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GolfTEC Enterprises LLC の持分取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、平成 30 年５月 31 日開催の取締役会において、GolfTEC Enterprises LLC の持分を追加取得し、
子会社化することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
記
１．持分追加取得の理由
当社グループは、
「ゴルフで世界をつなぐ」(Golf Links the World)というミッションを掲げ、誰もがゴ
ルフを楽しめる環境をつくり、ゴルファーの活性化とゴルフ人口の拡大を実現するために、ゴルフニュー
ス配信・ゴルフ用品の EC・オンラインゴルフ場予約サービス等、インターネットによるゴルフ総合サービ
スの提供を行っております。
当社グループは、平成 24 年５月にアメリカ No.１のゴルフレッスンチェーンを運営する GolfTEC
Enterprises LLC（本社：米国コロラド州、President & CEO：Joseph L. Assell、以下、
「GTE」といいま
す。
）と業務提携し、米国発の最新ゴルフトレーニングメソッドを提供するレッスン施設「GOLFTEC by GDO」
六本木スタジオのオープンを皮切りに、現在まで全国 10 店舗（首都圏：六本木、恵比寿、銀座 ANNEX、神
田、池袋、新宿、大手町、横浜桜木町、関西：大阪梅田、中部：名古屋名駅。
）でゴルフレッスンサービス
事業を展開しております。この間、当事業は完全個室マンツーマンレッスンサービスやスイング診断サー
ビス、クラブフィッティングサービスといったサービス全般の質を高めつつ、多数のレッスン受講者を獲
得し業容を拡大してまいりました。また、2016 年４月には、GTE との情報・技術・知識等ノウハウの一層
の共有化を見込み、提携関係を一歩進め、当社からの出資による資本業務提携と取締役１名の派遣を行っ
ております。
今回更に、当社グループは、GTE の持分を追加取得し、議決権割合 60.0％を保有することで GTE を子会
社化することを決定しました。将来的には 100％子会社化を目指しております。
本決定には、当社グループがゴルフという分野で今後 10 年、20 年という長期間で更にダイナミックな
成長を志すためには、グローバルな市場に展開していくことが必須であるとの考えが前提にあります。平
成 28 年に公表した「中期経営計画 2016－2018」においても、中長期の成長に向けた戦略として海外事業
展開を掲げ、そのための準備を着実に進めてまいりました。そしてこの度、世界のゴルフ市場において圧
倒的なシェアを誇るアメリカで、
約 20 年間に渡りテクノロジーを駆使した次世代のゴルフレッスンサービ
スを展開してきた GTE を、当社グループのグローバル戦略の要としてグループの一員に迎えることを決定
しました。
GTE は世界 7 か国（アメリカ、カナダ、メキシコ、香港、シンガポール、韓国、日本）で、直営店・FC
店合計約 190 店舗でゴルフレッスン事業を展開しております。当社グループはこれまで日本国内でインタ
ーネットを中心にサービスを展開しており、国内 340 万人を超える会員のデータベースをもとに精度の高
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いマーケティングと顧客ニーズに寄り添ったきめ細かいサービス提供を行い成長してまいりました。GTE
が展開する世界中の店舗において、リアルな現役ゴルファーと接することで得られるデータは、当社グル
ープの今後の発展のために大きな財産となると考えております。また、これら GTE が運営する直営店・FC
店を含めた世界約 190 店舗のうち、当社グループが日本国内で運営する「GOLFTEC by GDO」が売上高上位
にランクインするなど店舗運営に関する一定の実績を示してまいりました。この店舗運営のノウハウは、
世界中の GOLFTEC 店舗でも有用なものとなると確信しております。
2000 年に創業した当社グループは、東京オリンピックが開催される 2020 年に創業 20 年を迎えます。当
社グループが更に成長した姿でその先の 20 年後を迎えるために、今が「第二の創業期」であるという認識
のもとグループ一丸となり、既存サービスの徹底的な磨き上げと新規事業・海外事業への着手・拡大に取
り組んでおります。
本件は、
当社グループが創業以来培ってきた経験と実績をグローバルな舞台で発揮し、
当社グループの次の 20 年を創造していく大きな一歩となるものと考えております。

２．異動する子会社の概要
（1）名称

GolfTEC Enterprises LLC

（2）所在地

米国コロラド州

（3）代表者の役職・氏名

President & CEO：Joseph L. Assell

（4）事業内容

米国、カナダを中心に直営およびフランチャイズ店舗を展開し
（平成 29 年 12 月末時点：計 191 店舗）
、IT を駆使したゴルフ
レッスンサービス事業を行っております。

（5）資本金

2,478 百万円（平成 29 年 12 月 31 日時点）
（注１）

（6）設立年月日

平成 13 年 10 月 24 日

（7）大株主及び持ち株比率

Gart Investments 他 11 名（合計 91.9％）
、
（株）ゴルフダイジ
ェスト・オンライン（8.1％）

（8）上場会社と当該会社との関係等

資本関係

当社が 8.1％を出資しております。

人的関係

当社の取締役 1 名が取締役に就任しておりま
す。

取引関係

フランチャイズ契約を締結しており、当社はこ
れに基づきロイヤリティの支払をしておりま
す。

（9）当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態（単位：百万円）
（注２）
決算期

平成 27 年 12 月期

平成 28 年 12 月期

平成 29 年 12 月期

連結純資産

▲154

99

▲205

連結総資産

2,150

2,267

3,388

連結売上高

4,179

4,693

4,867

連結営業利益

▲26

46

▲275

連結当期純利益

▲68

16

▲302

（注）１．USD/円換算レートは平成 29 年の 12 月末日のレートで換算しております。
２．USD/円換算レートは各年の 12 月末日のレートで換算しております。
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３．持分取得の相手先の概要
（1）名称

Gart Investments

（2）所在地

米国コロラド州

（3）代表者の役職・氏名

Principal：Thomas A. Gart

（4）事業内容

投資・個人資産管理会社

（5）上場会社と当該相手先との関係

資本関係

該当事項はありません。

人的関係

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

（注）１．非上場会社であるため、純資産、総資産については非開示とさせていただきます。
２．その他の持分取得の相手先である 11 名につきましては、その希望により氏名・住所を非公表とさせていただ
きます。なお、当社との間には記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

４．取得持分に係る議決権割合及び取得前後の議決権割合の状況
（1）異動前の議決権割合

議決権比率 8.1％

（2）取得持分に係る議決権割合

議決権比率 51.9％

（3）取得価額

GTE の持分取得価額及び本案件に係るアドバイザリー費用等（概
算額）
合計 約 2,133 百万円

（4）異動後の議決権割合

議決権比率 60.0％

（注）取得価額の USD/円換算レートは、平成 30 年５月 25 日のレートで換算しております。

５．取得のための資金について
本取引のための資金は当社グループが保有する手元資金により充当する予定です。

６．日程
（1）取締役会決議日

平成 30 年５月 31 日

（2）持分譲渡契約締結日

平成 30 年６月１日

（3）持分譲渡実行予定日

平成 30 年７月２日

７．今後の見通し
本件持分取得による当社グループの平成 30 年 12 月期連結業績への影響は現在精査中であり、平成 30
年８月６日に予定しております平成 30 年 12 月期第２四半期決算発表時に開示する予定であります。

以上
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