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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第２四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年６月30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２四半期 19,090 27.0 958 － 963 － 632 －

2020年12月期第２四半期 15,026 △10.2 △445 － △439 － △610 －

（注）包括利益 2021年12月期第２四半期 747百万円（ －％） 2020年12月期第２四半期 △651百万円（ －％）

　

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２四半期 34.60 －

2020年12月期第２四半期 △33.40 －
　

　

（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２四半期 20,724 7,006 33.8 383.28

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２四半期 7,003百万円 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 － 4.00

2021年12月期(予想) － 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 40,200 19.3 1,450 72.8 1,440 58.6 795 204.0 43.51

（注） 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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２Ｑ 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２Ｑ 348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２Ｑ 18,273,676株 2020年12月期２Ｑ 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Ｐ．２「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２四半期連結累計期間（2021年１月１日～2021年６月30日）において、日本経済は新型コロナウイルス感染症

（以下「COVID-19」といいます。）の影響から個人消費は弱含みの動きとなっているものの企業収益の回復や世界経

済の回復を背景とした輸出増加等、一部経済活動の持ち直しを受けて徐々に回復に向かっております。

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２四半期連結累計期間（2021年１月１日～2021年６月30日）の業績は、売上高19,090百万円

（前年同期比27.0％増）、営業利益958百万円（前年同期は営業損失445百万円）、経常利益963百万円（前年同期は経

常損失439百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益632百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失

610百万円）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２四半期 決算資料」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13,599百万円（前年同期比12.7％増）と

なりました。また、セグメント利益は983百万円（前年同期比186.2％増）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5,490百万円（前年同期比85.5％増）とな

りました。また、セグメント損失は24百万円（前年同期はセグメント損失789百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　 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2,730百万円増加し、20,724百万円と

なりました。負債は、前連結会計年度末に比べ2,080百万円増加の13,718百万円となりました。純資産は、前連結

会計年度末に比べて649百万円増加し、7,006百万円となりました。

主要な勘定残高は、現金及び預金が125百万円、建物が590百万円、買掛金が484百万円、未払金が979百万円、

前受金が1,096百万円、のれんが1,398百万円増加した一方、１年内返済予定の長期借入金は333百万円減少しまし

た。利益剰余金は531百万円の増加となりました。

　② キャッシュ・フローの分析

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125百万円増加し、2,998百万円となりました。

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、2,611百万円の収入（前年同期は

277百万円の収入）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益955百万円、減価償却費639百万円、前

受金の増加609百万円が、法人税等の支払446百万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。
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（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、2,181百万円の支出（前年同期は

629百万円の支出）となりました。これは主に、事業譲受による支出1,196百万円、有形固定資産の取得による支

出607百万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、348百万円の支出（前年同期は688

百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出333百万円、配当金の支払100百万円に

よるものであります。

（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月期の通期業績予想につきましては、最近の業績の動向や経営環境を踏まえて見直しを行った結果、2021

年２月12日に公表しました業績予想を修正しております。詳細は本日（2021年８月12日）別途開示しました「通期連

結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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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２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,873,076 2,998,309

売掛金 2,640,033 2,712,653

商品 2,898,380 3,067,978

仕掛品 783 2,440

貯蔵品 160,822 121,495

その他 1,079,088 1,319,019

貸倒引当金 △11,686 △16,847

流動資産合計 9,640,497 10,205,049

固定資産

有形固定資産

建物 3,299,870 3,890,170

その他 1,741,235 1,942,585

減価償却累計額 △2,158,613 △2,412,612

有形固定資産合計 2,882,493 3,420,143

無形固定資産

のれん 2,568,926 3,967,539

その他 1,936,686 2,213,514

無形固定資産合計 4,505,612 6,181,053

投資その他の資産

その他 972,793 924,999

貸倒引当金 △7,000 △6,686

投資その他の資産合計 965,792 918,312

固定資産合計 8,353,898 10,519,510

資産合計 17,994,395 20,724,559

負債の部

流動負債

買掛金 2,089,043 2,573,403

短期借入金 1,471,876 1,609,251

1年内返済予定の長期借入金 666,400 333,000

未払金 1,130,346 2,109,796

未払法人税等 479,727 318,350

前受金 2,951,641 4,048,023

賞与引当金 76,975 7,902

ポイント引当金 289,580 317,702

株主優待引当金 36,648 27,188

その他 1,886,528 1,656,040

流動負債合計 11,078,769 13,000,660

固定負債

役員退職慰労引当金 102,252 109,782

資産除去債務 287,436 289,946

その他 169,411 317,799

固定負債合計 559,100 717,528

負債合計 11,637,870 13,718,188
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021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 2,604,322 3,136,042

自己株式 △296 △352

株主資本合計 6,510,084 7,041,747

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △153,558 △37,905

その他の包括利益累計額合計 △153,558 △37,905

新株予約権 － 2,528

純資産合計 6,356,525 7,006,371

負債純資産合計 17,994,395 20,724,559
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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 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 15,026,024 19,090,035

売上原価 9,548,281 11,069,081

売上総利益 5,477,743 8,020,953

販売費及び一般管理費 5,923,415 7,062,135

営業利益又は営業損失（△） △445,672 958,818

営業外収益

受取利息 5 28

不動産賃貸料 7,221 7,384

保険解約返戻金 6,152 －

その他 9,766 5,023

営業外収益合計 23,146 12,436

営業外費用

支払利息 16,188 7,017

その他 903 1,005

営業外費用合計 17,091 8,023

経常利益又は経常損失（△） △439,617 963,231

特別利益

資産除去債務履行差額 － 19,114

特別利益合計 － 19,114

特別損失

固定資産除却損 2,461 26,754

特別損失合計 2,461 26,754

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（△）

△442,079 955,590

法人税、住民税及び事業税 169,683 279,876

法人税等調整額 △1,356 43,489

法人税等合計 168,327 323,365

四半期純利益又は四半期純損失（△） △610,407 632,225

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（△）

△610,407 632,225
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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 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △610,407 632,225

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △257 －

為替換算調整勘定 △40,899 115,653

その他の包括利益合計 △41,156 115,653

四半期包括利益 △651,563 747,878

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △651,563 747,878
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（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 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021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（△）

△442,079 955,590

減価償却費 599,553 639,133

のれん償却額 171,342 186,276

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,124 4,190

賞与引当金の増減額（△は減少） 781 △69,072

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,242 7,530

ポイント引当金の増減額（△は減少） △10,755 28,122

株主優待引当金の増減額（△は減少） △3,749 △9,460

受取利息及び受取配当金 △237 △28

支払利息 16,188 7,017

固定資産除却損 2,461 26,754

売上債権の増減額（△は増加） 200,180 △48,447

たな卸資産の増減額（△は増加） 845,865 △71,271

仕入債務の増減額（△は減少） △1,235,585 449,409

前受金の増減額（△は減少） 96,255 609,457

その他の流動資産の増減額（△は増加） 245,240 △148,747

その他の流動負債の増減額（△は減少） 81,206 525,512

その他 8,014 △30,768

小計 562,565 3,061,199

利息及び配当金の受取額 237 419

利息の支払額 △19,083 △4,443

法人税等の支払額 △266,517 △446,116

営業活動によるキャッシュ・フロー 277,201 2,611,059

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 △333,821 △607,205

無形固定資産の取得による支出 △228,023 △377,756

事業譲受による支出 △64,368 △1,196,965

敷金の差入による支出 △3,256 △11,832

その他 179 12,522

投資活動によるキャッシュ・フロー △629,291 △2,181,236

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） 1,122,253 85,708

長期借入金の返済による支出 △333,941 △333,400

自己株式の取得による支出 － △56

リース債務の返済による支出 △1,102 △503

配当金の支払額 △99,038 △100,399

財務活動によるキャッシュ・フロー 688,170 △348,651

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,438 44,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 330,641 125,233

現金及び現金同等物の期首残高 1,996,536 2,873,076

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,327,177 2,998,309
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（４）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。

当第２四半期連結累計期間（自 2021年１月１日　至 2021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 13,599,691 5,490,343 19,090,035 － 19,090,035

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 38,116 38,116 △38,116 －

計 13,599,691 5,528,460 19,128,151 △38,116 19,090,035

セグメント利益又は
損失(△)

983,750 △24,932 958,818 － 958,818

（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。

　


