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（百万円未満切捨て）

１．2020年12月期第１四半期の連結業績（2020年１月１日～2020年３月31日）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属す
る四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年12月期第１四半期 8,070 6.8 42 － 39 － △45 －

2019年12月期第１四半期 7,553 45.3 △147 － △152 － △203 －

（注） 包括利益 2020年12月期第１四半期 △65百万円（ －％ ）2019年12月期第１四半期△201百万円（ －％ ）

　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2020年12月期第１四半期 △2.49 －

2019年12月期第１四半期 △11.16 －
　

　

（２）連結財政状態

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

2020年12月期第１四半期 19,562 6,149 31.4 336.50

2019年12月期 19,564 6,315 32.3 345.61

（参考）自己資本 2020年12月期第１四半期 6,149百万円 2019年12月期 6,315百万円
　　

　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2019年12月期 － 4.00 － 5.50 9.50

2020年12月期 －

2020年12月期（予想） － － － －

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　

2020年12月期の中間配当及び期末配当予想については未定としております。
　

３．2020年12月期の連結業績予想（2020年１月１日～2020年12月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 － － － － － － － － －

（注） 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

第２四半期連結累計期間の業績予想は行っておりません。
新型コロナウイルス感染症の世界的拡大による影響の算定が現時点では極めて困難であることから、2020年２月
12日に公表した業績予想を一旦未定とし、業績予想の公表が可能となった段階で速やかに公表いたします。
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無
　　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2020年12月期１Ｑ 18,274,000株 2019年12月期 18,274,000株

② 期末自己株式数 2020年12月期１Ｑ 250株 2019年12月期 250株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年12月期１Ｑ 18,273,750株 2019年12月期１Ｑ 18,273,750株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想
の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ２．「１．当四半期決算
に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

決算短信（宝印刷） 2020年05月12日 19時41分 2ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）決算短信（宝印刷） 2020年05月12日 19時41分 2ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



○添付資料の目次

　

　

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………… 2

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………… 3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………… 3

（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 ………………………………………… 5

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………… 7

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………… 7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………… 7

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………… 7

　

決算短信（宝印刷） 2020年05月12日 19時41分 3ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



2

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

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、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。

（２）財政状態に関する説明

当第１四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。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社グループの連結業績予想につきましては、本日発表の「2020年12月期連結業績予想の修正及び配当予想の修正

に関するお知らせ」のとおり、COVID-19の世界的拡大による様々な環境変化により、業績予想の算定は困難な状況で

あります。そのため、2020年２月12日に公表した連結業績予想を一旦取り下げて未定とさせていただき、連結業績予

想の算出が可能となった段階で速やかに公表させていただきます。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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

決算短信（宝印刷） 2020年05月12日 19時41分 8ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



7

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（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。
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