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1.  平成21年5月期第1四半期の業績（平成20年6月1日～平成20年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年5月期第1四半期 3,097 ― 50 ― 51 ― △13 ―

20年5月期第1四半期 2,584 ― 69 ― 67 ― 34 ―

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

21年5月期第1四半期 △319.33 ―

20年5月期第1四半期 844.46 ―

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

21年5月期第1四半期 4,255 1,176 27.4 28,438.29
20年5月期 4,340 1,188 27.1 28,720.86

（参考） 自己資本  21年5月期第1四半期  1,165百万円 20年5月期  1,177百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年5月期の業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期累計期間 6,860 25.8 194 16.7 183 10.3 63 △28.6 1,557.83
通期 13,878 20.8 515 56.9 494 50.4 225 28.9 5,511.44

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第1四半期 41,000株 20年5月期 41,000株

② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期 ―株 20年5月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年5月期第1四半期 41,000株 20年5月期第1四半期 41,000株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  １．当事業年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指 
    針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
  ２．上記の予想は、本資料の発表日時点において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績はさまざまな要因によって、予想数値と異なる場合 
    があります。なお、上記の予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。  



定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

    当第１四半期会計期間（平成20年６月１日～平成20年８月31日）におけるわが国経済は、米国経済の失速や原

油・原材料等の価格高騰を背景とした企業をとりまく経済環境の悪化により、企業収益が圧迫される状況にあり

ます。また、生活必需品の値上げから、消費者の生活防衛意識が高まり個人消費も低迷し、景気の先行きは不透

明感が増してきております。 

   一方で、当社が属するゴルフ業界は、若手プロゴルファーの活躍によってゴルフが各種メディアに取り上げら

れる機会が増加したことに伴い、若年層や女性を中心にゴルフ参加層のすそ野が拡がってきております。また、

定年退職後の余暇を利用しゴルフを楽しむ団塊世代層も増加傾向にあります。 

     このような状況のもと、当社は直営店の積極的な出店による市場シェアの拡大、プライベートブランドの販売

強化による収益力の向上及びゴルフ練習場事業やｅコマース事業といった新たな収益の柱の育成に取り組んでま

いりました。 

        また、当社はフランチャイズ展開にあたり、加盟店募集に関わる業務委託契約をはじめ複数の契約を株式会社

ベンチャー・リンクと締結しておりましたが、平成20年８月31日をもちまして全ての契約を解約いたしました。

契約の解約に伴い、平成23年５月31日まで同社に対し支払うことになっていたロイヤリティの支払い債務の減免

を条件に、契約解約金として60百万円を同社に支払った結果、特別損失が発生いたしました。 

     この結果、当第１四半期会計期間における売上高は3,097百万円、営業利益は50百万円、経常利益は51百万円、

四半期純損失は13百万円となりました。なお、各事業セグメント別の状況は次のとおりであります。 

      

 事業部門別販売実績 

    （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

    （直営事業）  

     新たに直営店４店舗、練習場１店舗の出店を行うとともに、加盟店への店舗譲渡等により３店舗の退店を行っ

た結果、当第１四半期会計期間末における店舗数は69店舗となりました。販売面におきましては、プライベート

ブランド商品の積極的な販売を行うとともに、店舗覆面調査の実施や新たな研修体系の導入など、店舗スタッフ

の接客力向上に努めてまいりました。インターネットサイト『ゴルフパートナーオンラインショップ』での販売

も、平成20年４月のホームページ全面リニューアルによりページビュー数が急増し、堅調に推移しております。 

     さらに、平成20年７月には『ゴルフパートナーレンタル木更津北店』を千葉県袖ヶ浦市に出店し、ゴルフクラ

ブを所有していないビギナーやゴルフコンペを主催する法人等、新たな顧客層に対するゴルフクラブレンタルサ

ービスの提供を開始いたしました。    

     この結果、ゴルフ練習場での施設利用料等も含め、売上高は2,254百万円となりました。 

   

    （フランチャイズ事業） 

     新たに加盟店４店舗の出店を行うとともに、小規模店舗５店舗の退店を行った結果、当第１四半期会計期間末

における店舗数は164店舗となりました。品揃えの充実に注力する中で、ナショナルブランドメーカーとの取引拡

大及びプライベートブランド商品の発売が寄与し、商品販売が好調に推移しました。また、ブランド力強化の一

環として商品棚の陳列方法等の画一化を図るため、什器等の販売を加盟店向けに行いました。 

     この結果、当第１四半期会計期間におけるフランチャイズ事業の売上高は843百万円となりました。 

  
  

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年６月１日 
至 平成20年８月31日） 

  売上高（千円） 構成比（％） 

  

直営事業 

商  品  販  売  2,162,498  69.8

  練習場施設利用料  90,349  2.9

  そ の 他 営 業 収 入  1,416  0.0

      小計  2,254,264  72.7

  

フランチャイズ

事業 

商  品  販  売  545,248  17.6

  フランチャイズ役務収入  296,090  9.6

  そ の 他 営 業 収 入  2,367  0.1

      小計  843,706  27.3

  合計  3,097,971  100.0



  

２．財政状態に関する定性的情報 

(1）資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 当第１四半期会計期間末の流動資産は、対前事業年度末265百万円減少し、2,714百万円となりました。主な減

少要因は、売上債権の減少及びたな卸資産の減少によるものであります。 

（固定資産） 

 当第１四半期会計期間末の固定資産は、対前事業年度末179百万円増加し、1,540百万円となりました。主な増

加要因は、基幹システム、直営店舗及び練習場等への設備投資並びにリース会計基準の変更に伴うリース資産の

計上によるものであります。 

（流動負債） 

 当第１四半期会計期間末の流動負債は、対前事業年度末226百万円減少し、1,977百万円となりました。主な減

少要因は、買掛金の減少及び短期借入金から長期借入金への切替を行ったことによる短期借入金の減少によるも

のであります。 

（固定負債） 

 当第１四半期会計期間末の固定負債は、対前事業年度末152百万円増加し、1,100百万円となりました。主な増

加要因は、短期借入金から長期借入金への切替を行ったことによる長期借入金の増加及びリース会計基準の変更

に伴う長期リース債務の計上によるものであります。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末の純資産合計は、対前事業年度末11百万円減少し、1,176百万円となりました。主な減

少要因は、四半期純損失の計上によるものであります。      

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、基幹システム、直営店舗

及び練習場等への設備投資に使用した結果、前事業年度末より42百万円減少し255百万円となりました。 

 当第１四半期会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１四半期会計期間において営業活動の結果得られた資金は85百万円となりました。これは主に、たな卸資

産が38百万円減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は86百万円となりました。これは主に、基幹シス

テム及び直営店舗等への設備投資に74百万円支出したこと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１四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は42百万円となりました。これは主に、社債の償

還により50百万円支出したことによるものであります。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

 当社は、「全てのゴルファーにとって唯一の存在を目指す」という経営理念のもと、中古ゴルフリサイクル市

場のリーディングカンパニーとして、更なる店舗網の拡大による競争優位性を高め、現在の地位を確固たるもの

とすることに加え、顧客ニーズに対応した新たな商品の開発やサービスの提供を行うことで、市場全体の活性化

と拡大を図っていく所存であります。 

 今後の見通しにつきましては、直営店の積極的な出店により市場シェアの拡大を図っていくとともに、プライ

ベートブランド商品の開発、販売並びに商品調達力の強化によりチェーン全体の競争力、ブランド力を強化して

まいります。また、ゴルフ練習場事業やｅコマース事業等新規事業を育成していくことにより、既存ビジネスと

シナジー効果を発揮できる分野に対して投資してまいります。さらに、当社は、平成20年９月16日開催の取締役

会において、ゼビオ株式会社による当社発行の普通株式及び新株予約権の公開買付けについて賛同の意を表明す

るとともに、本公開買付けに応募するか否かについては、株主の皆様に判断を委ねる旨の決議をいたしました。

当社は、ゼビオ株式会社との連携を強化し、各々の有する経営ノウハウや経営資源等を相互に補完・有効活用す

ることが企業の持続的な成長と事業基盤の強化にとって最善であると判断いたしました。業務提携等の具体的な

内容に関しては、今後、ゼビオ株式会社と協議の上で検討を進めてまいります。 

 現時点における通期業績予想につきましては、平成20年８月21日に発表いたしました「株式会社ベンチャー・

リンクとの業務提携の解消に伴う特別損失の発生並びに平成21年５月期中間および通期業績予想修正に関するお

知らせ」より変更いたしておりません。 

  



４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期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 

 ①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 ②当事業年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を適用しております。 

 これにより従来、賃貸借処理を行っていた所有権移転外ファイナンス・リース取引については、当第１四半期

より通常の売買取引に係る会計処理によっております。また減価償却の方法については、リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が会計基準等適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。 

 この変更に伴う損益への影響は、軽微であります。 

  



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年８月31日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 255,100 297,695

売掛金 369,486 522,300

商品 1,868,830 1,907,295

その他 223,970 256,938

貸倒引当金 △2,845 △4,373

流動資産合計 2,714,543 2,979,857

固定資産   

有形固定資産 800,863 697,359

無形固定資産 388,560 321,270

投資その他の資産   

その他 368,845 359,428

貸倒引当金 △17,751 △17,141

投資その他の資産合計 351,094 342,286

固定資産合計 1,540,518 1,360,916

資産合計 4,255,061 4,340,773

負債の部   

流動負債   

買掛金 352,581 516,590

短期借入金 580,000 780,000

1年内返済予定の長期借入金 468,356 367,436

未払法人税等 5,874 66,298

賞与引当金 49,905 65,766

ポイント引当金 120,325 118,357

株主優待引当金 1,352 1,432

その他 399,489 288,532

流動負債合計 1,977,885 2,204,413

固定負債   

社債 120,000 120,000

長期借入金 724,512 617,291

その他 256,236 211,055

固定負債合計 1,100,748 948,346

負債合計 3,078,633 3,152,759



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年８月31日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 651,200 651,200

資本剰余金 303,800 303,800

利益剰余金 210,969 224,062

株主資本合計 1,165,969 1,179,062

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 － △1,507

評価・換算差額等合計 － △1,507

新株予約権 10,458 10,458

純資産合計 1,176,428 1,188,013

負債純資産合計 4,255,061 4,340,773



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

売上高 3,097,971

売上原価 2,128,274

売上総利益 969,696

販売費及び一般管理費 919,228

営業利益 50,468

営業外収益  

受取利息 379

受取手数料 3,337

フランチャイズ契約解約収入 8,000

その他 917

営業外収益合計 12,634

営業外費用  

支払利息 7,471

社債利息 469

たな卸資産廃棄及び減耗損 2,733

その他 649

営業外費用合計 11,323

経常利益 51,779

特別利益  

貸倒引当金戻入額 918

保険差益 52

特別利益合計 971

特別損失  

固定資産除却損 2,656

店舗閉鎖損失 5,972

有形固定資産売却損 1,702

契約解約金 60,149

特別損失合計 70,479

税引前四半期純損失（△） △17,728

法人税、住民税及び事業税 3,334

法人税等調整額 △7,971

法人税等合計 △4,636

四半期純損失（△） △13,092



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △17,728

減価償却費 56,831

差入保証金償却額 1,057

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,860

貸倒引当金の増減額（△は減少） △918

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,967

株主優待引当金の増減額（△は減少） △79

受取利息及び受取配当金 △379

支払利息 7,940

フランチャイズ契約解約収入 △8,000

固定資産除却損 2,656

店舗閉鎖損失 5,972

保険差益 △52

売上債権の増減額（△は増加） 151,294

たな卸資産の増減額（△は増加） 38,464

仕入債務の増減額（△は減少） △164,008

未払費用の増減額（△は減少） △1,051

前受金の増減額（△は減少） △490

未払消費税等の増減額（△は減少） 53,400

その他の流動資産の増減額（△は増加） 16,895

その他の流動負債の増減額（△は減少） 27,380

その他 3,829

小計 159,119

利息及び配当金の受取額 379

利息の支払額 △7,110

保険金の受取額 259

法人税等の支払額 △66,690

営業活動によるキャッシュ・フロー 85,957

投資活動によるキャッシュ・フロー  

差入保証金の差入による支出 △11,978

有形固定資産の取得による支出 △53,378

無形固定資産の取得による支出 △20,910

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,266



（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

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 1,480,000

短期借入金の返済による支出 △1,680,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △91,859

社債の償還による支出 △50,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △427

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42,595

現金及び現金同等物の期首残高 297,695

現金及び現金同等物の四半期末残高 255,100



 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

（５）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。 



  

「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年５月期 
第１四半期） 

金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高  2,584,057    100.0

Ⅱ 売上原価  1,801,689    69.7

売上総利益  782,367    30.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  713,003    27.6

営業利益  69,363    2.7

Ⅳ 営業外収益      

1.受取利息  578    

2.受取手数料  2,505    

3.フランチャイズ契約 
 解約収入  2,890    

4.雑収入  90    

営業外収益計  6,065    0.2

Ⅴ 営業外費用      

1.支払利息  4,478    

2.社債利息  643    

3.商品廃棄・減耗損  2,618    

4.雑損失  54    

営業外費用計  7,794    0.3

経常利益  67,634    2.6

Ⅵ 特別利益      

1.固定資産売却益  594    

2.貸倒引当金戻入益  1,091    

3.保険差益  1,320    

特別利益計  3,006    0.1

Ⅶ 特別損失      

1.固定資産除却損  1,544    

2.店舗撤退損失  5,792    

特別損失計  7,336    0.3

 税引前四半期純利益  63,304    2.4

 法人税、住民税及び事業税  7,274  0.3

 法人税等調整額  21,407  0.8

 四半期純利益  34,622    1.3



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
前年同四半期
（平成20年５月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 税引前四半期純利益  63,304

 減価償却費      27,755

 保証金償却額  7,953

 賞与引当金の増加額（△減少額） △16,256

 貸倒引当金の増加額（△減少額） △1,091

 ポイントサービス引当金の増加額  2,991

 株主優待引当金の増加額（△減少額） △3

 受取利息及び受取配当金 △578

 支払利息  5,121

 フランチャイズ契約解約収入 △2,890

 固定資産除却損  1,544

 店舗撤退損失  5,792

 保険差益 △1,320

 売上債権の減少額  124,747

 たな卸資産の減少額（△増加額） △81,631

 仕入債務の増加額（△減少額） △17,664

 未払費用の増加額  8,353

 前受金の増加額  362

 未払消費税等の増加額（△減少額） △55,241

 その他流動資産の減少額（△増加額） △29,583

 その他流動負債の増加額  28,528

 その他 △2,467

小計  67,726

 利息及び配当金の受取額  577

 利息の支払額 △5,704

 保険金収入  8,881

 法人税等の支払額 △143,137

営業活動によるキャッシュ・フロー △71,657



  

  
前年同四半期
（平成20年５月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 長期前払費用の支出  △225

 保証金の支出 △9,120

 保証金の回収額  3,900

 預り保証金返済による支出 △4,000

 有形固定資産の取得による支出 △139,299

 有形固定資産の売却による収入  1,091

 無形固定資産の取得による支出 △14,700

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,353

Ⅲ 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 △150,000

 長期借入金の借入による収入  300,000

 長期借入金の返済による支出 △50,625

 社債の償還による支出 △20,000

財務活動によるキャッシュ・フロー  79,375

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少
額） 

△154,636

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  467,930

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  313,294
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