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（百万円未満切捨て）

１．2021年12月期第１四半期の連結業績（2021年１月１日～2021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 ％

2021年12月期第１四半期 8,677 7.5 227 432.8 232 493.5 106 －

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

（注）包括利益 2021年12月期第１四半期 216百万円（ －％ ） 2020年12月期第１四半期 △65百万円（ －％ ）

　

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

2021年12月期第１四半期 5.82 －

2020年12月期第１四半期 △2.49 －
　

　

（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

2021年12月期第１四半期 19,172 6,472 33.8 354.22

2020年12月期 17,994 6,356 35.3 347.85

（参考）自己資本 2021年12月期第１四半期 6,472百万円 2020年12月期 6,356百万円
　　

　

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

2020年12月期 － 0.00 － 5.50 5.50

2021年12月期 －

2021年12月期（予想） 4.00 － 5.50 9.50

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

　

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021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 37,800 12.2 1,100 31.1 1,090 20.1 540 106.5 29.55

（注） 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

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。

　　



※ 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) 2021年12月期１Ｑ 18,274,000株 2020年12月期 18,274,000株

② 期末自己株式数 2021年12月期１Ｑ 304株 2020年12月期 304株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期１Ｑ 18,273,696株 2020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。
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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（2021年１月１日～2021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。）の影響により世界経済が悪化しております。世界各国においてワクチン接種が開

始されているものの、感染症を十分にコントロールできる状況には至っておらず、経済活動は引き続き大きな制限を

受けております。

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が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は、COVID-19の影響下に求められる新しい生活様式に適応したプレースタイルが浸透する等、

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。また、2021年２月に公表し

た中期経営計画「LEAD THE WAY」の基本方針に基づき、事業運営に取り組んでまいりました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間（2021年１月１日～2021年３月31日）の業績は、売上高8,677百万円（前

年同期比7.5％増）、営業利益227百万円（前年同期比432.8％増）、経常利益232百万円（前年同期比493.5％増）、親

会社株主に帰属する四半期純利益106百万円（前年同期は親会社に帰属する四半期純損失45百万円）となりました。な

お、COVID-19に関する影響、当社の取組み等に関しては、本日公表の「2021年12月期 第１四半期 決算説明資料」を

ご参照ください。

　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6,348百万円（前年同期比2.8％増）とな

りました。また、セグメント利益は407百万円（前年同期比60.0％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2,328百万円（前年同期比22.8％増）とな

りました。また、セグメント損失は179百万円（前年同期はセグメント損失211百万円）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資産は、前連結会計年度末に比べ1,177百万円増加し、19,172百万円とな

りました。負債は、前連結会計年度末に比べ1,061百万円増加の12,699百万円となりました。純資産は、前連結会

計年度末に比べて116百万円増加し、6,472百万円となりました。

主要な勘定残高は、現金及び預金が300百万円、商品が130百万円、建物が370百万円、買掛金が510百万円、前

受金が1,336百万円増加した一方、未払法人税等が383百万円、１年内返済長期借入金が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

2021年12月期の連結業績予想につきましては、2021年２月13日に公表いたしました連結業績予想から変更はありま

せん。
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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
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,873,076 3,173,389

売掛金 2,640,033 2,532,429

商品 2,898,380 3,028,998

仕掛品 783 582

貯蔵品 160,822 149,606

その他 1,079,088 1,328,406

貸倒引当金 △11,686 △17,952

流動資産合計 9,640,497 10,195,461

固定資産

有形固定資産

建物 3,299,870 3,669,946

その他 1,741,235 1,920,861

減価償却累計額 △2,158,613 △2,329,649

有形固定資産合計 2,882,493 3,261,158

無形固定資産

のれん 2,568,926 2,792,622

その他 1,936,686 2,014,506

無形固定資産合計 4,505,612 4,807,128

投資その他の資産

その他 972,793 915,206

貸倒引当金 △7,000 △6,686

投資その他の資産合計 965,792 908,519

固定資産合計 8,353,898 8,976,807

資産合計 17,994,395 19,172,268

負債の部

流動負債

買掛金 2,089,043 2,599,311

短期借入金 1,471,876 1,465,062

1年内返済予定の長期借入金 666,400 333,000

未払法人税等 479,727 96,068

前受金 2,951,641 4,288,460

賞与引当金 76,975 －

ポイント引当金 289,580 289,693

株主優待引当金 36,648 22,758

その他 3,016,875 2,943,373

流動負債合計 11,078,769 12,037,729

固定負債

役員退職慰労引当金 102,252 105,999

資産除去債務 287,436 278,467

その他 169,411 277,085

固定負債合計 559,100 661,551

負債合計 11,637,870 12,699,281
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021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 2,604,322 2,610,194

自己株式 △296 △296

株主資本合計 6,510,084 6,515,956

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △153,558 △42,969

その他の包括利益累計額合計 △153,558 △42,969

純資産合計 6,356,525 6,472,986

負債純資産合計 17,994,395 19,172,268
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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 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 8,070,559 8,677,436

売上原価 4,932,336 5,182,490

売上総利益 3,138,223 3,494,945

販売費及び一般管理費 3,095,452 3,267,055

営業利益 42,770 227,889

営業外収益

受取利息 5 28

為替差益 － 2,561

不動産賃貸料 3,671 3,623

その他 1,703 2,713

営業外収益合計 5,380 8,927

営業外費用

支払利息 8,705 3,643

その他 311 901

営業外費用合計 9,017 4,545

経常利益 39,134 232,272

特別利益

資産除去債務履行差額 － 20,194

固定資産売却益 － 2,553

特別利益合計 － 22,747

特別損失

固定資産除却損 1,808 10,715

特別損失合計 1,808 10,715

税金等調整前四半期純利益 37,326 244,304

法人税、住民税及び事業税 67,779 79,119

法人税等調整額 14,973 58,808

法人税等合計 82,753 137,927

四半期純利益又は四半期純損失（△） △45,426 106,377

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（△）

△45,426 106,377
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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 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △45,426 106,377

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,576 －

為替換算調整勘定 △17,942 110,589

その他の包括利益合計 △20,518 110,589

四半期包括利益 △65,945 216,966

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △65,945 216,966
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（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 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と一致しております。

当第１四半期連結累計期間（自 2021年１月１日　至 2021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 6,348,738 2,328,698 8,677,436 － 8,677,436

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 6,271 6,271 △6,271 －

計 6,348,738 2,334,969 8,683,707 △6,271 8,677,436

セグメント利益又は
損失(△)

407,029 △179,139 227,889 － 227,889

（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と一致しております。

　


