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（百万円未満切捨て）

１．2021年12月期第３四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年９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３四半期 29,187 21.6 1,205 510.6 1,221 358.5 791 －

2020年12月期第３四半期 23,998 △6.3 197 △59.9 266 △45.1 △142 －

（注）包括利益 2021年12月期第３四半期 928百万円（ －％） 2020年12月期第３四半期 △218百万円（ －％）

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３四半期 43.30 43.30

2020年12月期第３四半期 △7.81 －
　

（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３四半期 21,173 7,115 33.6 389.14

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３四半期 7,110百万円 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 ： 無
　

　　



※ 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３Ｑ 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３Ｑ 390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３Ｑ 18,273,655株 2020年12月期３Ｑ 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．１「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３四半期連結累計期間（2021年１月１日～2021年９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。）の影響により経済活動が制限されて個人消費は弱含みの動きとなり、企業収益や

設備投資の回復等が景気を下支えしたものの、全体としては景気は厳しい状況で推移しております。また米国経済は、

ワクチン普及に伴い経済活動は再開し景気回復が進みましたが、変異株によるCOVID-19の再拡大等で回復ペースの鈍

化がみられる等、先行きは不透明な状況が続いております。

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の環境下、ゴルフが感染リスクの低いレジャーであることが認知され需要の高

まりを見せるとともに、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３四半期連結累計期間（2021年１月１日～2021年９月30日）の業績は、売上高29,187百万円

（前年同期比21.6％増）、営業利益1,205百万円（前年同期比510.6％増）、経常利益1,221百万円（前年同期比358.5

％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益791百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失142百万円）

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３四半期

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３四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20,543百万円（前年同期比7.8％増）とな

りました。また、セグメント利益は1,226百万円（前年同期比9.8％増）となりました。

「海外」セグメント

当第３四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8,643百万円（前年同期比74.6％増）とな

りました。また、セグメント損失は21百万円（前年同期はセグメント損失919百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四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3,179百万円増加し、21,173百万円と

なりました。負債は、前連結会計年度末に比べ2,420百万円増加の14,057百万円となりました。純資産は、前連結

会計年度末に比べて759百万円増加し、7,115百万円となりました。

主要な勘定残高は、商品が592百万円、建物が852百万円、のれんが1,512百万円、買掛金が777百万円、前受金

が1,798百万円増加した一方、現金及び預金が497百万円、１年内返済予定の長期借入金は616百万円減少しまし

た。利益剰余金は617百万円の増加となりました。

（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８月12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３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,873,076 2,375,594

売掛金 2,640,033 2,765,058

商品 2,898,380 3,490,770

仕掛品 783 568

貯蔵品 160,822 91,231

その他 1,079,088 1,475,541

貸倒引当金 △11,686 △18,572

流動資産合計 9,640,497 10,180,190

固定資産

有形固定資産

建物 3,299,870 4,152,869

その他 1,741,235 2,028,314

減価償却累計額 △2,158,613 △2,573,422

有形固定資産合計 2,882,493 3,607,760

無形固定資産

のれん 2,568,926 4,081,770

その他 1,936,686 2,396,257

無形固定資産合計 4,505,612 6,478,027

投資その他の資産

その他 972,793 914,355

貸倒引当金 △7,000 △6,686

投資その他の資産合計 965,792 907,668

固定資産合計 8,353,898 10,993,456

資産合計 17,994,395 21,173,647

負債の部

流動負債

買掛金 2,089,043 2,866,047

短期借入金 1,471,876 1,773,006

1年内返済予定の長期借入金 666,400 50,000

未払法人税等 479,727 49,002

前受金 2,951,641 4,749,821

賞与引当金 76,975 －

ポイント引当金 289,580 323,786

株主優待引当金 36,648 21,878

その他 3,016,875 3,429,066

流動負債合計 11,078,769 13,262,610

固定負債

役員退職慰労引当金 102,252 106,005

資産除去債務 287,436 308,643

その他 169,411 380,683

固定負債合計 559,100 795,332

負債合計 11,637,870 14,057,943
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９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 3,221,997

自己株式 △296 △422

株主資本合計 6,510,084 7,127,632

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △153,558 △16,639

その他の包括利益累計額合計 △153,558 △16,639

新株予約権 － 4,710

純資産合計 6,356,525 7,115,703

負債純資産合計 17,994,395 21,173,647
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 23,998,955 29,187,467

売上原価 14,962,452 16,852,495

売上総利益 9,036,502 12,334,971

販売費及び一般管理費 8,839,095 11,129,557

営業利益 197,407 1,205,413

営業外収益

受取利息 39 84

不動産賃貸料 10,684 10,939

助成金収入 53,094 －

受取補償金 8,058 6,367

その他 24,253 9,409

営業外収益合計 96,130 26,800

営業外費用

支払利息 23,369 9,813

その他 3,765 1,009

営業外費用合計 27,135 10,822

経常利益 266,402 1,221,391

特別利益

資産除去債務履行差額 － 19,114

新株予約権戻入益 － 1,611

特別利益合計 － 20,725

特別損失

固定資産除却損 5,437 48,939

投資有価証券売却損 2,732 －

特別損失合計 8,170 48,939

税金等調整前四半期純利益 258,232 1,193,178

法人税、住民税及び事業税 394,491 354,832

法人税等調整額 6,398 47,071

法人税等合計 400,889 401,903

四半期純利益又は四半期純損失（△） △142,656 791,274

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（△）

△142,656 791,274
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △142,656 791,274

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,020 －

為替換算調整勘定 △77,403 136,919

その他の包括利益合計 △75,383 136,919

四半期包括利益 △218,040 928,194

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △218,040 928,194
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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３四半期連結累計期間（自 2020年１月１日　至 2020年９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 19,048,777 4,950,177 23,998,955 － 23,998,955

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 10,343 10,343 △10,343 －

計 19,048,777 4,960,521 24,009,298 △10,343 23,998,955

セグメント利益又は
損失(△)

1,117,045 △919,638 197,407 － 197,407

（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３四半期連結累計期間（自 2021年１月１日　至 2021年９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 20,543,843 8,643,623 29,187,467 － 29,187,467

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 52,998 52,998 △52,998 －

計 20,543,843 8,696,622 29,240,466 △52,998 29,187,467

セグメント利益又は
損失(△)

1,226,717 △21,304 1,205,413 － 1,205,413

（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。

　


