.2 13,492 63,462 36.6 3,536

営業利益   8,620 5.3 12,048 7.0 3,428

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  189 205   

２．受取配当金  30 ―   

３．不動産賃貸収入  1,076 1,026   

４．デリバティブ 

  評価益 
 283 594   

５．為替差益  ― 365   

６．その他  968 2,548 1.6 828 3,021 1.7 472

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  716 506   

２．不動産賃貸費用  861 779   

３．その他  152 1,730 1.1 320 1,606 0.9 △123

経常利益   9,438 5.8 13,462 7.8 4,023
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前連結会計年度 

（自 平成16年7月 1日 

至 平成17年6月30日） 

当連結会計年度 

       （自 平成17年7月 1日 

         至 平成18年6月30日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

増減 
（百万円）

Ⅵ 特別利益     

１．固定資産売却益 ※3 109 137   

２．預り保証金償還 

    益 
 1,372 687   

３．その他  13 1,495 0.9 3 829 0.5 △665

Ⅶ 特別損失     

１．前期損益修正損 ※6 300 ―   

２．固定資産売却・ 

    除却損 
※4 99 55   

３．減損損失 ※5 957 643   

４．転貸損失引当 

    金繰入 
 14 51   

５．店舗解約損  95 130   

６．退職給付会計 

    基準変更時差 

    異処理額 

 298 ―   

７．その他  50 1,817 1.1 4 884 0.5 △932

税金等調整前 

当期純利益 
  9,116 5.6 13,407 7.8 4,290

法人税、住民税

及び事業税 
 5,168 6,581   

法人税等調整額  △1,112 4,055 2.5 △387 6,193 3.6 2,138

当期純利益   5,061 3.1  7,213 4.2 2,152
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（３）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

連結剰余金計算書 

  

前連結会計年度 

（自 平成16年7月 1日 

    至 平成17年6月30日） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   313 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

増資による新株の発行  920 920 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   1,233 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   31,852 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

当期純利益  5,061 5,061 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

配当金  97  

連結子会社増加に伴う減少

高 
 129 226 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   36,687 
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連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成17年7月1日 至 平成18年6月30日） 

株主資本 評価・換算差額等  

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

株主 

資本 

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 

純資産 

合計 

平成17年 6月30日残高 

（百万円） 
1,393 1,233 36,687 39,314 26 ― △158 △132 39,181

連結会計年度中の 

変動額 
    

新株の発行 13,770 20,430 34,200   34,200

剰余金の配当   △101 △101   △101

当期純利益   7,213 7,213   7,213

利益処分役員賞与   △30 △30   △30

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額（純額） 

  36 △11 46 70 70

連結会計年度中の変動

額合計  （百万円） 
13,770 20,430 7,082 41,282 36 △11 46 70 41,353

平成18年 6月30日残高 

     （百万円） 
15,163 21,663 43,769 80,596 62 △11 △111 △61 80,535
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年7月 1日 

      至 平成17年6月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年7月 1日 

    至 平成18年6月30日） 

対前年比

区分 注記番号 金額（百万円） 金額（百万円） 
増減 

（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  9,116 13,407  

減価償却費  2,890 3,037  

長期前払費用の償却費  147 187  

貸倒引当金の増減額（△は減少）  221 △166  

ポイント値引引当金の増減額（△は減少）  454 586  

退職給付引当金の増減額（△は減少）  719 256  

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)  20 10  

差入保証金等の家賃相殺額  1,751 1,907  

受取利息及び受取配当金  △220 △205  

支払利息  716 506  

デリバティブ評価損益（△は益）  △283 △594  

固定資産売却・除却損  99 55  

固定資産売却益  ― △137  

減損損失  957 643  

預り保証金償還益  △1,372 △687  

売上債権の増減額（△は増加）  △349 △602  

たな卸資産の増減額（△は増加）  △1,157 △3,228  

仕入債務の増減額（△は減少）  1,970 △1,495  

未払消費税等の増減額（△は減少）  △156 229  

その他  481 2,266  

    小計  16,006 15,975 △31

利息及び配当金の受取額  49 18 

利息の支払額  △712 △485 

法人税等の還付額  21 20 

法人税等の支払額  △4,290 △6,323 

営業活動によるキャッシュ・フロー  11,074 9,204 △1,870

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  △1,050 △1,100  

定期預金の払戻による収入  1,700 500  

有形固定資産の取得による支出  △4,726 △6,720  

有形固定資産の売却による収入  389 825  

無形固定資産の取得による支出  △60 △118  

長期前払費用の支出  △251 △348  

差入保証金等の支出  △3,312 △3,209  

差入保証金等の収入  561 936  

その他  △33 72  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △6,784 △9,164 △2,379

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（△は減少）  3,500 △8,500  

長期借入による収入  3,000 9,800  

長期借入金の返済による支出  △16,415 △16,151  

社債発行による収入  3,914 2,249  

社債の償還による支出  △1,850 △2,550  

預り保証金の償還による支出  △1,262 △899  

株式の発行による収入  1,840 34,067  

配当金の支払額  △97 △101  

その他  ― △68  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △7,370 17,846 25,216

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  74 46 △28

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △3,006 17,933 20,939

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  12,393 9,742 △2,651

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期

首残高 
 355 ― △355

9,742 27,675 17,933Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成16年 7月 1日 

至 平成17年 6月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年 7月 1日 

至 平成18年 6月30日） 

(1)連結子会社数  9社 

 (会社名) 

 株式会社 ジャパーナ 

 株式会社 北海道アルペン 

 株式会社 コーワゴルフ開発 

 株式会社 ロイヤルヒルズ 

 株式会社 ゴルフプランナー 

 株式会社 キスマークジャパン 

 株式会社 スポーツロジスティックス 

 無錫ジャパーナ体育用品有限公司 

 株式会社 アルペントラベル企画 

 

 前連結会計年度において非連結子会社であった

株式会社アルペントラベル企画は、重要性が増し

たことにより当連結会計年度より連結の範囲に

含めております。 

(1)連結子会社数  9社 

 (会社名) 

 株式会社 ジャパーナ 

 株式会社 北海道アルペン 

 株式会社 コーワゴルフ開発 

 株式会社 ロイヤルヒルズ 

 株式会社 ゴルフプランナー 

 株式会社 キスマークジャパン 

 株式会社 スポーツロジスティックス 

 無錫ジャパーナ体育用品有限公司 

 株式会社 アルペントラベル企画 

１．連結の範囲に関する事項 

(2)非連結子会社数 1社 

 (会社名) 

 株式会社 エス・エー・ピー 

 連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、

売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益

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。 

  なお、前連結会計年度において連結子会社であ

りました台湾ジャパーナ股份有限公司は清算した

ため連結の範囲から除いておりますが、清算結了

時迄の損益計算書については連結しております。

(2)非連結子会社数 1社 

 (会社名) 

 株式会社 エス・エー・ピー 

 連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、

売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益

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  持分法を適用しない非連結子会社(株式会社エ

ス・エー・ピー)は当期純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて持分

法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重要性がないた

め持分法の範囲から除外しております。 

   同左 

 連結子会社のうち、株式会社コーワゴルフ開発、

株式会社アルペントラベル企画の決算日は3月31

日であります。 

 連結財務諸表作成に当たっては、同日現在の財

務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調整を行ってお

ります。  

 なお、株式会社アルペントラベル企画は決算日

を6月30日から3月31日に変更したため、当連結会

計年度においては、平成16年7月1日から平成17年

3月31日までの9ヶ月決算となっております。 

 連結子会社のうち、株式会社コーワゴルフ開発、

株式会社アルペントラベル企画の決算日は3月31

日であります。 

 連結財務諸表作成に当たっては、同日現在の財

務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調整を行ってお

ります。  

 

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、無錫ジャパーナ体育用品有

限公司の決算日は12月31日であります。 

 連結財務諸表作成に当たって、この会社につい

ては、3月31日現在で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

 連結子会社のうち、無錫ジャパーナ体育用品有

限公司の決算日は12月31日であります。 

 連結財務諸表作成に当たって、この会社につい

ては、3月 31 日現在で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調整を行ってお

ります。 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成16年 7月 1日 

至 平成17年 6月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年 7月 1日 

至 平成18年 6月30日） 

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 

①有価証券 

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

は全部資本直入法により処理し、売却原価は総平

均法により算定)によっております。 

  時価のないもの 

 総平均法による原価法によっております。 

 ②デリバティブ 

 時価法によっております。 

 ③たな卸資産 

 a 商品、製品、仕掛品 

   当社については移動平均法による低価法を

採用し、連結子会社については、総平均法に

よる原価法を採用しております。 

  b 原材料、貯蔵品 

     最終仕入原価法を採用しております。 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

 ①有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

    同左 

 

 

  時価のないもの 

    同左 

 ②デリバティブ 

   同左 

 ③たな卸資産 

 a 商品、製品、仕掛品 

  同左 

 

 

 b 原材料、貯蔵品 

    同左 

 (2)重要な減価償却資産の減価償却方法 

 ①有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定率法を、また在外

連結子会社は定額法を採用しております。 

 但し、当社及び国内連結子会社の平成10年4月1

日以降取得の建物(建物附属設備は除く)は定額

法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次の通りであります。 

 建物及び構築物  10年～34年 

 機械装置及び運搬具 4年～17年 

 また、当社は定期に基づく借地権上の建物につ

いては耐用年数を借地期間、残存価額を零とする

定額法によっております。 

 なお、上記に係る耐用年数は15年～20年であり

ます。 

 ②無形固定資産 

 定額法によっております。 

 ソフトウェア(自社利用分)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。 

 ③長期前払費用 

 定額法によっております。 

(2)重要な減価償却資産の減価償却方法 

 ①有形固定資産 

  同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②無形固定資産 

  同左 

 

 

 

 ③長期前払費用 

  同左 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成16年 7月 1日 

至 平成17年 6月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年 7月 1日 

至 平成18年 6月30日） 

 (3)重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不

能見込額を計上しております。 

 a 一般債権 

 主として貸倒実績率法によっております。 

 b 貸倒懸念債権及び破産更生債権等 

 主として個別に回収可能性を勘案した回収不能

見込額を計上しております。 

 ②賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う

額を計上しております。 

 ③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及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。 

 会計基準変更時差異については、5年による均等

額を費用処理しております。 

 過去勤務債務については、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)によ

る定額法により費用処理しております。 

 数理計算上の差異については、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)

による定額法により、発生の翌連結会計年度から

費用処理しております。 

 ④役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるため内規に基

づく期末要支給額を計上しております。 

 ⑤転貸損失引当金 

 店舗転貸契約の残存期間に発生する損失に備え

るため、支払義務のある賃料総額から転貸による

見込賃料収入総額を控除した金額を計上してお

ります。 

 ⑥ポイント値引引当金 

 ポイントカードにより顧客に付与されたポイン

トの利用による売上値引に備えるため、当連結会

計年度末において将来利用されると見込まれる

額を計上しております。 

 ⑦役員賞与引当金 

    ― 

(3)重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 ②賞与引当金 

   同左 

 

 

 ③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及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。 

 過去勤務債務については、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)によ

る定額法により費用処理しております。 

 数理計算上の差異については、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)

による定額法により、発生の翌連結会計年度から

費用処理しております。 

 

 

 ④役員退職慰労引当金 

    同左 

 

 ⑤転貸損失引当金 

   同左 

 

 

 

 ⑥ポイント値引引当金 

   同左 

 

 

 

 ⑦役員賞与引当金 

 役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度

末における年間支給見込額に基づき当連結会計

年度において負担すべき額を計上しております。

 (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、負債及び収益並びに

費用は、在外連結子会社の仮決算日における直物

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に含めて計上してお

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、負債及び収益並びに

費用は、在外連結子会社の仮決算日における直物

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計上して

おります。 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成16年 7月 1日 

至 平成17年 6月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年 7月 1日 

至 平成18年 6月30日） 

(5)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。 

(5)重要なリース取引の処理方法 

  同左 

(6)重要なヘッジ会計の方法 

 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。  また、金

利スワップ及び金利オプションについて特例処理

の条件を充たしている場合には特例処理を、為替変

動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充た

している場合には振当処理を採用しております。

 (6)重要なヘッジ会計の方法 

  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。  また、金

利スワップについて特例処理の条件を充たしてい

る場合には特例処理を、為替変動リスクのヘッジ

について振当処理の要件を充たしている場合には

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)   (ヘッジ対象) 

金利スワップ     借入金利息 

金利オプション   借入金利息 

通貨スワップ    外貨建予定取引 

通貨オプション  外貨建予定取引 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段)   (ヘッジ対象) 

金利スワップ     借入金利息 

通貨スワップ    外貨建予定取引 

 通貨オプション  外貨建予定取引 

 ③ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利

スワップ及び金利オプション取引を行い、外貨建

予定取引の為替リスクを回避する目的で通貨スワ

ップ及び通貨オプションを行っております。  

  ③ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利

スワップ取引を行い、外貨建予定取引の為替リスク

を回避する目的で通貨スワップ及び通貨オプショ

ンを行っております。  

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘ

ッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計と比較

し、その変動額の比率によって有効性を評価して

おります。 

 但し、特例処理によっている金利スワップ及び金

利オプションについては、有効性の評価を省略し

ております。 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計と比

較し、その変動額の比率によって有効性を評価し

ております。 

  但し、特例処理によっている金利スワップについ

ては、有効性の評価を省略しております。 

 

(7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。 

(7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

   同左 

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時

価評価法によっております。 

   同左 

６．連結調整勘定の償却に関す

る事項 

 連結調整勘定は、5年で均等償却しております。

 ただし、金額の僅少なものについては発生年度に

一括で償却しております。 

   同左 

７．利益処分項目等の取扱い 

    に関する事項 

 利益処分又は損失処理の取扱い方法は連結会計

年度中に確定した利益処分又は損失処理に基づい

ております。 

 

― 

８．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内

に満期日の到来する流動性の高い、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

クしか負わない短期的な投資であります。 

     同左 
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会計処理の変更 

前連結会計年度 

（自 平成16年 7月 1日 

至 平成17年 6月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年 7月 1日 

至 平成18年 6月30日） 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、｢役員賞与に関する会計基準｣（企業会計基

準第４号 平成 17 年 11 月 29 日）を適用しております。これにより

営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益がそれぞれ 38 百万円

減少しております。 

 

 

 

 

― 
（貸借対照表の純資産の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「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）及び「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は80,547百万円であります。

 
表示方法の変更 

前連結会計年度 

（自 平成16年 7月 1日 

至 平成17年 6月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年 7月 1日 

至 平成18年 6月30日） 

 

 

 

 

― 

 

 

（連結貸借対照表関係） 

 前連結会計年度まで、流動負債の「その他」に含めて表示してお

りました「未払金」は、負債及び純資産の合計額の100分の1を超え

たため区分掲記いたしました。 

 なお、前連結会計年度末における「未払金」の金額は4,152百万

円であります。 

（連結損益計算書関係） 

1．前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業外収益の「受

取配当金」（当連結会計年度0百万円）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

てあります。 

 

2．前連結会計年度まで、営業外収益の「その他」に含めて表示し

ておりました「為替差益」は、営業外収益の総額の100分の10を超

えたため区分掲記いたしました。 

 なお、前連結会計年度における「為替差益」の金額は125百万円

であります。 

 
追加情報 

前連結会計年度 

（自 平成16年 7月 1日 

至 平成17年 6月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年 7月 1日 

至 平成18年 6月30日） 

｢地方税法等の一部を改正する法律｣ (平成15年法律第9号) が平成

15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当連結会計年度から 

｢法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い｣ (平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実

務対応報告第12号) に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、販売費及び一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が193百万円増加し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益が同額減少しております。 

（連結貸借対照表関係） 

 当連結会計年度より債務引受型一括決済方式によったため、従来

の支払手形発行により決済する方式から支払手形と同様の期日条

件で現金決済する方式に変更しております。さらに期日前支払分は

買掛金から未払金へ振替えております。 

 この変更に伴い、従来の方式によった場合に比較して支払手形及

び買掛金残高は4,635百万円減少し、未払金残高は4,635百万円増加

しております。 
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 注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成17年6月30日） 

当連結会計年度 

（平成18年6月30日） 

※1.非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の通りでありま

す。 

 投資有価証券(株式)                             40百万円 

※1.非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の通りでありま

す。 

 投資有価証券(株式)                             40百万円 

※2.担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産と、これに対応する債務は次の通りであり

ます。 

 a.担保に供している資産 

  (預金)                                       200百万円 

  (建物)                                     2,755百万円 

  (土地)                                    12,140百万円 

  (賃貸用固定資産)                             995百万円 

      (合計)                            16,090百万円 

 

 b.担保付債務 

  (買掛金)                                     115百万円 

  (長期借入金)                              19,441百万円 

                        (1年以内返済予定額を含む)   

      (合計)                            19,556百万円 

※2.担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産と、これに対応する債務は次の通りであり

ます。 

 a.担保に供している資産 

  (建物)                                     1,770百万円 

  (土地)                                    10,438百万円 

  (賃貸用固定資産)                           1,821百万円 

      (合計)                            14,031百万円 

 

 

 b.担保付債務 

  (買掛金)                                     115百万円 

  (長期借入金)                              14,525百万円 

                        (1年以内返済予定額を含む)   

      (合計)                            14,640百万円 

  3.保証債務 

 以下について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っており

ます。 

（保証金額） 

 ゴルフ会員権提携ローン利用者              0百万円（借入金） 

       （合計）                0百万円 

  3.                       ― 

※4.当社の発行済株式総数は、普通株式 5,248,000株であります。 ※4.           ― 

  5.当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結していま

す。 

 当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント

に係る借入金未実行残高等は次の通りであります。 

   当座貸越極度額及び 

    貸出コミットメントの総額                  16,500百万円 

  借入実行残高                       8,500百万円 

     差引額                       8,000百万円 

  5.当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結していま

す。 

 当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント

に係る借入金未実行残高等は次の通りであります。 

  当座貸越極度額及び 

   貸出コミットメントの総額         23,000百万円   

  借入実行残高                      ―百万円 

     差引額                     23,000百万円 
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ファイル名: 010(注記)連結ＰＬ（P.26） 更新日時:2006/08/08 19:33 印刷日時:06/08/09 13:47 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成16年 7月 1日 

至 平成17年 6月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年 7月 1日 

至 平成18年 6月30日） 

※1. ポイント値引引当金繰入額454百万円を控除しております。 ※1. ポイント値引引当金繰入額586百万円を控除しております。 

※2. 低価法による製品・商品の期末評価損は売上原価に算入され

ており、その金額は226百万円であります。 

※2. 低価法による製品・商品の期末評価損は売上原価に算入され

ており、その金額は258百万円であります。 

※3.固定資産売却益の内訳 

   a.船舶航空機                                87百万円 

    b.土地                             12百万円 

  c.建物                              9百万円 

      (合計)                                     109百万円 

※3.固定資産売却益の内訳 

   a.土地                                     107百万円 

    b.建物及び構築物                        15百万円 

    c.機械装置及び運搬具             14百万円 

  d.工具器具備品                 0百万円 

   e.無形固定資産                 0百万円 

  

      (合計)                                     137百万円 

※4. 固定資産売却・除却損の内訳 

  a.建物及び構築物除却損                  73百万円 

    b.建設仮勘定除却損                            13百万円 

    c.工具器具備品除却損                   10百万円 

    d.機械装置及び運搬具除却損                 1百万円 

    e.機械装置及び運搬具売却損                     0百万円 

    （合計）                        99百万円 

※4. 固定資産売却・除却損の内訳 

   a.建物及び構築物除却損                         3百万円 

    b.機械装置及び運搬具除却損                     1百万円 

    c.工具器具備品除却損                    5百万円 

    d.賃貸用固定資産除却損                     2百万円 

    e.機械装置及び運搬具売却損                     0百万円 

   f.工具器具備品売却損              0百万円 

    g.土地売却損                            39百万円 

    h.賃貸用固定資産売却損                         1百万円 

    （合計）                       55百万円 

※5.減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループに

つき減損損失を計上いたしました。 

場所 用途 種類 

スポーツデポ 

尼崎道意店 他   

(兵庫県尼崎市) 

販売用店舗 土地、建物 

構築物 等 

 当社グループは、減損の兆候を判定するに当たっては、原則とし

て店舗資産単位を資産グループとしてグルーピングしております。

 当社グループは、当連結会計年度において、店舗資産について収

益性の低下または土地の著しい下落等により店舗資産の帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(957百万円)として

特別損失に計上しました。その内訳は、土地 323百万円、建物 554

百万円、構築物 56百万円、賃貸用固定資産 16百万円、長期前払費

用 6百万円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定

しており、土地については公示価格により評価しております。 

 また、使用価値により回収可能価額を測定する場合の将来キャッ

シュ・フローの割引率は5％であります。 

※5.減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループに

つき減損損失を計上いたしました。 

場所 用途 種類 

ゴルフ５熊本インタ

ー店  他 

(熊本県熊本市) 

販売用店舗 
土地、建物及び 

構築物 等 

本  社 共用資産 
建物及び構築物 

工具器具備品 

 当社グループは、減損の兆候を判定するに当たっては、原則とし

て店舗資産単位を資産グループとしてグルーピングしております。

 当社グループは、当連結会計年度において、店舗資産について収

益性の低下または土地の著しい下落等により店舗資産の帳簿価額を

また、本社移転計画により本社共用資産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(643百万円)として特別損失に計

上しました。その内訳は、土地108百万円、建物及び構築物263百万

円、建設仮勘定3百万円、工具器具備品16百万円、賃貸用固定資産

250百万円、その他2百万円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定

しており、土地については公示価格により評価しております。 

 また、使用価値により回収可能価額を測定する場合の将来キャッ

シュ・フローの割引率は5％であります。 

※6.前期損益修正損は、機械装置の耐用年数修正に伴う過年度償却

不足分216百万円、店舗権利金の過年度償却不足額等67百万円、

前期分地代家賃8百万円、過年度売掛金過計上分8百万円でありま

す。 

※6.            ― 
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ファイル名: 011(注記)連結株主資本等変動計算書、連結ＣＦ（P.27） 更新日時:2006/08/10 8:58 印刷日時:06/08/10 9:22 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

  当連結会計年度（自 平成17年7月1日 至 平成18年6月30日）              

 １．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式  

 普通株式 5,248,000 35,240,000 ― 40,488,000

 合計 5,248,000 35,240,000 ― 40,488,000

（注）１．普通株式の発行済株式の増加のうち26,240,000株は、平成17年9月28日付の株式分割によるものであり

ます。 

   ２．普通株式の発行済株式の増加のうち8,000,000株は、平成18年3月23日付の有償一般募集（ブックビル

ディング方式）よるものであります。 

   ３．普通株式の発行済株式の増加のうち1,000,000株は、平成18年4月25日付の第三者割当増資によるもの

であります。 

 

  ２．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17年9月28日 

定時株主総会 
普通株式 101 20（3.33） 平成17年6月30日 平成17年9月29日 

 （注）平成17年9月28日付で１株を６株に株式分割しております。当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正

を行った場合の１株当たり数値を（  ）に記載しております。 

 

（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 

決議予定 株式の種類 配当の原資 
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18年9月28日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 1,214 30 平成18年6月30日 平成18年9月29日 

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成18年 6月30日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

（平成17年6月30日現在） （平成18年6月30日現在）
 

 （百万円）

現金及び預金勘定   11,625

預入期間が３ヶ月を超える定期預金    △1,883 

現金及び現金同等物     9,742
  

 
 （百万円）

現金及び預金勘定  20,757

有価証券勘定 7,000

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △83

現金及び現金同等物 27,675
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ファイル名: 012(注記)連結リース取引（P.28） 更新日時:2006/08/08 19:35 印刷日時:06/08/09 13:47 

 （リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成18年 6月30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

損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価額 

相当額 

(百万円) 

減価償却累

計額相当額 

(百万円) 

 

減損損失累

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 
973 430 ― 542

工具器具備品 9,869 5,040 165 4,663

無形固定資産 352 240 ― 111

合計 11,194 5,712 165 5,316

 

取得価額

相当額 

(百万円)

減価償却累

計額相当額 

(百万円) 

 

減損損失累

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 
1,199 547 ― 651

工具器具備品 8,838 3,414 93 5,329

無形固定資産 258 148 ― 110

合計 10,296 4,110 93 6,091

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

１年内 1,827百万円

１年超 3,794百万円

合計 5,622百万円
  

 
１年内 1,926百万円

１年超 4,393百万円

合計 6,320百万円
  

   リース資産減損勘定の残高                       165百万円    リース資産減損勘定の残高                       93百万円

(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、支払利息相当額及び減損損失 

(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、支払利息相当額及び減損損失 
 

支払リース料 2,231百万円

リース資産減損勘定の取崩額 107百万円

減価償却費相当額 2,047百万円

支払利息相当額 168百万円

減損損失 ―百万円
  

 
支払リース料 2,221百万円

リース資産減損勘定の取崩額 71百万円

減価償却費相当額 2,055百万円

支払利息相当額 162百万円

減損損失 ―百万円
 

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によ

っております。 

 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

リース料総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。 

 同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 468百万円

１年超 1,404百万円

 合計 1,872百万円
  

   
１年内 181百万円

１年超 1,563百万円

合計 1,745百万円
 

 

 

― 28 ― 



ファイル名: 013(注記)連結有価証券（P.29） 更新日時:2006/08/08 19:36 印刷日時:06/08/09 13:48 

（有価証券関係） 

 前連結会計年度（平成17年6月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

 株式 16 61 44
連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

小計 16 61 44

 株式 4 4 △0
連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

小計 4 4 △0

合計 20 65 44

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券  

  非上場株式 0 

(2）子会社株式及び関連会社株式  

  子会社株式 40 

 

 

 当連結会計年度（平成18年6月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

 株式 16 122 105
連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

小計 16 122 105

 株式 5 4 △0
連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

小計 5 4 △0

合計 21 126 105

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券  

  非上場株式 0 

   マネーマネジメントファンド 7,000 

(2）子会社株式及び関連会社株式  

  子会社株式 40 
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ファイル名: 014(注記)連結デリバティブ（P.30～31） 更新日時:2006/08/08 19:36 印刷日時:06/08/09 13:48 

（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 

（自 平成16年7月 1日 

    至 平成17年6月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年7月 1日 

    至 平成18年6月30日） 

① 取引の内容及び利用目的等 

 当社は、変動金利の借入金の調達資金を通常3年から7年の固定

金利の資金調達に換えるため、金利スワップ及び金利オプショ

ン取引を行っております。 

 また、連結子会社においては、通常の営業過程における輸入取

引の為替相場の変動によるリスクを軽減するため、通貨スワッ

プ及び通貨オプション取引を行っております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っておりま

すが、ヘッジ手段とヘッジ対象は次の通りです。 

      (ヘッジ手段)        (ヘッジ対象) 

      金利スワップ         借入金利息 

     金利オプション        借入金利息 

      通貨スワップ       外貨建予定取引 

     通貨オプション      外貨建予定取引 

① 取引の内容 

 当社は、変動金利の借入金の調達資金を通常3年から7年の固定

金利の資金調達に換えるため、金利スワップを行っておりま

す。 

 また、連結子会社においては、通常の営業過程における輸入取

引の為替相場の変動によるリスクを軽減するため、通貨スワッ

プ及び通貨オプション取引を行っております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っておりま

すが、ヘッジ手段とヘッジ対象は次の通りです。 

      (ヘッジ手段)        (ヘッジ対象) 

      金利スワップ         借入金利息 

      通貨スワップ       外貨建予定取引 

     通貨オプション      外貨建予定取引 

② 取引に対する取組方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ及び金

利オプション取引を行い、外貨建予定取引為替リスクを回避す

る目的で通貨スワップ及び通貨オプションを行っており、投機

的な取引は行っておりません。 

② 取引に対する取組方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を

行い、外貨建予定取引為替リスクを回避する目的で通貨スワッ

プ及び通貨オプションを行っており、投機的な取引は行ってお

りません。 

③ 取引に係るリスクの内容 

 金利関連における金利スワップ及び金利オプション取引におい

ては、市場金利の変動によるリスクを有しており、通貨関連に

おける通貨スワップ及び通貨オプション取引には、為替相場の

変動によるリスクを有しております。 

 金利関連及び通貨関連とも当社及び連結子会社のデリバティブ

取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内の銀行であるた

め、相手先の契約不履行による、いわゆる信用リスクは、ほと

んどないと判断しています。 

③ 取引に係るリスクの内容 

金利関連における金利スワップにおいては、市場金利の変動に

よるリスクを有しており、通貨関連における通貨スワップ及び

通貨オプション取引には、為替相場の変動によるリスクを有し

ております。 

 金利関連及び通貨関連とも当社及び連結子会社のデリバティブ

取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内の銀行であるた

め、相手先の契約不履行による、いわゆる信用リスクは、ほと

んどないと判断しています。 

④ 取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引に関する内規を設けており、実行及び管理に

ついては、当該内規に準拠して、当社においては財務部が行

い、連結子会社については関係会社管理部が行っております。 

④ 取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引に関する内規を設けており、実行及び管理に

ついては、当該内規に準拠して、財務部が行っております。 

⑤ 取引の時価等に関する事項についての補足事項 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでも

デリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定

元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大き

さを示すものではありません。 

⑤ 取引の時価等に関する事項についての補足事項 

 同左 
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ファイル名: 014(注記)連結デリバティブ（P.30～31） 更新日時:2006/08/08 19:36 印刷日時:06/08/09 13:48 

 

２．取引の時価等に関する事項  

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 通貨関連 

前連結会計年度（平成17年6月30日） 当連結会計年度（平成18年6月30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）

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 

通貨スワップ 59,526 59,526 △363 △363 59,526 59,526 231 231

合  計 59,526 59,526 △363 △363 59,526 59,526 231 231

 
前連結会計年度 当連結会計年度 

 （注）1.時価の算定方法 

通貨スワップ契約を締結している取引金融機関

から提示された価額によっております。 

（注）1．時価の算定方法 

       同左 

2.ヘッジ会計を適用しているものについては、

開示の対象から除外しております。 

2．同左 
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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 

 当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度(総合設立型)、適格退職年金制度または

退職一時金制度を設けております。なお、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。 

 また、一部の連結子会社は、中小企業退職金共済制度に加入しております。 

 

    ２．退職給付債務及びその内訳                                                       (単位：百万円)        

 
前連結会計年度 

（平成17年6月30日） 

当連結会計年度 

（平成18年6月30日） 

(1) 退職給付債務 △11,095 △12,393 

(2) 年金資産 7,163 8,546 

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2) △3,931 △3,847 

(4) 未認識数理計算上の差異 1,523 1,061 

(5) 会計基準変更時差異の未処理額 ― ― 

(6) 未認識過去勤務債務 △825 △703 

(7) 連結貸借対照表計上額純額 

      (3)＋(4)＋(5)＋(6) 
△3,233 △3,488 

(8) 前払年金費用 8 10 

(9) 退職給付引当金 △3,242 △3,499 

  （注）連結子会社は、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。 

 

    ３．退職給付費用の内訳                                          (単位：百万円) 

 

前連結会計年度 

（自 平成16年7月 1日 

  至 平成17年6月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年7月 1日 

  至 平成18年6月30日） 

(1) 退職給付費用 1,167 769 

 ①勤務費用 654 606 

 ②利息費用 201 219 

 ③期待運用収益 △128 △163 

 ④過去勤務債務の費用処理額 △122 △122 

 ⑤数理計算上差異の費用処理額 263 230 

 ⑥会計基準変更時差異の費用処理額 298 ― 

   （注）１．会計基準変更時差異費用償却額298百万円は、5年による按分額を費用処理しており、特別損失として計

上しております。   

２．厚生年金基金に対する従業員負担額を勤務費用から控除しております。 

３．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用及び中小企業退職金制度への拠出は、勤務費用に計上

しております。 
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    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成17年6月30日） 

当連結会計年度 

（平成18年6月30日） 

 ①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

 ②割引率 2％ 同左 

 ③期待運用収益 2％ 同左 

 ④過去勤務債務の処理年数 10年 

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内 

の一定年数による定額法により費用処理 

しております。） 

同左 

 ⑤数理計算上差異の処理年数 10年 

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内 

の一定年数による定額法により翌連結会計

年度から費用処理しております。) 

同左 

 ⑥会計基準変更時差異の処理年数 5年 ― 
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 （税効果会計関係） 

前連結会計年度 

（平成17年6月30日） 

当連結会計年度 

（平成18年6月30日） 

(繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳) (繰延税金資産及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)  (繰延税金資産) 

 ①賞与引当金損金算入限度超過額               105百万円  ①賞与引当金損金算入限度超過額               116百万円 

 ②未払事業税等                               450百万円  ②未払事業税等                               429百万円 

 ③ポイント値引引当金                         337百万円  ③ポイント値引引当金                         575百万円 

 ④役員退職慰労引当金                         208百万円  ④役員退職慰労引当金                         212百万円 

 ⑤退職給付引当金                           1,316百万円  ⑤退職給付引当金                           1,420百万円 

 ⑥転貸損失引当金                             126百万円  ⑥転貸損失引当金                              93百万円 

 ⑦減価償却費                    414百万円  ⑦減価償却費                    499百万円 

 ⑧減損損失                    3,343百万円  ⑧減損損失                    3,280百万円 

 ⑨繰越欠損金                     2,199百万円  ⑨繰越欠損金                     1,888百万円 

 ⑩その他                      594百万円  ⑩その他                      817百万円

    (繰延税金資産小計)                  9,097百万円     (繰延税金資産小計)                  9,334百万円 

  評価性引当金                 △5,195百万円   評価性引当金                 △5,005百万円

    (繰延税金資産合計)                  3,902百万円     (繰延税金資産合計)                  4,329百万円 

  

 (繰延税金負債)  (繰延税金負債) 

①その他有価証券評価差額金                  △42百万円  

②貸倒引当金調整(債権債務の相殺)             △8百万円 

③その他                                    △28百万円 

        (繰延税金負債合計)                  △80百万円 

①その他有価証券評価差額金                    △18百万円  

②貸倒引当金調整(債権債務の相殺)              △ 7百万円 

        (繰延税金負債合計)                    △25百万円 

 

 

  

   繰延税金資産の純額                         3,877百万円    繰延税金資産の純額                         4,248百万円 

  

(繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれてお

ります) 

(繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれており

ます) 

 ・流動資産 ― 繰延税金資産              977百万円  ・流動資産 ― 繰延税金資産              1,407百万円 

 ・固定資産  ― 繰延税金資産             2,903百万円  ・固定資産  ― 繰延税金資産               2,875百万円 

 ・流動負債 ― 繰延税金負債             △4百万円  ・流動負債 ― 繰延税金負債              △24百万円 

 ・固定負債 ― 繰延税金負債             ―百万円  ・固定負債 ― 繰延税金負債              △9百万円 

  

  

(法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原

因となった主な項目別の内訳) 

(法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原

因となった主な項目別の内訳) 

 ・法定実効税率                                   40.6％  ・法定実効税率                                   40.6 ％ 

 ・調整  ・調整 

 交際費等永久に損金に算入されない項目            0.05％  交際費等永久に損金に算入されない項目             0.17％ 

 住民税均等割                                    2.02％  住民税均等割                                     1.89％ 

 同族会社に対する留保金課税                      6.42％  同族会社に対する留保金課税                       4.26％ 

 評価性引当額の増減額                          △5.24％  評価性引当額の増減額                           △1.94％ 

 その他                                          0.64％  その他                                           1.20％ 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率             44.49％  税効果会計適用後の法人税等の負担率              46.18％ 
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ファイル名: 016(注記)連結セグメント情報（P.35） 更新日時:2006/08/08 20:53 印刷日時:06/08/09 13:48 

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(平成16年7月1日から平成17年6月30日まで) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める物販事業の割合が、

いずれも90％超となっており、かつ、このセグメント以外に開示基準に該当するセグメントはありませんの

で、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。 

 

当連結会計年度(平成17年7月1日から平成18年6月30日まで) 

  全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める物販事業の割合が、

いずれも90％超となっており、かつ、このセグメント以外に開示基準に該当するセグメントはありませんの

で、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。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(平成16年7月1日から平成17年6月30日まで) 

       本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占め

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。 

 

当連結会計年度(平成17年7月1日から平成18年6月30日まで) 

    本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占め

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】 

前連結会計年度(平成16年7月1日から平成17年6月30日まで) 

    海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(平成17年7月1日から平成18年6月30日まで) 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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 【関連当事者との取引】 
  前連結会計年度（平成 16 年 7月 1日から平成 17 年 6月 30 日まで） 
   役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 

資本金又 

は出資金 

(百万円) 

事業の内容

又は職業

議決権等の

所有（被所

有）割合（％）
役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の

内容 

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

水野泰三 ― ― 
当社代表 

取締役社長

(被所有)

直接 47.3
― ―

当社借入金
に対する
被保証

32,212 

注２ 
― ―

役員及び 

その近親者 林 眞義 

注３ 
― ― 当社取締役

(被所有)

直接  0.0
― ―

税務 

顧問料
2 ― ―

 

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．当社借入金に対する被債務保証は、当社の銀行からの借入金 32,212 百万円について同氏より債務保証を

受けているものであります。なお、当社は同氏に対して保証料の支払い及び担保の提供等は行っておりま

せん。また、平成 17 年 12 月 31 日現在、保証契約は全て解除しております。 

３．役員である林眞義は、平成 16 年 9月 24 日付で当社取締役を退任しております。 

  
  
  当連結会計年度（平成 17 年 7月 1日から平成 18 年 6月 30 日まで） 
     該当事項はありません。  
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ファイル名: 018 １株当たり情報（P37～38） 更新日時:2006/08/10 9:09 印刷日時:06/08/10 9:23 

 (１株当たり情報) 

前連結会計年度 

（自 平成16年 7月 1日 

    至 平成17年 6月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年 7月 1日 

    至 平成18年 6月30日） 
  

１株当たり純資産額 7,460円35銭

１株当たり当期純利益金額 995円12銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

  

１株当たり純資産額 1,989円11銭

１株当たり当期純利益金額 213円02銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

 

(注)１．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りです。 

 

前連結会計年度 

         (自 平成16年 7月 1日 

   至 平成17年 6月30日) 

当連結会計年度 

         (自 平成17年 7月 1日 

   至 平成18年 6月30日) 

当期純利益(百万円) 5,061 7,213 

普通株主に帰属しない金額(百万円)   30 ― 

(うち、利益処分による役員賞与金) (30) （―） 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 5,031 7,213 

期中平均株式数(千株) 5,055 33,863 

 

   ２．株式分割について 

     当社は、平成17年9月28日付で株式1株につき6株の株式分割を行っております。 

    なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報については、以下のとおりとなり

ます。 

  前連結会計年度 

(自 平成16年7月 1日 

  至 平成17年6月30日) 

１株当たり純資産額 1,243円39銭 

１株当たり当期純利益金額 165円85銭 

     なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 
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ファイル名: 018 １株当たり情報（P37～38） 更新日時:2006/08/10 9:09 印刷日時:06/08/10 9:23 

 

 (重要な後発事象) 

 前連結会計年度(平成16年7月1日から平成17年6月30日まで) 

  当社は、平成17年9月7日開催の取締役会決議に基づき下記のとおり株式分割を実施いたしました。 

  １．平成17年9月28日付をもって平成17年9月26日最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を1株

に付き6株の割合をもって分割する。 

  ２．分割により増加する株式数   普通株式  26,240,000株 

  ３．配当起算日          平成17年7月1日 

 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における（1株当たり情報）の各数値は以下のとおりであ

ります。 

前連結会計年度 

(自 平成15年7月 1日 

  至 平成16年6月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成16年7月 1日 

  至 平成17年6月30日) 

１株当たり純資産額 1,070円40銭
 

１株当たり純資産額 1,243円39銭
 

１株当たり当期純利益金額 107円05銭
 

１株当たり当期純利益金額 165円85銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

 当連結会計年度(平成17年7月1日から平成18年6月30日まで) 

    該当事項はありません。 
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ファイル名: 019生産、受注及び販売の状況（P.39） 更新日時:2006/08/08 21:36 印刷日時:06/08/09 13:36 

５． 生産、受注及び販売の状況 

 

（１）仕入実績 
前連結会計年度 

(自 平成16年7月 1日 

       至 平成17年6月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年7月 1日 

       至 平成18年6月30日) 

増  減 
部 門 

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減率(%) 

ウィンター 13,736 15.3 13,571 14.0 △165 △1.2 

ゴルフ 34,219 38.2 38,356 39.6 4,136 12.1 

一般スポーツ 40,136 44.8 43,970 45.4 3,833 9.6 

(小計) 88,093 98.3 95,898 99.0 7,804 8.9 

その他収入 1,502 1.7 970 1.0 △532 △35.4 

合計 89,596 100.0 96,868 100.0 7,272 8.1 

  (注) １．金額は、仕入価格によっております。 

  ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）販売実績 
前連結会計年度 

(自 平成16年7月 1日 

       至 平成17年6月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年7月 1日 

       至 平成18年6月30日) 

増  減 
部 門 

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減率(%) 

ウィンター 32,665 20.3 30,764 17.8 △1,901 △5.8 

ゴルフ 59,157 36.7 65,673 37.9 6,516 11.0 

一般スポーツ 65,233 40.4 71,769 41.4 6,535 10.0 

(小計) 157,057 97.4 168,208 97.1 11,151 7.1 

その他収入 4,170 2.6 5,057 2.9 887 21.3 

合計 161,227 100.0 173,265 100.0 12,038 7.5 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 （店舗形態別売上） 
前連結会計年度 

(自 平成16年7月 1日 

       至 平成17年6月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年7月 1日 

       至 平成18年6月30日) 

増  減 
店舗形態 

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減率(%) 

アルペン 48,800 30.3 44,154 25.5 △4,645 △9.5

ゴルフ５ 55,041 34.1 62,559 36.1 7,518 13.7

スポーツデポ 51,745 32.1 60,345 34.8 8,599 16.6

その他 1,470 0.9 1,148 0.7 △321 △21.9

(小計) 157,057 97.4 168,208 97.1 11,151 7.1

その他収入 4,170 2.6 5,057 2.9 887 21.3

合計 161,227 100.0 173,265 100.0 12,038 7.5

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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