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１．平成19年６月中間期の業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業損益 経常損益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 4,120 12.7 196 － 200 － 96 －

18年６月中間期 3,655 － △50 － △46 － △97 －

18年12月期 8,034 － 27 － 33 － △19 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年６月中間期 618 04 604 99

18年６月中間期 △628 43 － －

18年12月期 △127 40 － －

（参考）持分法投資損益 19年６月中間期 △5,573百万円 18年６月中間期 －百万円 18年12月期 －百万円

（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ので平成18年12月期の対前年比較は行っておりません。

(2）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

19年６月中間期 3,672 1,836 50.0 11,693 61

18年６月中間期 3,160 1,606 50.8 10,290 04

18年12月期 3,419 1,730 50.6 11,060 88

（参考）自己資本 19年６月中間期 1,836百万円 18年６月中間期 1,606百万円 18年12月期 1,730百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

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

19年６月中間期 100 △68 11 1,159

18年６月中間期 △259 △549 633 796

18年12月期 △138 △355 637 1,116

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 － 0 00 － 0 00 0 00

19年12月期 0 00 0 00 － －

19年12月期（予想） － － 0 00 0 00 0 00

３．平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19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 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 9,000 12.0 260 863.0 250 657.6 120 － 763 89
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４．その他

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　  無

②　①以外の変更　　　　　　　　  無

（注）詳細は、18ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(2）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） 19年６月中間期 157,090株 18年６月中間期 156,110株 18年12月期 156,450株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 －株 18年６月中間期 －株 18年12月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関

する事項は添付資料の５ページをご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

（当中間会計期間の経営成績）

  当中間会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日）におけるわが国経済は、年金問題や原油高、長期金利

の上昇といった懸念材料はあるものの、企業収益の堅調な推移を背景とした設備投資の増加や雇用機会の創出等によ

り、緩やかな回復基調にあります。

  ゴルフ業界におきましては、石川遼選手をはじめとしたアマチュアゴルファーや女子プロゴルファーの活躍を背景

に、様々な出版社や放送局においてゴルフ特集やテレビ放映がなされ、「ゴルフ」への関心が高まっています。また、

プレー料金の低価格化、ゴルフ場施設の充実やサービスの拡充なども進んでおり、特にゴルフに対するイメージは「国

民的」かつ「カジュアル」なスポーツへと変わりつつあります。

  インターネット環境においては、平成18年「通信利用動向調査」（総務省調べ）によると、平成18年末におけるイ

ンターネット利用者数は、推計8,754万人、人口普及率において68.4％（前年比1.7ポイント増）となり、インターネッ

トの利用環境は日本国民の生活基盤に定着しつつあります。特に30歳～40歳代のインターネットによる商品・サービ

スの購入経験者は50％を超えており、消費行動においてインターネットの利用が進展しております。また、コンテン

ツの大容量化を背景に、インターネット利用者の約70％はパソコンと携帯電話・ＰＨＳ等の移動端末を併用しており、

利用するサービス毎にそれぞれを使い分ける傾向が高まっております。

  このような環境の下、当社は、自社の事業モデルである「ＧＤＯトライシクルモデル」の完成度を高めることを経

営テーマに掲げております。更に収益性を高めるため、「事業の選択と集中」を進め、「ゴルフ用品Ｅコマース事業」

におけるサービスの一部を閉鎖し、利益貢献度の高いサービスへ経営資源を集中投下しております。一方で、顧客の

消費活動を活性化するため、コンテンツの大幅なリニューアルやＲＳＳ配信サービス及び新サイトの展開などを進め

て参りました。更に、メディアの再編が進む中で、新たな広告ビジネスモデルの構築やゴルフ市場の活性化を目的に、

株式会社テレビ東京と共同出資を行い、「テレビ東京ゴルフダイジェスト・オンラインＬＬＣ合同会社」を設立いた

しました。

  これらの結果、当社の収益先行指標の一つであるＧＤＯクラブ会員数は順調に増加し、６月末時点で109万人を超え

るとともに、当社サイトへの訪問者数を示す月間ページビュー（以下、ＰＶ）は、６月単月で１億２千万ＰＶ（前年

同月は１億ＰＶ）に到達いたしました。加えて、ユニークビジター数も６月単月で過去最高となる290万人を記録しま

した。

　業績につきましては、ＧＤＯトライシクルモデルの完成度が高まり、３つの事業の相乗効果が表れ始めたこと、収

益先行指標が順調に伸びたこと、また気候が比較的温暖に推移したことなどから、当中間期の売上高は4,120百万円

（前年同期比12.7％増）、売上総利益は1,596百万円（前年同期比24.7％）と大幅に改善いたしました。売上総利益率

の改善に関しては、『ゴルフ用品Ｅコマース事業』における徹底した利益管理と、売上高総利益率の高い『ゴルフ場

向けサービス事業』及び『メディア事業』の売上増によるものです。販売費及び一般管理費につきましては、期初の

見通しから大幅に改善いたしました。特に、ゴルフ用品Ｅコマース事業の一部サービス撤退により、人員の社内シフ

トが可能となり、人件費の増加を抑制できたこと、また、ポイント発行費用の低減やリスティング広告の効率化を促

進したこと、加えて編集制作費の内製化を進めたことなどが奏功しております。

　これらの結果、当中間期は期初見通しより改善し、営業利益196百万円（前年同期間は△50百万円）、経常利益200

百万円（前年同期間は△46百万円）、当中間期純利益は96百万円（前年同期間は△97百万円）を計上いたしました。

　なお、主要事業部門別の主な要因は、以下の通りであります。 

『ゴルフ用品Ｅコマース事業』（ＧＤＯＳＨＯＰ.com） 

　当中間会計期間における当部門は、売上高を重視していた従来の販売戦略から、当社の強みであるトライシクルモ

デルを意識し、利益率を重視する戦略に切り替えました。特に顧客離れと利益率の限界のバランスをとりながら販売

戦略を立てました。この結果、売上高は3,015百万円（前年同期間比6.8％増）と微増でしたが、売上総利益は574百万

円（前年同期間比18.3％増）を確保することができました。売上増加の主な要因は、主力のゴルフ用品販売サービス

及び中古買取サービスの伸びが大きかったことが上げられます。具体的には、当社マーケティング部門との連携強化

やタイアップ型広告の効果等により「ＧＤＯＳＨＯＰ.com」へのビジター数が増加いたしました。また、仕入先との

取引額の拡大を実現したことで、特化商材や売れ筋商材の仕入がよりスムーズに進み、販売機会損失の低減に繋がり

ました。加えて、キャンペーン施策や広告効果の高いコンテンツ作り等も売上増加に貢献しております。売上総利益

増加の要因は、こうした従来の販売数量を重視した販売施策から利益率を重視した品揃えへと施策を変更したことに

よります。
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『ゴルフ場向けサービス事業』 

　当中間会計期間における当部門は、需給両面での施策の効果から売上高は852百万円（前年同期間比40.6％増）、売

上総利益は818百万円（前年同期間比39.0％増）となりました。営業力を活かしたゴルフ場との良好な関係を背景に週

末や祝日における予約枠を積極的に確保し、予約枠不足による機会損失を低減することができました。また、宿泊等

との組み合わせによる予約枠のセット販売やコンペ予約による顧客の囲い込みを強化した事等により効率的に販売す

ることができました。加えて、当中間会計期間は天候に恵まれたこと、５月以降ＧＤＯ主催のアマチュア選手権やダ

ブルス選手権などのイベントが好調に推移したこと等から送客人数の向上に繋がり、５月、６月の送客人数は単月で

過去最高となる20万人を超えております。

『メディア事業』

　当中間会計期間における当部門の売上高は252百万円（前年同期間比12.2％増）、売上総利益は202百万円（前年同

期間比1.2％減）となりました。広告サービスにおきましては、検索エンジン型広告以外のインターネット広告市況が

低迷している中で、当社はバナー広告からタイアップ型広告にシフトし、売上の増加を実現いたしました。タイアッ

プ先としてはゴルフメーカーが多くを占めますが、ゴルフ用品販売やゴルフ場予約の販売促進にも繋がっております。

しかしながら、タイアップ型広告はバナー広告に比べ原価が膨らむため、売上総利益は前年同期間に比べ減少してお

ります。平成17年２月に開始したモバイルサービスにおきましては、石川遼選手人気等を背景として、ツアー速報や

待受画面などのコンテンツを充実させた結果、有料会員数が堅調に伸びました。モバイルサービスはユーザー数、ア

クセス数ともにゴルフカテゴリーにおいて国内１位のサイトに成長いたしております。
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（当会計期間の見通し）

　引き続きインターネットを取り巻く環境の整備が進み、ブロードバンドやモバイル端末等の利用者は増加するとと

もに、消費行動におけるインターネット利用は更に進むものと予測されます。また、ゴルフに対する楽しみ方が多様

化していることに伴い、ゴルフビジネスのサービス環境はより充実していくものと思われます。

　このような環境の下、当社は、中期経営戦略に基づき、第9期（平成19年1月1日～平成19年12月31日）は「トライシ

クルモデルの完成度を高める」こと及び「事業の選択と集中」を重要な戦略として収益性の確保に取り組んでおりま

す。第3四半期、第4四半期におきましても、引き続き収益性の確保路線を継承してまいります。

『ゴルフ用品Ｅコマース事業』につきましては、引き続きマーケティング部門との連携を強化し、トラフィック管理

を徹底するとともに、効果的なマーケティング施策による顧客の囲い込みを行ってまいります。そして、ライフスタ

イル提案型の販売促進を取り入れることにより、今まで以上にセグメント化された顧客層への販売を実現してまいり

ます。加えて、メーカー、問屋との更なる関係強化を推進し、商品の品揃えを充実させるとともに、特に利益率の高

いウェア・アクセサリー類を強化してまいります。

『ゴルフ場向けサービス事業』につきましては、既に約６割の国内ゴルフ場と提携しております。比較的提携率が低

かった九州・西日本方面のゴルフ場に対し、積極的に営業攻勢を行うとともに、既存提携コースの中でも、比較的活

性化していないゴルフ場への支援を進めてまいります。また、引き続きメディア部門及びマーケティング部門と連携

した販売施策により効率的に予約枠の販売を進めてまいります。 

『メディア事業』につきましては、引き続き広告市場は厳しい状況が続く見通しです。対策としてタイアップ型広告

の受注強化を図るとともに、ゴルフ用品販売、ゴルフ場予約部門への販売促進も目指してまいります。モバイルサー

ビスにおきましては、平成19年7月より都度課金によるコミック配信サービスを開始し、売上規模の拡大を図ってまい

ります。

　以上のことから、『ゴルフ用品Ｅコマース事業』において期初の販売計画を見直し、より利益率を重視した計画に

変更することにより、当会計期間通期では、売上高9,000百万円へ変更いたします。また、販売費及び一般管理費につ

きましても、引き続きポイント還元策の効率化、突発的支出を抑えるべくシステムの安定化に努めることにより経費

効率化を進めてまいります。こうした施策により、営業利益260百万円、経常利益250百万円へ修正いたします。また、

当会計期間より既に計上しているサービス撤退による事業資産整理損や資産評価等により特別損失77百万円を見込ん

でいることから、当期純利益につきましては、120百万円を見込んでおります。

　なお、平成19年8月2日に「ゴルフパラダイス」のブランドで全国21店舗を展開する株式会社エイコーを子会社化い

たしました。同社が主力とする中古クラブ事業は、新品のゴルフ用品販売に比べ比較的利益率の高い事業であります。

近年ゴルフスタイルの多様化に伴い、新規ゴルファーをはじめとした低価格でのゴルフ用品の購入など、中古品に対

するニーズが高まっております。現在は、実店舗による売買が中心となっている中古ゴルフ市場において、インター

ネットを活用することで利便性を高め、中古売買の機会増加で需要を喚起し、インターネットと実店舗の融合による

新しい付加価値を伴ったサービスを展開するビジネスモデルの実現を目指します。また、中古品買取の機会を増やす

事で、リサイクルを促進し、社会的に意義の高い事業展開を図ってまいります。 

　これにより、当社は第３四半期以降、連結決算となりますが、連結ベースでの通期見通しにつきましては、現在精

査中であるため、判明次第可及的速やかにお知らせいたします。
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(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当中間会計期間末における資産は、前会計期間末に比べ252百万円増加し、当中間会計期間末で3,672百万円となりま

した。これは主に、売上の増加に伴う売掛金及びたな卸資産増加によるものです。

（負債）

　当中間会計期間末における負債は、前会計期間末に比べ146百万円増加し、当中間会計期間末で1,835百万円となりま

した。これは、主に売上の増加に伴うポイント引当金の増加により流動負債が146百万円増加したことによります。

（純資産）

　当中間会計期間末における純資産は、前会計期間末に比べ106百万円増加し、当中間会計期間末で1,836百万円となり

ました。これは主に、中間純利益96百万円、ストック・オプションの権利行使による新株予約権11百万円が増加したこ

とによります。

②当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ43百万円増加し、当中間会

計期間末では、1,159百万円となりました。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）

　当中間会計期間における営業活動により、資金は100百万円の増加となりました。これは、売上規模拡大に伴う売上債

権の増加により135百万円の減少、たな卸し資産増加により71百万円の減少などありましたが、売上の拡大及び経費の圧

縮等による当期利益の確保193百万円、法人税等の還付47百万円等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間会計期間における投資活動により、資金は68百万円の支出となりました。これは主に、株式会社テレビ東京と

の共同出資会社「テレビ東京ゴルフダイジェスト・オンラインＬＬＣ合同会社」への投資（投資有価証券の取得による

支出）37百万円、システムの開発に伴う投資31百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間における財務活動により、資金は11百万円の増加となりました。これは、全て従業員等のストックオ

プション行使によるものです。

なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りです。

平成16年６月期 平成17年６月期 平成17年12月期 平成18年12月期
平成19年12月期

中間期

自己資本比率（％） 66.9 61.7 62.4 50.0 50.0

時価ベースの自己資本比率

（％）
2,674.6 733.5 568.2 187.6 132.8

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
－ － － △433.5 297.5

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － － △38.3 63.1

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

（当中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注３）有利子負債は貸借対照表（中間貸借対照表）に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象　　

　　　　としております。

（注４）平成16年６月期、平成17年６月期及び平成17年12月期は有利子負債がありませんので、キャッシュ・フロー対有

　　　　利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株式上場以来「持続的な成長拡大」をテーマに掲げております。このため、急激に変動する昨今の経済状

況やその他の事業環境に柔軟に対応し、事業構造の改革を継続的に実施する必要があります。このような環境の下、

各期の利益状況、翌期以降の見通し、配当性向、設備投資等の内部資金需要等を基準として、配当方針を決定してお

ります。

　なお、当事業年度におきましては、事業基盤の確立及び事業拡大に向けた投資が必要不可欠であると判断し、前期

に続き無配当とさせて頂きたいと考えております。

 

(4）事業等のリスク

　以下において、当社の事業等のリスク要因になると考えられる主な事項のうち、投資家の判断上、重要と考えられ

る事項について記載しております。なお、本項に記載した内容が、当社の事業等に関するリスクの全てを網羅するも

のではないことをご留意ください。

①ゴルフ市場について

イ．ゴルフという特定分野への依存

　昨今のゴルフ業界では、ゴルフの楽しみ方が多様化しており、ゴルファー世代の拡がりが窺えますが、ゴルフ場利

用人口数は横ばいで推移している他、プレーフィー単価の減少等から市場そのものが縮小する傾向があり、不安要素

も抱えております。このようなゴルフ業界を主要ドメインとする当社ビジネスにとって、成長性の変動により当社ビ

ジネスが今後予測どおりに成長しない可能性があり、その場合には当社の経営成績に影響を与える可能性があります。

そのため、将来的に、当社独自のビジネスモデル「ＧＤＯトライシクルモデル」を、他のスポーツ分野で適用するこ

とも視野に入れております。

ロ．天候によるリスク

　ゴルフは屋外スポーツであるため、気候の穏やかな春・秋にピークを向かえ、気候の厳しい夏・冬にオフシーズン

となる傾向があります。このため、当社の四半期での経営成績は、これら季節変動要因の影響を受ける可能性があり

ます。

  また、冬場における予想外の降雪や、夏場における猛暑や台風、落雷等により、ゴルフ場の営業日数や入場者数が

変動し、当社のゴルフ用品販売やゴルフ場送客人数等に影響を与える可能性があります。

 

②インターネットビジネスの事業リスクについて

イ．インターネット市場の普及について

  当社は、「ゴルフ関連の総合ポータルサイト」として事業展開しており、当社の収益はインターネットと強い関連

性を有しております。インターネット世帯浸透率及びインフラ面でも成熟期に入ったと予想される昨今においては、

更なるインターネットの普及に加え、インターネット利用者にとって快適な利用環境を維持・実現されることが前提

条件となります。しかしながら、何らかの理由により、接続環境の悪化や一時利用停止となる状況が生じた場合等、

当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

ロ．Ｅコマースの普及について 

　日本国内において、消費者向けＥコマースの市場規模は、インターネットの普及に伴い成長を続けております。し

かしながら、Ｅコマースをめぐる法的な規制や何らかの予期せぬトラブル等により、予測どおりにＥコマースの普及

が進まない場合に、当社の業績に影響を与える可能性があります。また、Ｅコマース自体の普及が進んだ場合であっ

ても、当社が同様のペースで成長しない可能性もあります。

　加えて、販売した商品に法令違反又は瑕疵等があり、当該商品の安全性等に問題が生じた場合には、商品を販売し

た顧客に対して損害賠償責任等が生じ、当社への信頼の喪失等によって当社の経営成績に影響を与える可能性があり

ます。

ハ．モバイル市場の普及について

　日本国内における携帯電話契約数は、平成18年12月末時点において9,493万件（（社）電気通信事業者協会調べ）で

あり、今後も更に普及することが予想されております。このような環境の下、当社は平成17年２月よりモバイルでの

サービス提供を開始し、当サービスにおける収益の前提となる有料会員数は順調な伸びを示しております。また、当

社メディア事業における新たな収益基盤として徐々にその規模を拡大しつつあります。しかしながら、この携帯電話

の普及率の拡大が予想どおりに進まない場合、又は、提携する携帯電話キャリア各社におけるシステムの不具合等が

生じた場合、当社の業績に悪影響を与える可能性があります。 
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ニ．インターネット広告の普及と多様化について 

　日本国内における平成18年のインターネット広告費は、前年比29.3％の伸びを見せ総広告費の6.0％を占めています。

また、平成19年の総広告費は日本経済の景気拡大持続、特に個人消費の回復が下支えとなって、前年比4.2％の増加が

見込まれております（（株）電通調べ）。しかしながら、インターネット広告事業はその歴史が浅いこともあり、将

来の市場規模を正確に予想することは困難であり、当社サービスに対する今後の需要も不確定であるといえます。ま

た、市場が拡大したとしても、何らかの理由により当社の広告事業が順調に成長しない可能性もあります。

　更に、インターネット広告の中でも、バナー広告や検索連動型広告の他、新たな広告手法であるアフィリエイト広

告（成果報酬型広告）等、その広告手法は多様化を見せております。そのため、新たな広告商品の開発費用やこれら

広告商品の取扱企業との提携にかかる費用負担等が当社の業績に影響する可能性があります。

ホ．個人情報保護について 

　当社は、当社サイト「ゴルフダイジェスト・オンライン」上の各サービスの中で、ＧＤＯクラブ会員情報やクレジッ

トカード情報等の個人情報を取得し利用しております。当社では、個人情報保護法（個人情報の保護に関する法律）

を遵守するべく、徹底した情報管理を継続的に行い、高度のセキュリティ技術の活用、各種社内教育及びガイドライ

ンを充実させ、個人情報保護に関する研究及び対策の徹底を行ってまいりました。また、非営利のプライバシー保護

方針の認定期間である「TRUSTe認証機構」より「TRUSTeマーク（注）」を取得しております。

　これらの個人情報については、取得目的を達成する範囲に使用を限定した上で業務委託先企業等と共有することが

あります。従って、当社において、個人プライバシー情報管理体制の強化、啓蒙活動、委託先企業の監督を引き続き

継続的に行い、また、社内の内部独立機関による定期的な監査を実施する等、個人情報の適切な使用と保護の徹底に

努めております。

　しかしながら、以上のような対策を講じたとしても、システムの瑕疵、又は当社グループ・業務委託先企業等の過

失等により個人情報の流出等の重大なトラブルが当社から発生した場合には、当社への損害賠償請求や信用の下落等

によって業績に影響を与える可能性があります。 

（注）　「TRUSTeマーク」について

　個人情報の適正な使用を促進することによって、インターネットに対する信用と信頼を築くために設立された独立非営利組織。日本技術

者連盟　TRUSTe　認証機構のプライバシー保護方針に合意を示し、同機構による指導監督及び顧客苦情解決手順に従うサイトにのみ授与さ

れるマーク。 

ヘ．システムトラブルについて 

　当社サービスの提供の多くは、インターネット環境において行われているため、コンピューターシステムを結ぶ通

信ネットワークに依存しております。したがって、自然災害や事故等によって通信ネットワークが切断された場合、

当社の営業は不可能となります。また、日々のシステムを管理している会社が倒産や業務継続不能となる他、コン

ピューターウィルス等の進入やハッカーによる妨害、ハードウェアやソフトウェアの不備、アクセスの急激な増加、

役職員の過誤、電力供給の停止及びその他予測不可能な要因によってコンピューターシステムがダウンした場合、当

社は営業を行うことが不可能となり、当社の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

ト．知的財産権について

　当社が行う事業の中には、特許権、著作権等のさまざまな知的財産権が関係しております。必要な知的財産権の取

得ができなかった場合や、適切な利用許諾を得られない場合には、技術開発やサービスの提供が困難となる可能性が

あります。また、当社の事業活動に関連して第三者から知的財産権の侵害を主張され、また訴訟を提起される可能性

があります。

　また、インターネット上での各種サービスにおいて、競合他社が特許等を取得した場合、その内容によっては競争

の激化又は当社への訴訟が発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

チ．法的規制について

　当社のビジネスの根幹を為すインターネット環境は、法規制が未整備であることについて、各方面から様々な指摘

がなされております。このため、国内における法的規制の整備が行われる可能性があります。また、インターネット

は国境を越えたネットワークであるため、海外諸国からの法的規制による影響を受けることも想定されます。これら

に対応するための費用がかさみ、将来的に当社の業績に影響を与える可能性があります。

③競合について 

　当社の属するインターネット・ゴルフ市場において当社グループと競合する企業は多数存在しております。今後も市

場の拡大に伴い、新規事業者の参入や既存ゴルフメーカー等のインターネット事業への進出等、競合状態は一層厳しく

なることが予想されます。これら同業他社との価格競争やその他景気動向の影響により、当社の業績に悪影響を与える

可能性があります。 
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④ストックオプション制度について 

　当社は、業績向上に対する貢献意欲や志気を高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対してストックオ

プション（新株引受権及び新株予約権）を付与しております。これらの権利が行使された場合、当社の株式価値は希薄

化し、発行可能株式総数の増加による需給バランスの変動が株価形成に影響を及ぼす可能性があります。

　また、近年、会計基準に関する国際的なルールが整備される中で、ストックオプションの費用計上等の会計基準の変

更により、当社の経営成績が影響を受ける可能性があります。 

 

⑤投資に係るリスクについて 

　当社では事業戦略に則り、国内スポーツ関連Ｅコマース企業、データセンター運営企業及び株式会社テレビ東京との

共同出資による合同会社に対し投資を実施しております。また前述の通り株式会社エイコーを子会社化いたしておりま

す。これらの投資は、投資先企業と当社との事業上の相乗効果を期待して実行されますが、投資先企業の業績によって

は、投資有価証券の減損に係る会計基準の適用等により、当社の損益に多大な影響を与える可能性があります。 

 

⑥優秀な人材の確保及び育成について 

　当社は引き続き成長を続ける段階にあり、事業戦略の構築と推進、新たなマーケティング施策の構築等、会社運営を

円滑に行う上で、貴重な人的資源を確保し、育成していく必要があります。今後も継続的に人材の確保及び育成に努め

ていく方針でありますが、当社が必要とする人材をタイムリーに確保できない場合や在職中の従業員が退職等で社外に

流出した場合には、業務運営に支障が生じ、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦資金調達について 

　当社は、売上規模の拡大に伴う運転資金及び投資資金の調達先として、金融機関からの借入を行っております。した

がって、将来において金利が上昇した場合には、金利負担コストが上昇し、当社の経営成績や財務状況に影響を及ぼす

可能性があります。

　また、資金調達については、特定の金融機関に過度に集中することなく、案件毎に複数の金融機関と交渉したうえで、

最適なファイナンスを行っておりますが、突発的な内外部環境の変化等により、資金調達ができなかった場合には、新

規事業の着手が遅延したり、事業の継続ができなくなる等、当社の経営成績や財務状況に影響を及ぼす可能性がありま

す。 
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２．企業集団の状況
　株式会社ゴルフダイジェスト社（以下、ＧＤ社）は、株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（当社）議決権株式

の18.29％を保有する関係会社として位置付けられております。

　当社は、「ゴルフ用品Ｅコマース事業」、「ゴルフ場向けサービス事業」及び「メディア事業」を主要業務としてお

りますが、ＧＤ社は主に「出版業」を営んでおります。また、当社とＧＤ社は共同でモバイルサイト「ゴルフダイジェ

スト・モバイル」の運営を行っております。

　当社及びＧＤ社の事業系統図は以下の通りであります。

 

 　　[事業系統図]

テレビ東京ゴルフダイジェスト・オンラインLLC合同会社
（持分法適用会社）

GD社（関連会社）

【出版業】

国内外のゴルファー・ゴルフ場

【メディア事業】

【ゴルフ場向けサービス事業】

【ゴルフ用品Eコマース事業】

㈱ゴルフダイジェスト・オンライン（当社）

【検定事業】(予定）
【サイト運営】　　　

書籍・ビデオ

広告出稿

（ｺﾞﾙﾌﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ･ﾓﾊﾞｲﾙ運営）

各種サービス提供
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標

　平成18年12月期決算短信（平成19年２月９日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を省

略しております。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

　（当社のホームページ）

http://www.golfdigest.co.jp/company/ir/default.asp?car=f12

  （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/tseHpFront/HPLCDS0301.do

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、設立以来、「インターネット」と「ゴルフ」という領域を中心に事業を展開してまいりました。当社売上

高の前提要因となるオンライン会員数は、創業以来着実に伸び、平成19年６月に109万人を突破いたしました。また、

当社ゴルフ用品Ｅコマース事業「ＧＤＯＳＨＯＰ.com」の売上高は、平成18年12月期末時点で60億円に達しており、

中規模のゴルフ用品専門量販店と並ぶ規模にまで成長いたしました。加えて、全国のゴルフ場数約2,400コースに対し

て、当社提携ゴルフ場数は1,486コース（平成19年６月末現在）と全体の６割を越えるに至っております。これらの結

果を受けて、当社ゴルフ場向けサービス事業「ＧＳＴＡＲＴ」の送客実績は、オンシーズンの５月、６月には単月で

過去最高の月間20万人を達成いたしました。ゴルフ事業を主要ドメインとした当社の「ＧＤＯトライシクルモデル」

は、「インターネット×ゴルフ」の相性を最大限に活かしながら、「Ｅコマース、Ｅブッキング、Ｅメディア」の３

事業を調和させ、約２兆円産業といわれるゴルフ市場の各分野において成長を続けております。

　こうした「ＧＤＯトライシクルモデル」を推進していく中で、引き続き当社は「敷居が高い」という従来のゴルフ

イメージを変革させ、「ゴルフを新たに始める」セグメント層の開拓や、「一度ゴルフ離れた」セグメント層の掘り

起こしを念頭に置きながら、ゴルファー人口の拡大を推し進めてまいります。具体的には、100万人以上という当社の

オンライン会員データを活かして顧客動向分析を進め、「サービスレベルの向上」、「ゴルフの楽しさ演出」、「ゴ

ルフの新イメージ浸透」、「ゴルフの新規サービス」を実践してまいります。

　なお、短期的な経営戦略として当社の強みである「ＧＤＯトライシクルモデル」の完成度をより一層高め、強固な

事業基盤の確立と経営資源の集中を行ってまいります。 また、中長期的には、ゴルフ事業と親和性の高い事業への進

出や既存のビジネスモデルの海外展開を目指してまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

　平成18年12月期決算短信（平成19年２月９日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を省

略しております。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

　（当社のホームページ） 

http://www.golfdigest.co.jp/company/ir/default.asp?car=f12

　（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/tseHpFront/HPLCDS0301.do
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   996,879   1,159,547   1,116,511  

２．売掛金   723,095   837,686   701,252  

３．たな卸資産   560,922   676,792   605,727  

４．繰延税金資産   58,963   76,880   83,359  

５．その他   38,121   64,381   91,272  

貸倒引当金   △1,197   △688   △607  

流動資産合計   2,376,785 75.2  2,814,600 76.6  2,597,516 76.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  124,505   108,347   115,727  

２．無形固定資産   174,520   165,448   156,327  

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券   －   212,930   178,340  

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

(3)敷金   166,139   165,883   166,139  

(4)その他   122,131   7,283   8,102  

貸倒引当金   △3,158   △2,449   △2,968  

投資その他の資産
合計

  485,112   583,647   549,613  

固定資産合計   784,137 24.8  857,443 23.4  821,668 24.0

資産合計   3,160,923 100.0  3,672,043 100.0  3,419,185 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   589,052   678,218   651,770  

２．短期借入金   600,000   600,000   600,000  

３．未払金   118,014   126,841   129,481  

４．ポイント引当金   132,921   155,746   137,186  

５．その他 ※２  114,556   249,732   145,344  

流動負債合計   1,554,544 49.2  1,810,539 49.3  1,663,783 48.7

Ⅱ　固定負債           

１．繰延税金負債   －   24,555   24,927  

固定負債合計   － －  24,555 0.7  24,927 0.7

負債合計   1,554,544 49.2  1,835,094 50.0  1,688,710 49.4
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前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  720,476 22.8 728,466 19.8 722,866 21.1

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  698,425 706,415 700,815

資本剰余金合計  698,425 22.1 706,415 19.2 700,815 20.5

３．利益剰余金  

(1）その他利益剰余
金

    

繰越利益剰余金  187,477 362,378 265,378

利益剰余金合計  187,477 5.9 362.378 9.9 265,378 7.8

株主資本合計  1,606,378 50.8 1,797,259 48.9 1,689,059 49.4

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評
価差額金

 － － 39,689 1.1 41,415 1.2

評価・換算差額等合
計

 － － 39,689 1.1 41,415 1.2

純資産合計  1,606,378 50.8 1,836,948 50.0 1,730,475 50.6

負債純資産合計  3,160,923 100.0 3,672,043 100.0 3,419,185 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高           

１．ゴルフ用品Ｅコマース事
業

 2,824,563   3,015,647   6,098,528   

２．ゴルフ場向けサービス事
業

 606,575   852,641   1,465,572   

３．メディア事業  224,667 3,655,806 100.0 252,138 4,120,428 100.0 470,105 8,034,206 100.0

Ⅱ　売上原価           

１．ゴルフ用品Ｅコマース事
業原価

          

(1) 商品期首棚卸高  549,804   605,727   549,804   

(2) 当期商品仕入高  2,308,304   2,469,136   5,024,269   

小計  2,858,109   3,074,863   5,574,074   

(3) 商品期末棚卸高  560,922   676,792   605,727   

合計  2,297,186   2,398,070   4,968,347   

(4) カード手数料  41,387   42,598   88,236   

ゴルフ用品Ｅコマース
事業原価

 2,338,574   2,440,669   5,056,584   

２．ゴルフ場向けサービス事
業原価

 17,518   34,116   54,550   

３．メディア事業原価  19,206 2,375,299 65.0 49,240 2,524,026 61.3 60,458 5,171,593 64.4

売上総利益   1,280,506 35.0  1,596,401 38.7  2,862,613 35.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,330,930 36.4  1,400,091 34.0  2,835,375 35.3

営業利益又は営業損失
（△）

  △50,423 △1.4  196,310 4.7  27,237 0.3

Ⅳ　営業外収益 ※２  5,583 0.2  7,700 0.2  11,035 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※３  1,654 0.1  3,221 0.1  4,557 0.0

経常利益又は経常損失
（△）

  △46,494 △1.3  200,789 4.8  33,716 0.4

Ⅵ　特別損失           

１．固定資産除却損  534   35   534   

２．リース解約損  16,757   －   16,757   

３．事務所移転損失  32,665   －   32,665   

４．事業資産整理損  － 49,956 1.4 7,030 7,065 0.1 － 49,956 0.6

税引前中間（当期）純利
益又は純損失（△）

  △96,450 △2.7  193,723 4.7  △16,240 △0.2

法人税、住民税及び事業
税

 3,197   89,432   8,058   

過年度法人税等  －   －   20,302   

法人税等調整額  △1,880 1,316 0.0 7,291 96,723 2.3 △24,735 3,625 0.0

中間（当期）純利益又は
純損失(△）

  △97,767 △2.7  96,999 2.4  △19,866 △0.2
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計資本準備金

その他利益剰余金

 繰越利益剰余金

平成17年12月31日　残高 703,581 681,530 285,245 1,670,356 － － 1,670,356

中間会計期間中の変動額

新株の発行 16,895 16,895 － 33,790 － － 33,790

中間純利益（△純損失） － － △97,767 △97,767 － － △97,767

株主資本以外の項目の中間会

計中の変動額（純額）
－ － － － － － －

中間会計中の変動額合計 16,895 16,895 △97,767 △63,977 － － △63,977

平成19年６月30日　残高 720,476 698,425 187,477 1,606,378 － － 1,606,378

当中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計資本準備金

その他利益剰余金

 繰越利益剰余金

平成18年12月31日　残高 722,866 700,815 265,378 1,689,059 41,415 41,415 1,730,475

中間会計期間中の変動額

新株の発行 5,600 5,600 － 11,200 － － 11,200

中間純利益 － － 96,999 96,999 － － 96,999

株主資本以外の項目の中間会

計中の変動額（純額）
－ － － － △1,725 △1,725 △1,725

中間会計中の変動額合計 5,600 5,600 96,999 108,199 △1,725 △1,725 106,473

平成19年６月30日　残高 728,466 706,415 362,378 1,797,259 39,689 39,689 1,836,948

前事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計資本準備金

その他利益剰余金

 繰越利益剰余金

平成17年12月31日　残高 703,581 681,530 285,245 1,670,356 － － 1,670,356

事業年度中の変動額

新株の発行 19,285 19,285 － 38,570 － － 38,570

当期純利益（△純損失） － － △19,866 △19,866 － － △19,866

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
－ － － － 41,415 41,415 41,415

事業年度中の変動額合計 19,285 19,285 △19,866 18,703 41,415 41,415 60,118

平成18年12月31日　残高 722,866 700,815 265,378 1,689,059 41,415 41,415 1,730,475
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  

前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

中間（当期）純利益又は
純損失(△）

 △96,450 193,723 △16,240

減価償却費  29,523 31,565 62,522

長期前払費用償却  386 300 686

ポイント引当金の増加額  18,381 18,560 22,646

貸倒引当金の減少額  △7 △438 △788

受取利息及び受取配当金  △4,821 △5,724 △10,027

支払利息  1,075 3,198 3,612

新株発行費  572 － －

株式交付費  － 16 776

有形固定資産除却損  534 35 534

売上債権の増加額  △128,070 △135,914 △106,036

たな卸資産の増加額  △11,117 △71,065 △55,922

未収入金の増加額  △381 △6,297 △60,172

前払費用の増加額  △17,464 △6,016 △10,529

仕入債務の増加額  46,630 26,447 109,348

未払金の減少額  △19,840 △4,230 △8,089

未払費用の増加額（△減少額）  △9,595 △15,988 15,516

未払消費税等の増加額（△減少額）  △13,630 13,004 △7,479

前受金の増加額(△減少額)  △1,296 8,039 △3,479

預り金の増加額（△減少額）  △4,585 11,428 △3,236

その他資産の減少額(△増加額)  639 △10,879 615

その他負債の増加額（△減少額）  △507 2,682 △1,179

小計  △210,026 52,450 △66,923

利息及び配当金の受取額  4,814 4,621 9,899

利息の支払額  △971 △3,324 △3,414

法人税等の支払額  △53,591 47,100 △77,967

営業活動によるキャッシュ・フロー  △259,774 100,848 △138,406
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前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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  △121,411 △646 △122,924

無形固定資産の取得による支出  △35,088 △31,105 △39,888

投資有価証券の取得による支出  △48,500 △37,500 △48,500

定期預金の払戻による収入  － － 200,000

定期預金の預入による支出  △200,000 － △200,000

敷金の戻入による収入  18,861 492 18,861

敷金の差入による支出  △163,065 △237 △163,065

投資活動によるキャッシュ・フロー  △549,204 △68,995 △355,517

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入による収入(純額)  600,000 － 600,000

株式の発行による収入  33,217 11,183 37,793

財務活動によるキャッシュ・フロー  633,217 11,183 637,793

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
　　（△は減少額）

 △175,761 43,035 143,870

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  972,641 1,116,511 972,641

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残
高

※ 796,879 1,159,547 1,116,511
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

　

　 ──────

(1）有価証券

時価のあるもの

　中間期決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算出）

(1）有価証券

時価のあるもの

　当事業年度の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算出）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同　左

時価のないもの

同　左

 (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。

(2）たな卸資産

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

　なお、主な耐用年数は以下の通

りとなっております。

建物付属設備　　10～21年

工具器具備品　　３～10年

(1）有形固定資産

同　左

(1）有形固定資産

同　左

(2）無形固定資産

定額法

　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

(2）無形固定資産

同　左

(2）無形固定資産

同　左

(3）長期前払費用

均等償却

(3）長期前払費用

同　左

(3）長期前払費用

同　左

３．引当金の計上基準 (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。

(1）貸倒引当金

同　左

(1）貸倒引当金

同　左

(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。

(2）ポイント引当金

同　左

(2）ポイント引当金

同　左

４．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

　支払時に全額費用処理する方法

によっております。

(1）新株発行費

　 ────── 

(1）新株発行費

　 ────── 

(2）株式交付費

　 ────── 

(2）株式交付費

 支出時に全額費用処理する方法

によっております。

(2）株式交付費

同　左

５．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
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

６．中間キャッシュ・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

７．その他中間財務諸表

（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

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準)

  当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準

委員会　平成17年12月９日　企業会計基準第５

号）及び、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

委員会　平成17年12月９日　企業会計基準第８

号）を適用しております。なお、当中間会計期

間末における従来の表示による資本の部の合計

に相当する額は1,606,378千円であります。

  

  ──────

 (純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委

員会　平成17年12月９日　企業会計基準第５

号）及び、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基

準第８号）を適用しております。なお、当事

業年度末における従来の表示による資本の部

の合計に相当する1,730,475千円であります。

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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、前期「敷金」は21,935千円であります。

 

  

  ──────

 

 

  

  ──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末
（平成18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

 17,389千円  35,873千円  27,680千円

※２．消費税等の取扱い

　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。

※２．消費税等の取扱い

同　　左

※２．

──────

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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 7,449千円

無形固定資産 22,073千円

有形固定資産 8,640千円

無形固定資産 22,924千円

有形固定資産 17,740千円

無形固定資産 44,782千円

※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 4,821千円 受取利息 5,724千円 受取利息 10,027千円

※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

支払利息 1,075千円

新株発行費 572千円

支払利息 3,198千円 支払利息 3,612千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

 １.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加株式数

（株）

当中間会計期間減少株式数

（株）

当中間会計期間末株式数

（株）

 発行済株式     

 普通株式 154,090 2,020 － 156,110

 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加2,020株は、新株予約権の権利行使による増加であります。

 当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

 １.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加株式数

（株）

当中間会計期間減少株式数

（株）

当中間会計期間末株式数

（株）

 発行済株式　   －  

 普通株式 156,450 640 － 157,090

 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加640株は、新株予約権の権利行使による増加であります。

 前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 １.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）
当事業年度増加株式数（株）当事業年度減少株式数（株） 当事業年度末株式数（株）

 発行済株式　     

 普通株式 154,090 2,360 － 156,450

 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加2,360株は、新株予約権の権利行使による増加であります。

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

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中間期末残高と中間

　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18年６月30日現在）

現金及び預金勘定 996,879千円

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 796,879千円

（平成19年６月30日現在）

現金及び預金勘定 1,159,547千円

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 1,159,547千円

（平成18年12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,116,511千円

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 1,116,511千円
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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、減損損失累計相当額及び中間

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、減損損失累計相当額及び中間

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)

中間期末
残高相当
額
(千円)

有形固定資産
(工具器具備
品)

261,802 56,037 205,765

無形固定資産
(ソフトウェ
ア)

202,401 44,466 157,935

合計 464,204 100,503 363,701

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

有形固定資産
(工具器具備
品)

253,881 99,724 154,157

無形固定資産
(ソフトウェ
ア)

387,180 97,692 289,487

合計 641,062 197,416 443,645

 
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)

261,802 81,841 179,961

無形固定資産
(ソフトウェ
ア)

300,753 69,937 230,815

合計 562,555 151,778 410,777

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 ２．未経過リース料中間期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 89,597千円

１年超 279,182千円

合計 368,780千円

１年内 123,340千円

１年超 329,707千円

合計 453,048千円

１年内 106,322千円

１年超 311,609千円

合計 417,982千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

　崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

　及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

　崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

　

　及び減損損失

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 46,101千円

減価償却費相当額 42,490千円

支払利息相当額 5,583千円

支払リース料 65,929千円

減価償却費相当額 60,959千円

支払利息相当額 7,218千円

支払リース料 101,757千円

減価償却費相当額 93,765千円

支払利息相当額 12,040千円

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

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年６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

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 108,500

当中間会計期間末（平成19年６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 48,500 115,430 66,930

合計 48,500 115,430 66,930

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 97,500

前事業年度末（平成18年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 48,500 118,340 69,840

合計 48,500 118,340 69,840

２．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）

前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６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。

当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６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。

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18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。
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（持分法損益等）

前中間会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

関連会社に対する投資の金額

（千円）
－ 37,500 －

持分法を適用した場合の投資の金額

（千円）
－ 31,926 －

持分法を適用した場合の投資利益の金

額（千円）
－ △5,573 －

　（注）なお、前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）及び前事業年度（自　平成18年１月

１日　至　平成18年12月31日）につきましては、関連会社が存在しないため、該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 10,290円04銭

１株当たり中間純利益金額 △628円43銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、中間純損失のため、記載

しておりません。

（追加情報）

　当中間会計期間から、改正後の「１株当た

り当期純利益に関する会計基準」（最終改正

平成18年１月31日　企業会計基準委員会　企

業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純

利益に関する会計基準の適用指針」（最終改

正平成18年１月31日　企業会計基準委員会　

企業会計基準適用指針第４号）を適用してお

ります。

　これによる影響はありません。

１株当たり純資産額 11,693円61銭

１株当たり中間純利益金額 618円04銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
604円99銭

１株当たり純資産額 11,060円88銭

１株当たり当期純利益金額

(△純損失)
△127円40銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式は存在するものの１

株当たり当期純損失のため、記載しておりま

せん。

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以

下の通りであります。

 
前中間会計期間

(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益額金額    

中間（当期）純利益(△は純損失)（千円） △97,767 96,999 △19,866

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

(△は純損失)（千円）
△97,767 96,999 △19,866

期中平均株式数（株） 155,575 156,948 155,932

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金

額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） － 3,385 －

（うち新株予約権） (－) (3,385) (－)

希簿化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり中間（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

4,090株)。

新株予約権２種類(新株予約

権の目的となる株式の数

4,055株)。

新株予約権２種類(新株予約

権の目的となる株式の数　　

4,080株)。
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（重要な後発事象）

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

重要な設備投資

　平成18年７月27日開催の取締役会において、次世代システムの開発及び導入について、次の設備投資計画を決議致

しました。

①　当該システム開発及び導入の目的

　業容の拡大に伴い、経営環境及び技術環境の変化に柔軟に対応できるシステムのプラットフォームを再構築

し、ビジネスの効率化を図るために、次世代システムの開発及び導入を決定致しました。

②　設備投資の内容

　ゴルフ用品Ｅコマース事業：ショップ系システム

　ゴルフ場向けサービス事業：ゴルフ場予約システム

　メディア事業：パッケージ系システム

　各事業共通：会員管理、ポイント管理等

③　設備の導入時期

　初期フェーズ：計画立案及び要件定義期間

　　着工予定：平成18年７月下旬

　　完成予定：平成18年11月中旬

（注）製造フェーズ及び運用保守フェーズの着工予定及び完成予定につきましては、初期フェーズの内容次第

であり流動的であるため、記載しておりません。

④　投資額

　初期フェーズにおきましては、約265百万円を見込んでおります。　

当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

株式取得（子会社化）及び増資決議

　平成19年７月18日開催の取締役会において、株式会社エイコーの株式取得に関する契約に基本合意すること、及び

同社に対する増資方針について決議しました。また、平成19年８月２日開催の同社株主総会において、株主割当増資

を決議いたしました。

①　株式取得の目的

　当社は、今後高い成長が見込まれる中古ゴルフ用品事業の強化を目指し、ゴルフパラダイスのブランドで全国

展開する株式会社エイコーの子会社化を決定いたしました。この子会社化により両社の収益力強化、及び企業価

値の向上を目指します。また、買取りの機会を増やすことでリサイクルを促進し、社会的に意義の高い事業展開

を図ります。

②　株式会社エイコーの概要

１)　商号 株式会社エイコー

２)　主な事業の内容 

中古ゴルフクラブの買取・販売「ゴルフパラダイス」直営店の運営及び同フランチャイズチェーンの本部運

営

３)  資本金 ３百万円

③　取得株式数及び取得前後の所有株式の状況

　平成19年８月２日、当社は、株式会社エイコーの全株式を取得し、同日、株式会社エイコーの株主総会を招集

し、200百万円（32株）の株主割当増資を決議いたしました。

１)　取得前の所有株式数　：　０株（所有割合　０％）

２)　取得株式数　　　　　：　株式譲受による取得60株（取得価額375百万円）　

　　　　　　　　　　　　　 　株主割当による取得32株（取得金額200百万円）

 　　なお、取得価額は、第三者による評価価額を参考として、当事者間での協議のうえ決定した価額です。

３)　取得後の所有株式数　：　合計92株（所有割合100.0％）

４)　取得金額　　　　　　：　575百万円（株主譲受と株主割当分の合計）

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。
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５．その他
 該当事項はありません。
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