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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】

回次

第21期

第１四半期

連結累計期間

第22期

第１四半期

連結累計期間

第21期

会計期間
自　2019年１月１日

至　2019年３月31日

自　2020年１月１日

至　2020年３月31日

自　2019年１月１日

至　2019年12月31日

売上高 （千円） 7,553,231 8,070,559 34,274,197

経常利益又は経常損失（△） （千円） △152,570 39,134 971,937

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）

（千円） △203,986 △45,426 358,782

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △201,987 △65,945 324,427

純資産額 （千円） 5,862,236 6,149,105 6,315,556

総資産額 （千円） 18,564,229 19,562,005 19,564,513

１株当たり四半期（当期）純利

益金額又は１株当たり四半期純

損失金額（△）

（円） △11.16 △2.49 19.63

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 31.6 31.4 32.3
 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

 

 
２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）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。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記

載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症（以下、「COVID-19」といいます。）の世界的拡大による事業への影響につい

ては、世界各国における感染拡大防止のための都市封鎖や外出自粛等による経済活動の停滞等で、当社の事業活動

及び収益確保に影響を及ぼす可能性が考えられ、引き続き状況の変化を注視してまいります。

 
 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績等の状況の概要

当第１四半期連結累計期間（2020年１月１日～2020年３月31日）における経営環境は、COVID-19の世界的蔓延等

の影響により、製造ラインの縮小等による物流の停滞や外出制限等による消費減退等、世界的に景気が減速してお

ります。また、当該感染症の長期化が懸念されており、先行きは不透明な状況であります。

インターネットを取り巻く環境は、Eコマース市場や各種インターネット関連サービス市場等は成長を続けており

ます。また、IoT、AIに代表されるデジタル技術は進化し続けており、様々な場面においてデジタル化が進んでおり

ます。ゴルフ市場においても同様に、ゴルファーの需要スタイルは日々変化しております。

このような環境下、当社グループはゴルフ専門のITサービス企業として、圧倒的な情報量とゴルフに特化した

サービス力を強みに、ゴルファーにより快適で楽しいゴルフライフを提供してまいりました。しかしながら、３月

中旬以降COVID-19の影響を受けたことにより、当第１四半期連結累計期間（2020年１月１日～2020年３月31日）の

業績は売上高8,070百万円（前年同期比6.8％増）にとどまり、営業利益42百万円（前年同期営業損失147百万円）、

経常利益39百万円（前年同期経常損失152百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失45百万円（前年同期親会社

株主に帰属する四半期純損失203百万円）となりました。

 

主要セグメント別の業績は次の通りであります。

 
「国内」セグメント　

当第１四半期連結累計期間における「国内」セグメントの業績は、売上高6,173百万円（前年同期比3.8％増）と

なりました。また、セグメント利益は254百万円（前年同期比54.4％増）となりました。

 

「海外」セグメント　

当第１四半期連結累計期間における「海外」セグメントの業績は、売上高1,896百万円（前年同期比18.2％増）と

なりました。また、セグメント損失は211百万円（前年同期セグメント損失312百万円）となりました。

 
（財政状態）

当第１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ２百万円減少し、19,562百万円となり

ました。負債は、前連結会計年度末に比べ163百万円増加の13,412百万円となりました。純資産は、前連結会計年

度末に比べて166百万円減少し、6,149百万円となりました。

 主要な勘定残高は、現金及び預金が297百万円、商品が188百万円、短期借入金が978百万円増加した一方、売掛

金が235百万円、買掛金が285百万円、長期借入金が333百万円減少しました。

 
（２）経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結会計期間末において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は

ありません。

 
（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 
（４）研究開発活動

該当事項はありません。
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３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数 （株）

普通株式 59,164,000

計 59,164,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数 （株）
（2020年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（2020年５月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 18,274,000 18,274,000
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数
100株

計 18,274,000 18,274,000 － －
 

 

（２）【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（千円）

資本金
残高

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2020年１月１日～
2020年３月31日

－ 18,274,000 － 1,458,953 － 1,420,071
 

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2019年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

① 【発行済株式】

   2020年３月31日現在

区分 株式数 （株） 議決権の数 （個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）
普通株式 200
 

－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 18,271,300
 

182,713 －

単元未満株式 普通株式 2,500
 

－ －

発行済株式総数  18,274,000
 

－ －

総株主の議決権 － 182,713 －
 

 
② 【自己株式等】

    2020年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
（株）ゴルフダイジェスト・
オンライン

東京都品川区東五反田
２－10－２

200 － 200 0.0

計 ― 200 － 200 0.0
 

 

 
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2020年１月１日から2020年

３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表

について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,996,536 2,293,634

  売掛金 2,638,113 2,402,247

  商品 4,692,342 4,880,818

  仕掛品 1,509 6,171

  貯蔵品 151,319 178,571

  その他 1,241,294 1,047,925

  貸倒引当金 △9,609 △9,576

  流動資産合計 10,711,505 10,799,792

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 2,801,278 2,895,084

   その他 1,636,469 1,664,832

   減価償却累計額 △1,791,283 △1,882,209

   有形固定資産合計 2,646,464 2,677,707

  無形固定資産   

   のれん 3,010,992 2,960,461

   ソフトウエア 1,242,273 1,199,385

   その他 1,036,860 1,027,873

   無形固定資産合計 5,290,126 5,187,720

  投資その他の資産   

   その他 923,207 903,785

   貸倒引当金 △6,789 △7,000

   投資その他の資産合計 916,417 896,784

  固定資産合計 8,853,008 8,762,212

 資産合計 19,564,513 19,562,005

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 2,714,606 2,429,365

  短期借入金 3,446,190 4,424,449

  1年内返済予定の長期借入金 666,800 666,800

  未払法人税等 294,996 76,635

  前受金 2,542,269 2,697,573

  賞与引当金 7,097 －

  ポイント引当金 230,952 242,948

  株主優待引当金 26,786 13,355

  その他 2,083,872 1,978,352

  流動負債合計 12,013,572 12,529,480

 固定負債   

  長期借入金 666,947 333,000

  役員退職慰労引当金 108,000 93,999

  資産除去債務 251,533 254,815

  その他 208,902 201,603

  固定負債合計 1,235,384 883,418

 負債合計 13,248,957 13,412,899
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年３月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,458,953 1,458,953

  資本剰余金 2,447,104 2,447,104

  利益剰余金 2,443,351 2,297,419

  自己株式 △245 △245

  株主資本合計 6,349,164 6,203,231

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 △2,020 △4,596

  為替換算調整勘定 △31,587 △49,529

  その他の包括利益累計額合計 △33,607 △54,126

 純資産合計 6,315,556 6,149,105

負債純資産合計 19,564,513 19,562,005
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

売上高 7,553,231 8,070,559

売上原価 4,701,616 4,932,336

売上総利益 2,851,614 3,138,223

販売費及び一般管理費 2,999,109 3,095,452

営業利益又は営業損失（△） △147,495 42,770

営業外収益   

 受取利息 45 5

 不動産賃貸料 3,639 3,671

 その他 1,101 1,703

 営業外収益合計 4,786 5,380

営業外費用   

 支払利息 9,276 8,705

 その他 585 311

 営業外費用合計 9,861 9,017

経常利益又は経常損失（△） △152,570 39,134

特別損失   

 固定資産除却損 10,031 1,808

 特別損失合計 10,031 1,808

税金等調整前四半期純利益 △162,601 37,326

法人税、住民税及び事業税 3,695 67,779

法人税等調整額 37,689 14,973

法人税等合計 41,384 82,753

四半期純損失（△） △203,986 △45,426

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △203,986 △45,426
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

四半期純利益 △203,986 △45,426

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 1,028 △2,576

 為替換算調整勘定 970 △17,942

 その他の包括利益合計 1,998 △20,518

四半期包括利益 △201,987 △65,945

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △201,987 △65,945
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【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１

四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却

額は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 2019年１月１日
至 2019年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 2020年１月１日
至 2020年３月31日）

減価償却費 272,414千円 298,422千円

のれんの償却額 85,821 85,727 
 

 

 
（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自　2019年１月１日　至　2019年３月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年３月27日
定時株主総会

普通株式 100,505 5.50 2018年12月31日 2019年３月28日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

の末日後となるもの

　　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年３月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年３月30日
定時株主総会

普通株式 100,505 5.50 2019年12月31日 2020年３月31日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

の末日後となるもの

　　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　2019年１月１日　至　2019年３月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
  (単位：千円)

 
報告セグメント 調整額

(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２国内 海外 計

売上高      

外部顧客への売上高 5,948,693 1,604,538 7,553,231 ― 7,553,231

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 3,379 3,379 △3,379 ―

計 5,948,693 1,607,917 7,556,610 △3,379 7,553,231

セグメント利益又は損失
（△）

164,713 △312,208 △147,495 ― △147,495
 

（注）１．セグメント売上高の調整額は、セグメント間取引消去であります。

　　　２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失（△）と一致しておりま

す。

 

当第１四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年３月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
  (単位：千円)

 
報告セグメント 調整額

(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２国内 海外 計

売上高      

外部顧客への売上高 6,173,817 1,896,742 8,070,559 － 8,070,559

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 2,874 2,874 △2,874 －

計 6,173,817 1,899,617 8,073,434 △2,874 8,070,559

セグメント利益又は損失
（△）

254,349 △211,579 42,770 － 42,770
 

（注）１．セグメント売上高の調整額は、セグメント間取引消去であります。

　　　２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失（△）と一致しておりま

す。

 
 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2019年１月１日
至　2019年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日
至　2020年３月31日）

（１）１株当たり四半期純損失金額（△） △11円16銭 △２円49銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）
（千円）

△203,986 △45,426

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期
純損失金額（△）（千円）

△203,986 △45,426

普通株式の期中平均株式数（株） 18,273,750 18,273,750
 

（注）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。

 
 
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2020年５月13日

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン

取締役会　御中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 千代田　義央 印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 千葉　達哉 印

 

 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ゴルフ

ダイジェスト・オンラインの2020年１月１日から2020年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2020

年１月１日から2020年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020年３月31日まで）に係る

四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記

について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン及び連結子会社の2020

年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 
利害関係

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

以  上
　

 

（注）１．上記は四半期レビュー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（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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