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平成 18 年 12 月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 
                       平成 18年５月１日 

上場会社名  株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン   （コード番号：3319 東証マザーズ） 
（ＵＲＬ http://www.golfdigest.co.jp/ ）   
本社所在地  東京都港区虎ノ門三丁目４番８号 
問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役社長 ＣＥＯ 石坂 信也  TEL：03－5425－2259 
       責任者役職・氏名 取  締  役 ＣＦＯ 玉井 邦昌    
               
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
２．平成 18年 12 月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18年１月１日～平成 18年３月 31日） 
(1) 経営成績の進捗状況                         （百万円未満切捨） 

 売 上 高 
営  業  利  益 

又は営業損失（△） 

経  常  利  益 

又は経常損失（△） 

四半期（当期） 
純 利 益       

 又は純損失（△） 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 

18 年 12 月期第１四半期 1,596  (△4.1) △65      (－) △63      (－) △118      (－) 

  17 年 12 月期第１四半期  1,664  (27.3)  12 (△88.1) 13  (△86.6) 6 (△88.9) 

(参考)17 年 12 月期  3,605      117           121           70           

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

又は純損失（△） 

潜 在 株 式 調 整 後           
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

        円  銭        円  銭 

18 年 12 月期第１四半期   △762  89      － 

17 年 12 月期第１四半期 43  66     40  71 

(参考)17 年 12 月期      468  19     440  67 

 (注)１ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

     ２ 当社の第７期の事業は決算期の変更により６ヶ月(平成17 年７月１日～平成17 年12 月31 日)の変則決

算となっております。 

   ３ 平成17年12月期第1四半期は、平成17年７月１日から平成17年９月30日までとなっております。 
 
 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

 当第１四半期（平成 18年 1月 1日から平成 18年３月 31日）におけるわが国経済は、企業収益の改
善や需要の増加等を受け、設備投資が好調に推移し、企業部門の好調が家計部門へ波及、個人消費を
押し上げるといった、好循環の中で推移いたしました。また、雇用情勢における完全失業率が、高水
準ながらも低下傾向で推移し、賃金も緩やかな増加傾向となり、さらには平成 18年３月末には、日経
平均株価が年初来最高値を更新する等、景気回復の持続とその拡大を確信させる指標も相次いで発表
されました。 
 当社ビジネスの根幹を形成するゴルフ業界におきましては、ゴルフ会員権市場における都市近郊の
高額ゴルフコースの買需要が依然好調であり、市場全体として買指数が活発な動きを見せはじめてお
ります。他方ゴルフ場におけるプレー料金の低価格化は依然として促進傾向にあり、外資系企業の参
入等によるゴルフ業界の構造転換や国内外プロゴルフツアーの活況等、誰もがカジュアルに楽しむこ
とのできるレジャースポーツに生まれ変わりつつあります。 
また、インターネット環境においては、総務省の発表によると平成 17年 12 月末におけるブロード

バンドサービス契約数は 2,237 万契約となっており、同環境の急速な普及を追い風とし、インターネ
ット上のストリーミング配信等の動画配信サービスや、次世代型インターネットサービス「ｗｅｂ2.0」
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の活況におけるブログ等に代表されるインターネットを通じたコミュニティの活性化が大いに促進さ
れる等、インターネットビジネスは新たな局面を迎えております。 
 
当社は創業以来、ゴルフの総合ブランドとしてゴルフの多彩な魅力を発掘し、かつ顧客満足度の向

上を前提とした事業展開による収益の拡大やゴルファーの裾野拡大、新規顧客の開拓や新規会員獲得
の促進に注力してまいりました。 

当社の収益構造の基盤であるオンライン会員数は着実に増加し、平成 18年 12 月期第１四半期末に
おいては、約 78万人と順調に推移いたしました。また、当社サイトへの月間ページビュー（ＰＶ）も
平成 18年 12 月期第１四半期末には月間 9,948 万ＰＶとなり、月間 1億ＰＶの達成も視野に入るレベ
ルとなりました。 

 
このような環境の中、ゴルフ業界における動向は、日本全土を覆った例年にない冷え込みにより一

時的に厳しいものとなりましたが、国内景気の回復基調や当社オンライン会員数および当社サイト訪
問者数の順調な増加に支えられ、当第１四半期の売上高は 1,596 百万円となりました。利益面におき
ましては、販売費および一般管理費を当初見込みよりも効率的に運用した結果、当第 1四半期の営業
損失は 65百万円、経常損失は 63百万円となりました。また第 1四半期の最終利益においては、平成
18年３月６日に業容の拡大とセキュリティ面の強化から本社社屋を移転し、その移転費用等を特別損
失として計上したため、△118百万円となりました。 
なお、売上高、営業利益、経常利益、純利益共に前年同期比においてマイナスとなっておりますが、

平成 17年 12 月期の決算期変更により、前第１四半期（平成 17年７月１日から平成 17年９月30日ま
での期間）と当第１四半期（平成 18年 1月 1日から平成 18年３月 31日）における収益環境は、季節
要因等において、大きく相違いたしております。特に、前第１四半期は夏から秋にかけての好調な時
期であるのに対し、当第１四半期は冬場の需要低迷期に該当いたします。 

 
 なお、事業部門別の実績は次の通りです。 
①『ゴルフ用品Ｅコマース事業』 

当第１四半期における当事業部門の売上高は1,247 百万円（対前年同期比 1.1％増）となりました。 
前半期はいわゆる「ウォームビズ」の追い風による防寒ウェア等、アパレル部門の売れ行きが好調

に推移し、後半期においては本格的なゴルフシーズンの到来を受け、ゴルフギア全般に関し受注が活
性化いたしました。なお、前年同期間（平成 17年１月１日から平成 17年３月 31日まで）の売上高は、
959 百万円であります。 
 
②『ゴルフ場向けサービス事業』 

当第１四半期における当事業部門の売上高は243 百万円（対前年同期比 27.8％減）となりました。 
積極的な営業展開により、ゴルフ場予約事業、ASP/XML 事業、レッスン事業が順調に推移いたしま

した。なお、前年同期間（平成 17年１月１日から平成 17年３月 31日まで）の売上高は、176 百万円
であります。 

 
③『メディア事業』 
 当第 1四半期における当事業部門の売上高は 105 百万円（対前年同期比 13.3％増）となりました。 

従来の動画配信サービスをさらに拡充させることを目的に、「ゴルフＴＶ」を開始、ゴルフの新たな
楽しみ方の提案を行いました。また、当第１四半期において開催間近であったマスターズ特集を配信
することで、不特定多数のトラフィックを拡充させることが可能になり、動画企画との相乗効果を図
りながらＰＶ数の拡大を実現いたしました。こうしたＰＶ数の拡大と当社ＧＤＯクラブ会員がいわゆ
る富裕層であることを強みとして、ゴルフ関連業界以外への広告営業アプローチや、広告クライアン
トへの積極的なタイアップ企画を行ったことが奏功し、増収を達成いたしました。なお、前年同期間
（平成 17年１月１日から平成 17年３月 31日まで）の売上高は、86百万円であります。 
 
（ご参考）前年同期間との売上高対比 

 ゴルフ用品Ｅコマース事業 ゴルフ場向けサービス事業 メディア事業 

 百万円 百万円 百万円 

平成 18 年 12 月期第１四半期 
(平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日) 

1,247 243 105 

 百万円 百万円 百万円 

前年同期間 
(平成 17 年 1 月 1 日～平成 17 年 3 月 31 日) 959 176 86 

 
 
 
 
 



 
 

 3 

 (2) 財政状態の変動状況                         （百万円未満切捨） 

 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 
１株当たり 
株 主 資 本      

 百万円 百万円 ％ 円    銭 

 18 年 12 月期第 1 四半期 3,227  1,581  49.0  10,147  77 

 17 年 12 月期第１四半期 2,598  1,578  60.7  10,348  79 

(参考)17 年 12 月期 2,676  1,670  62.4  10,840  13 

 

 

 

 
(3) キャッシュ・フローの状況                      （百万円未満切捨） 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円 

18 年 12 月期第１四半期 △149  △439  629  1,013  

17 年 12 月期第１四半期 15  △2  44  1,009  

(参考)17 年 12 月期  23  △75  71  972  

 
 
［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 
 当第 1四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ 40百万円増
加し、当第 1四半期末では 1,013 百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次
の通りです。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当第 1 四半期における営業活動による資金は 149 百万円の減少でした。これは主に、季節要因によ

る売上の弱含み、夏秋商戦に向けた仕入の強化、また一時的な本社移転経費の発生等が重なったこと
による税引前当第1四半期純損失113百万円と法人税の支払い52百万円などを計上したことによりま
す。 
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第 1四半期における投資活動による資金の減少は439 百万円となりました。これは主に、預入期
間が 3ヶ月を超える定期預金への預入れ 200 百万円、および本社移転に伴う新社屋の賃借による差入
敷金 161 百万円の計上によるものであります。なお、当差入敷金は、賃借期間が完了した時に当社に
返金される予定です。 
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第 1四半期における財務活動による資金の増加は629 百万円となりました。これは主に、ゴルフ
用品Ｅコマース事業の急激な売上増に伴い、増加運転資金に対する手当てとして銀行借入 600 百万円
を実施したこと、また、従業員の新株予約権等の行使によるものであります。 
 
 
３．平成 18年 12 月期の業績予想（平成 18年１月１日～平成 18年 12 月 31 日） （百万円未満切捨） 

1 株当たり年間配当金 
 売 上 高 

経常利益 
（△は損失） 

当期純利益 
（△は損失） 中 間 期 末  

 

中  間 

百万円 

     3,450 
百万円 

  △60 

百万円 

  △76 

円 銭 

00 00 

円 銭 

－ － 

円 銭 

－ － 

 

 通  期  8,200 230  91 － －   00 00 00 00 

(ご参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 594 円 72 銭 
 
 
［業績予想に関する定性的情報等］ 
 前年に引き続き、インターネット環境においては、ブロードバンド環境は一般家庭へ定着していく
とともに、「ｗｅｂ2.0」の概念の浸透とコミュニティの更なる進化など、劇的な環境変化を遂げてい
くものと思われます。また、ゴルフ関連業界におきましては、団塊世代層のリタイヤメントによる平
日プレー人口の増加やレジャースポーツ化、昨今の景気回復基調等、ゴルフ界の活性化は今後も続い
ていくものと思われます。 

このような環境の下、当社はゴルフのもつイメージの変革に着手するとともに、ゴルフのさまざま



 
 

 4 

な楽しみ方を提案、また潜在的なゴルファーの掘り起こし等を行うことで、当社の事業のコアとなる
オンライン会員の新規獲得と既存会員に対するサービス向上を図り、「ＧＤＯＳＨＯＰ.com」や「ＧＳ
ＴＡＲＴ」における購入率（コンバージョンレート）を高め、事業の拡充及び企業価値向上を目指し
ております。 

 
『ゴルフ用品Ｅコマース事業』においては、Ｅコマースサイトのビジュアル性、利用者に対する操

作性等を向上させ、営業面における、より一層の顧客満足度を図るとともに、舞浜物流倉庫の効率的
な稼動を活かし、品揃えの充実、新商品の積極投入等による機動的な購買活動を行って参ります。 
 
 
 
 
『ゴルフ場向けサービス事業』においては、国内最大規模を擁する 1,300 超の提携ゴルフ場との関

係強化を徹底し、送客枠の確保に今後も努めるとともに、さらなる提携コース数増を目指すべく、関
東地区のみならず関西、東海、九州地区等、面展開での戦略的な営業攻勢を行って参ります。また、
潜在的なゴルプレー人口の深堀を積極的に推進すべく、スクール事業の強化も図って参ります。 
 
『メディア事業』においては、｢国内最大のゴルフ情報関連サイト｣である当社の利を最大限活用し、

独自の取材力や報道機関としての信頼性を高めながら、積極的な新規顧客開拓に努めて参ります。特
に、新企画サイトの立ち上げによる広告スペースの拡大や「料金体系」の見直し、また自社コンテン
ツを主力とした「コンテンツ二次使用料」等の分野を強化して参ります。 
 
経費面においては、「有能な人材の確保」、「諸設備への一部更新投資」等、一般固定費の若干増、ま

た、ＧＤＯポイントの付与およびアフィリエイト手数料の支払増加により、マーケティングコストの
発生を見込んでおります。 

 
以上を踏まえまして、平成 18年 12 月期通期における業績予想につきましては、当第１四半期が前

回の参考発表時よりも若干改善されてはいるものの、現時点におきましては、平成 18年２月 10日付
発表の業績予想値に対しての変更はございません。 

 
（注）業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。 

予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります

ので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことはお差し控えください。 
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４．四半期財務諸表 
（1） 四半期貸借対照表                          （単位：千円）  

 前第1四半期会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 期  別 

 
科  目 注記 

番号 
金   額 構成比 

（％） 
金   額 構成比 

（％） 
金   額 構成比 

（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   1,009,577         1,213,302   972,641  

２．売掛金   508,504   507,914     594,860  

３．たな卸資産   534,149   594,211   549,804  

４．繰延税金資産   51,692   52,383   55,633  

５．その他   18,732   41,607   20,184  

貸倒引当金      △1,306   △848   △1,040  

流動資産合計   2,121,349 81.6  2,408,570 74.6  2,192,083 81.9 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１  11,848   130,225   11,077  

２．無形固定資産   170,463   185,181   178,987  

３．投資その他の資産           

 （1）長期性預金   200,000   200,000   200,000  

（2）敷金   -   183,244   -  

 （3）その他     97,863   122,977     97,997  

貸倒引当金   △2,728   △2,999   △3,324  

投資その他の資産計   295,135   503,222   294,674  

固定資産合計   477,447 18.4  818,628 25.4  484,739 18.1 

資産合計   2,598,797 100.0  3,227,199 100.0  2,676,822 100.0 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   604,609   515,359   542,421  

２．短期借入金   -   600,000   -  

３．未払金   190,141   298,718   155,337  

４．ポイント引当金   116,735   122,527   114,539  

５．その他 ※２  109,017   108,658   
     

194,166 
 

流動負債合計   1,020,503 39.3  1,645,263 51.0  1,006,466  37.6 

負債合計   1,020,503 39.3  1,645,263 51.0  1,006,466 37.6 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   689,756 26.5  718,551 22.3  703,581 26.3 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  667,705     696,500   681,530   

資本剰余金合計   667,705 25.7  696,500 21.6  681,530 25.5 

Ⅲ 利益剰余金           

１．第1四半期（当期）
未処分利益 

 220,832   166,884   285,245   

利益剰余金合計   220,832 8.5  166,884 5.1  285,245 10.6 

資本合計   1,578,293 60.7  1,581,935 49.0  1,670,356 62.4 

負債・資本合計   2,598,797 100.0  3,227,199 100.0  2,676,822 100.0 

           

（注）平成 17 年 12 月期は、決算期変更に伴い 6 ヶ月決算となっております。 
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（2）四半期損益計算書                              （単位：千円） 

 
前第1四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

期  別 
 

科  目 
注記 
番号 

金   額 
百分比 
（％） 

金   額 
百分比 
（％） 

金   額 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   1,664,472 100.0  1,596,828 100.0  3,605,338 100.0 

Ⅱ 売上原価  1,027,186 61.7 1,031,561 64.6 2,245,080 62.3 

売上総利益  
 

637,286 38.3 
 

565,266 35.4 
 

1,360,257 37.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１ 624,947 37.5 630,433 39.5 1,242,410 34.5 

営業利益 
又は営業損失(△) 

 

 

12,339 0.8 

 

△65,166 △4.1 

 

117,846 3.2 

Ⅳ 営業外収益 ※２  1,881 0.0  2,555 0.2  4,590 0.2 

Ⅴ 営業外費用 ※３ 570 0.0 876 0.1 1,186 0.0 

経常利益 
又は経常損失(△) 

 
 

13,649 0.8 
 

△63,486 △4.0 
 

121,250 3.4 

Ⅵ 特別損失           

１．固定資産除却損  -   534   -   

２．リース解約損  -   16,617   -   

３．事務所移転損失  - - - 32,665 49,817 3.1 - - - 

税引前第1四半期 
(当期)純利益 
又は純損失(△) 

  13,649 0.8  △113,304 △7.1  121,250 3.4 

法人税、住民税 
及び事業税 

 7,684   1,211 
 
 
 

 53,482   

法人税等調整額  △589 7,094 0.4 3,844 5,056 0.3 △3,200 50,282 1.4 

第1四半期(当期)
純利益 
又は純損失(△) 

  6,555 0.4  △118,360 △7.4  70,968 2.0 

前期繰越利益  214,276  285,245  214,276  

第1四半期(当期)
未処分利益 

 220,832  166,884  285,245  

  

 

  

 

  

 

  

（注）平成 17年 12月期は、決算期変更に伴い 6 ヶ月決算となっております。 
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（3）四半期キャッシュ・フロー計算書                      （単位：千円）   
前第1四半期会計期間 

 
（自 平成17年７月１日 
 至 平成17年９月30日）

当第1四半期会計期間 
 
（自 平成18年１月１日 
 至 平成18年３月31日）

前事業年度要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年７月１日 
 至 平成17年12月31日） 

期  別 
 

科  目 
金   額 金   額 金   額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前第1四半期（当期）純利益(△は純損失) 13,649 △113,304 121,250 

減価償却費 8,715 12,737 19,923 

長期前払費用償却 279 236 558 

ポイント引当金の増加額 12,817 7,987 10,621 

貸倒引当金の増加額（△は減少額） △64 △515 264 

受取利息及び受取配当金 △1,872 △2,361 △4,133 

新株発行費 275 458 538 

有形固定資産除却損 - 534 - 

売上債権の減少額（△は増加額） 77,135 87,270 △9,816 

たな卸資産の増加額 △83,308 △44,406 △98,963 

未収入金の増加額 △28 △2,529 △839 

前払費用の減少額（△は増加額） 2,262 △16,334 △293 

仕入債務の減少額 △3,857 △27,062 △66,045 

未払金の増加額 19,254 34,475 37,426 

未払費用の増加額(△は減少額) 9,019 △6,988 26,650 

未払消費税等の増加額(△は減少額) 6,260 △18,902 18,902 

前受金の増加額（△は減少額） △14,595 1,451 △15,469 

預り金の増加額（△は減少額） 1,551 △6,850 10,894 

その他資産の減少額 261 135 756 

その他負債の減少額 △3,628 △2,777 △2,282 

    小  計 44,125 △96,747 49,940 

利息及び配当金の受取額 25 96 3,707 

法人税等の支払額 △29,088 △52,652 △29,824 

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,063 △149,303 23,823 

Ⅱ 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 - - △2,693 

無形固定資産の取得による支出 △2,032 △29,708 △71,274 

投資有価証券の取得による支出 - △48,500 - 

定期預金の預け入れによる支出 - △200,000 - 

敷金の差入による支出 △172 △161,308 △1,321 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,205 △439,517 △75,289 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入 - 600,000 - 

株式の発行による収入 44,575 29,482 71,962 

財務活動によるキャッシュ・フロー 44,575 629,482 71,962 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 57,433 40,661 20,496 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 952,144 972,641 952,144 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第1四半期期末(期末) 
  残高 ※ 

1,009,577 1,013,302 972,641 

（注）平成 17年 12月期は、決算期変更に伴い 6 ヶ月決算となっております。 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
 前第1四半期会計期間 
（自  平成17年７月１日 
  至  平成17年９月30日） 

 当第1四半期会計期間 
（自  平成18年１月１日 
 至  平成18年３月31日） 

  前事業年度 
（自  平成17年７月１日 
  至  平成17年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

（1）有価証券 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

（2）たな卸資産 

 商品 

 先入先出法による原価法を採

用しております。 

（1）有価証券 

      同 左 

 

（2）たな卸資産 

同 左 

（1）有価証券 

同 左 

 

 

（2）たな卸資産 

同 左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1）有形固定資産 

定率法 

(1）有形固定資産 

定率法 

(1）有形固定資産 

定率法 

  なお、主な耐用年数は以下

のとおりとなっております。 

工具器具備品  ５～10年 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりとなっております。 

建物付属設備  10～15年 

工具器具備品  ３～10年 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりとなっております。 

工具器具備品  ５～10年 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法 同 左 同 左 

  ただし、ソフトウェア（自

社利用分）については、社内

における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法 

  

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

 均等償却 同 左 同 左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。 

同 左 同 左 

 (2）ポイント引当金 (2）ポイント引当金 (2）ポイント引当金 

  将来の「ＧＤＯポイント」

の使用による販売促進費の

発生に備えるため、使用実

績率に基づき将来利用され

ると見込まれるポイントに

対し見積り額を計上してお

ります。 

同 左 同 左 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

同 左 同 左 
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項目 
 前第1四半期会計期間 
（自  平成17年７月１日 
  至  平成17年９月30日） 

 当第1四半期会計期間 
（自  平成18年１月１日 
 至  平成18年３月31日） 

  前事業年度 
（自  平成17年７月１日 
  至  平成17年12月31日） 

５．四半期キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッシ

ュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってお

ります。 

同 左 同 左 

６．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同 左 

消費税等の会計処理 

同 左 

 
表示方法の変更 

前第1四半期会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当第1四半期会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

 ──────   前期まで投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「敷

金」は、資産総額の100分の５を超え

たため区分掲記しました。なお、前第

１四半期の「敷金」は20,787千円であ

ります。 

────── 

 
注記事項 
（四半期貸借対照表関係） 

前第1四半期会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当第1四半期会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 
 

 11,278千円
  

 
 11,815千円

  

 
 12,664千円

  
※２.消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．   ────── 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

  仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

め、流動資産の「その他」に含めて表

示しております。 

 

 
（四半期損益計算書関係） 

前第1四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 
 

有形固定資産 1,322千円

無形固定資産 7,393千円
  

 
有形固定資産   1,875千円

無形固定資産  10,862千円
  

 
有形固定資産 2,708千円

無形固定資産 17,214千円
  

※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの 
 

受取利息 1,872千円
  

 
受取利息 2,361千円

  

 
受取利息 4,133千円

  
※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの 
 

新株発行費 275千円  
  

 
新株発行費 458千円

  

 
新株発行費 538千円
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  （四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 
前第1四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

※ 現金及び現金同等物の第1四半期期末

残高と四半期貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の第１四半期期

末残高と四半期貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 
 

（平成17年９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,009,577千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

-

現金及び現金同等物 1,009,577千円
  

 
（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,213,302千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△200,000千円

現金及び現金同等物 1,013,302千円
  

 
（平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 972,641千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

-

現金及び現金同等物 972,641千円
  

 

  （リース取引関係） 
前第1四半期会計期間 
（自  平成17年７月１日 

    至  平成17年９月30日） 

当第1四半期会計期間 
（自  平成18年１月１日 
至  平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第1四半期末残高相当

額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第1四半期末残高相当

額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

四半期
末残高
相当額 
(千円) 

有形固定資産 
(工具器具備
品) 

180,606 32,560 148,046 

無形固定資産 
(ソフトウェ
ア) 

156,674 19,636 137,038 

合計 337,281 52,196 285,084 

  

  

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

四半期
末残高
相当額 
(千円) 

有形固定資産 
(工具器具備
品) 

254,402 43,312 211,090 

無形固定資産 
(ソフトウェ
ア) 

193,362 34,388 158,974 

合計 447,765 77,701 370,064 

  

  

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

有形固定資産 
(工具器具備
品) 

186,556 42,195 144,361 

無形固定資産 
(ソフトウェ
ア) 

177,020 28,555 148,465 

合計 363,577 70,750 292,826 

  
２．未経過リース料第1四半期末残高相当額 ２．未経過リース料第1四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
   

１年内 64,428千円

１年超 223,129千円

合計 287,558千円

 
１年内 87,948千円

１年超 287,509千円

合計 375,458千円
  

 
１年内 69,202千円

１年超 227,054千円

合計 296,257千円
  

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 
  

支払リース料 15,990千円

減価償却費相当額 14,665千円

支払利息相当額 2,117千円
  

  
支払リース料 19,977千円

減価償却費相当額 19,652千円

支払利息相当額 2,512千円
  

  
支払リース料 36,202千円

減価償却費相当額 33,219千円

支払利息相当額 4,733千円
  

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

       同 左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

      同 左 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。 

５．利息相当額の算定方法 

       同 左 

５．利息相当額の算定方法 

      同 左 
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（有価証券関係） 

前第 1四半期会計期間末（平成 17年９月 30日現在） 

 1．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

  非上場株式 

 

         60,000 

当第 1四半期会計期間末（平成 18年３月 31日現在） 

  1．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

  非上場株式 

 

         108,500 

前事業年度末（平成 17年 12 月 31 日現在） 

 1．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

  非上場株式 

 

         60,000 

 

（デリバティブ取引関係） 

前第 1四半期会計期間（自 平成 17年７月１日 至 平成 17年９月 30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

当第 1四半期会計期間（自 平成 18年１月１日 至 平成 18年３月 31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成 17年７月１日 至 平成 17年 12 月 31 日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

（持分法損益等） 

前第 1四半期会計期間（自 平成 17年７月１日 至 平成 17年９月 30日） 

 該当事項はありません。 

当第 1四半期会計期間（自 平成 18年１月１日 至 平成 18年３月 31日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成 17年７月１日 至 平成 17年 12 月 31 日） 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 
     前第１四半期会計期間      
    （自  平成17年７月１日     
      至  平成17年９月30日） 

     当第１四半期会計期間      
   （自  平成18年１月１日     
     至  平成18年３月31日） 

        前事業年度        
   （自  平成17年７月１日 
     至  平成17年12月31日） 

 

１株当たり純資産額 10,348円79銭

１株当たり第1四半期純
利益金額 

43円66銭

潜在株式調整後1株当た
り当期純利益金額 

40円71銭
なお、潜在株式調整後1株当たり第１四

半期純利益金額については、第１四半期

純損失のため、記載しておりません。 

１株当たり純資産額 10,147円77銭

１株当たり第1四半期純
損失金額 

762円89銭

１株当たり純資産額 10,840円13銭

１株当たり当期純利益 
金額 

468円19銭

潜在株式調整後1株当た
り当期純利益金額 

440円67銭

 
   

（注） １株当たり第 1 四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後 1 株当たり第 1 四半期（当期）純利益金額の 

   算定上の基礎は、以下のとおりであります。                      （単位：千円） 

 
前第1四半期会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日) 

当第1四半期会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

【1株当たり第1四半期（当期）純利益】    

第1四半期（当期）純利益(△は純損失) 6,555 △118,360 70,968 

普通株主に帰属しない金額 － － － 

普通株式に係る第1四半期（当期）純利益 

(△は純損失) 
6,555 △118,360 70,968 

期中平均株式数 150,138株 155,148株 151,580株 

【潜在株式調整後1株当たり第1四半期（当

期）純利益】 
   

当期純利益調整額 － － － 

普通株式増加数 10,892 － 9,467 

（うち新株予約権）                (10,892)            (－)         （9,467） 

希簿化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要 

 新株予約権２種類（新 

 株予約権の目的となる 

株式の数4,300株）。 

新株予約権２種類（新 

株予約権の目的となる 

株式の数4,815株）。 

新株予約権２種類（新株

予約権の目的となる株

式の数4,815株）。 
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  （重要な後発事象） 
前第1四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

  新株予約権の付与 ──────        ────── 

平成17年９月27日開催の定時株主総会及

び平成17年10月3日開催の取締役会の決議

に基づき、平成17年10月3日付で当社取締

役及び従業員に対して、商法第280条ノ20

及び商法第280条ノ21の規定に基づき新株

予約権の付与（ストックオプション）をい

たしております。その概要は以下のとおり

であります。 

 

 

 

 

 
 

①発行株式数 普通株式  1,155株 

②新株予約権の 

  行使に際して 

  の発行価格 

新株予約権１個につき

105,973円 

③発行総額の総 

  額 

122,398千円 

④付与対象者 当社取締役及び従業員

合計51名 

⑤新株予約権の 

  行使期間 

平成19年10月１日から 

平成27年６月30日まで 

 

 

 
 

（5）事業部門別売上高 
                                     （百万円未満切捨） 

前第1四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日  
 至 平成17年９月30日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日  
 至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日  
 至 平成17年12月31日） 

期  別 
 

科  目 
金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 ゴルフ用品Ｅコマース事業 1,233 74.1 1,247 78.1 2,708 75.1 

 ゴルフ場向けサービス事業 338 20.3 243 15.3 671 18.6 

 メディア事業 93 5.6 105 6.6 226 6.3 

合計 1,664 100.0 1,596 100.0 3,605 100.0 

 
 

 


