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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２四半期
連結累計期間

第22期
第２四半期
連結累計期間

第21期

会計期間
自　2019年１月１日
至　2019年６月30日

自　2020年１月１日
至　2020年６月30日

自　2019年１月１日
至　2019年12月31日

売上高 （千円） 16,728,648 15,026,024 34,274,197

経常利益又は経常損失（△） （千円） 256,865 △439,617 971,937

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） 80,341 △610,407 358,782

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △4,626 △651,563 324,427

純資産額 （千円） 6,059,598 5,563,487 6,315,556

総資産額 （千円） 17,812,624 18,376,973 19,564,513

１株当たり四半期（当期）純利益
又は純損失（△）

（円） 4.40 △33.40 19.63

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

（円） － － －

自己資本比率 （％） 34.0 30.3 32.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 1,030,478 277,201 2,123,916

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △829,921 △629,291 △1,952,710

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △457,108 688,170 128,814

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（千円） 1,440,039 2,327,177 1,996,536
 

　

回次
第21期

第２四半期
連結会計期間

第22期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　2019年４月１日
至　2019年６月30日

自　2020年４月１日
至　2020年６月30日

１株当たり四半期純利益又は純損
失（△）

（円） 15.56 △30.92
 

（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、消費税等は含まれておりません。

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２四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２四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）業績の概況

当第２四半期連結累計期間（2020年１月１日～2020年６月30日）における経営環境は、米中貿易摩擦の長期化や

COVID-19の影響により世界経済は減速し、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の影響を受けております。

 

財政状態

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,187百万円減少し、18,376百万円と

なりました。負債は、前連結会計年度末に比べ435百万円減少の12,813百万円となりました。純資産は、前連結会

計年度末に比べて752百万円減少し、5,563百万円となりました。

 主要な勘定残高は、現金及び預金が330百万円、短期借入金が1,107百万円増加した一方、買掛金が1,240百万

円、商品が858百万円、長期借入金が333百万円減少しました。利益剰余金は710百万円の減少となりました。

 

②キャッシュ・フローの状態

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比較

して330百万円増加し、2,327百万円となりました。

当第２四半期連結累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あります。

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、277百万円の収入（前年同期は

1,030百万円の収入）となりました。これは主に、減価償却費599百万円、たな卸資産の減少845百万円等による資

金の増加が、仕入債務の減少1,235百万円等による資金の減少を上回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）

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、629百万円の支出（前年同期は829

百万円の支出）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出333百万円、無形固定資産の取得によ

る支出228百万円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）

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、688百万円の収入（前年同期は457

百万円の支出）となりました。これは主に短期借入金の純増加額1,122百万円が長期借入金の返済による支出333

百万円を上回ったことによるものであります。

 
 

EDINET提出書類

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン(E05391)

四半期報告書

 3/20



経営成績 

当第２四半期連結累計期間（2020年１月１日～2020年６月30日）の業績は売上高15,026百万円（前年同期比

10.2％減）、営業損失445百万円（前年同期は営業利益262百万円）、経常損失439百万円（前年同期は経常利益

256百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失610百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益80

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２四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12,065百万円（前年同期比7.7％減）

となりました。また、セグメント利益は343百万円（前年同期比41.9％減）となりました。

 
「海外」セグメント　

当第２四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2,960百万円（前年同期比18.9％減）

となりました。また、セグメント損失は789百万円（前年同期はセグメント損失329百万円）となりました。

 
 
（２）経営方針・経営戦略等

当第２四半期連結累計期間末において、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２四半期連結累計期間において、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）研究開発活動

該当事項はありません。

 

 
３ 【経営上の重要な契約等】

　 当第２四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。

EDINET提出書類

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン(E05391)

四半期報告書

 4/20



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２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2020年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2020年８月13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４月１日～
2020年６月30日　

－ 18,274,000 － 1,458,953 － 1,420,071
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（５）【大株主の状況】

  2020年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数の
割合(％)

（株）ゴルフダイジェスト社 東京都港区新橋６－18－５ 3,250,000 17.78

石坂　信也 アメリカ合衆国カリフォルニア州 3,121,200 17.08

木村　玄一 東京都大田区 1,250,000 6.84

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
505019
 (常任代理人　香港上海銀行東京支店　カス
トディ業務部）

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O. BOX
518 IFSC DUBLIN, IRELAND
 （東京都中央区日本橋３－11－１）

932,900 5.10

木村　正浩 東京都港区 900,000 4.92

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）
（信託口）

東京都中央区晴海１－８－11 899,500 4.92

日本マスタートラスト信託銀行（株）  
（信託口）

東京都港区浜松町２－11－３ 598,800 3.27

特定有価証券信託受託者　（株）SMBC信託銀
行

東京都港区西新橋１－３－１ 300,000 1.64

大日本印刷（株） 東京都新宿区市谷加賀町１－１－１ 276,000 1.51

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000
（常任代理人（株）みずほ銀行決済営業部）

EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6,
ROUTE DE TREVES, L-2633
SENNINGERBERG, LUXEMBOURG
（東京都港区港南２－15－１）

227,900 1.24

計 ― 11,756,300 64.33
 

（注）上記の所有株主のうち、特定有価証券信託受託者　株式会社ＳＭＢＣ信託銀行は、信託契約に基づいて委託者兼

受益者である石坂信也が信託したものであり、議決権は委託者兼受益者の指図により行使されることになりま

す。
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（６）【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2020年６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）
（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 18,271,200
 

182,712 ―

単元未満株式 普通株式 2,600
 

― ―

発行済株式総数  　 　18,274,000 ― ―

総株主の議決権 ― 182,712 ―
 

 

② 【自己株式等】

    　2020年６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(％)

(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２四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020年

６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020年６月30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２四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,996,536 2,327,177

  売掛金 2,638,113 2,433,488

  商品 4,692,342 3,834,143

  仕掛品 1,509 333

  貯蔵品 151,319 161,394

  その他 1,241,294 1,006,396

  貸倒引当金 △9,609 △10,395

  流動資産合計 10,711,505 9,752,540

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 2,801,278 3,038,810

   その他 1,636,469 1,671,513

   減価償却累計額 △1,791,283 △2,008,726

   有形固定資産合計 2,646,464 2,701,597

  無形固定資産   

   のれん 3,010,992 2,845,090

   その他 2,279,134 2,174,828

   無形固定資産合計 5,290,126 5,019,919

  投資その他の資産   

   その他 923,207 909,916

   貸倒引当金 △6,789 △7,000

   投資その他の資産合計 916,417 902,916

  固定資産合計 8,853,008 8,624,433

 資産合計 19,564,513 18,376,973

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 2,714,606 1,473,620

  短期借入金 3,446,190 4,554,009

  1年内返済予定の長期借入金 666,800 666,800

  未払法人税等 294,996 194,410

  前受金 2,542,269 2,601,444

  賞与引当金 7,097 7,879

  ポイント引当金 230,952 220,196

  株主優待引当金 26,786 23,036

  その他 2,083,872 2,183,373

  流動負債合計 12,013,572 11,924,771

 固定負債   

  長期借入金 666,947 333,000

  役員退職慰労引当金 108,000 94,758

  資産除去債務 251,533 269,741

  その他 208,902 191,214

  固定負債合計 1,235,384 888,714

 負債合計 13,248,957 12,813,485
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年６月30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 1,732,438

  自己株式 △245 △245

  株主資本合計 6,349,164 5,638,251

 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 △2,277

  為替換算調整勘定 △31,587 △72,486

  その他の包括利益累計額合計 △33,607 △74,764

 純資産合計 6,315,556 5,563,487

負債純資産合計 19,564,513 18,376,973
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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２四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 16,728,648 15,026,024

売上原価 10,183,473 9,548,281

売上総利益 6,545,174 5,477,743

販売費及び一般管理費 ※  6,282,953 ※  5,923,415

営業利益又は営業損失（△） 262,220 △445,672

営業外収益   

 受取利息 45 5

 不動産賃貸料 6,247 7,221

 保険解約返戻金 － 6,152

 その他 2,730 9,766

 営業外収益合計 9,023 23,146

営業外費用   

 支払利息 13,721 16,188

 その他 657 903

 営業外費用合計 14,378 17,091

経常利益又は経常損失（△） 256,865 △439,617

特別損失   

 固定資産除却損 10,267 2,461

 特別損失合計 10,267 2,461

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

246,598 △442,079

法人税、住民税及び事業税 153,081 169,683

法人税等調整額 13,175 △1,356

法人税等合計 166,256 168,327

四半期純利益又は四半期純損失（△） 80,341 △610,407

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

80,341 △610,407
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 80,341 △610,407

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △164 △257

 為替換算調整勘定 △84,803 △40,899

 その他の包括利益合計 △84,967 △41,156

四半期包括利益 △4,626 △651,563

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △4,626 △651,563
 

EDINET提出書類

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン(E05391)

四半期報告書

12/20



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

246,598 △442,079

 減価償却費 554,234 599,553

 のれん償却額 169,967 171,342

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,862 1,124

 賞与引当金の増減額（△は減少） △53,456 781

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,252 △13,242

 ポイント引当金の増減額（△は減少） 844 △10,755

 株主優待引当金の増減額（△は減少） 7,879 △3,749

 受取利息及び受取配当金 △395 △237

 支払利息 13,721 16,188

 固定資産除却損 10,267 2,461

 売上債権の増減額（△は増加） △117,917 200,180

 たな卸資産の増減額（△は増加） 118,692 845,865

 仕入債務の増減額（△は減少） △234,390 △1,235,585

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,122 245,240

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 641,748 177,462

 その他の資産の増減額（△は増加） △2,898 －

 その他 △47,350 8,014

 小計 1,315,537 562,565

 利息及び配当金の受取額 395 237

 利息の支払額 △13,055 △19,083

 法人税等の支払額 △272,398 △266,517

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,030,478 277,201

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △465,069 △333,821

 無形固定資産の取得による支出 △226,181 △228,023

 事業譲受による支出 △108,045 △64,368

 敷金の差入による支出 △30,616 △3,256

 その他 △10 179

 投資活動によるキャッシュ・フロー △829,921 △629,291

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） △20,717 1,122,253

 長期借入金の返済による支出 △334,327 △333,941

 リース債務の返済による支出 △1,458 △1,102

 配当金の支払額 △100,605 △99,038

 財務活動によるキャッシュ・フロー △457,108 688,170

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,358 △5,438

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △260,910 330,641

現金及び現金同等物の期首残高 1,700,950 1,996,536

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,440,039 ※  2,327,177
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【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 前第２四半期連結累計期間
（自 2019年１月１日
　至 2019年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日）

従業員給与 1,402,941千円 1,473,805千円

賞与引当金繰入額 7,058 6,816 

退職給付費用 38,600 44,860 

役員退職慰労引当金繰入額 7,252 7,758 
 

株主優待引当金繰入額 7,879 △3,749 

貸倒引当金繰入額 1,159 1,166 

ポイント引当金繰入額 844 △10,755 
 

 
 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記

のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 2019年１月１日
　至 2019年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日）

現金及び預金勘定 1,440,039千円 2,327,177千円

現金及び現金同等物 1,440,039千円 2,327,177千円
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（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自　2019年１月１日　至　2019年６月30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２四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２四半期連結会計期間

の末日後となるもの

 

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５月30日
取締役会

普通株式 73,095 4.00 2019年６月30日 2019年８月23日 利益剰余金
 

 

３．株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。

 

当第２四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年６月30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２四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２四半期連結会計期間

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２四半期連結累計期間（自　2019年１月１日　至　2019年６月30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 13,077,765 3,650,883 16,728,648 ― 16,728,648

セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 47,115 47,115 △47,115 ―

計 13,077,765 3,697,998 16,775,763 △47,115 16,728,648

セグメント利益又は

損失（△）
591,859 △329,638 262,220 ― 262,220

 

（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２四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年６月30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 12,065,951 2,960,072 15,026,024 － 15,026,024

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 6,971 6,971 △6,971 －

計 12,065,951 2,967,043 15,032,995 △6,971 15,026,024

セグメント利益又は

損失（△）
343,690 △789,363 △445,672 － △445,672

 

（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。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  
前第２四半期連結累計期間
（自　2019年１月１日 
　至　2019年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期
純損失（△）

 4円40銭 △33円40銭

 （算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親
会社株主に帰属する四半期純損失（△）

（千円） 80,341 △610,407

   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
期純利益又は親会社株主に帰属する四半期
純損失（△）

（千円） 80,341 △610,407

   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株当たり四半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。

 
 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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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８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２四半期連結会計期間（2020

年４月１日から2020年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020年６月30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、四半期

連結キャッシュ・フロー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６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの

状況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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