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当社グループの 
概要について 



当社グループは 
あらゆるデバイスを通じて、世の中の 

 
 

情報発信企業を目指しております 

 “したい” を具現化する 

会社名  株式会社バリューゴルフ 

設　立  平成16年２月 

株式公開 
東京証券取引所マザーズ 
平成28年3月2日上場 
証券コード3931 

本社 
所在地 

〒108-0014 
東京都港区芝四丁目3番5号 
ファースト岡田ビル 5階 

代表者  代表取締役社長　水口 通夫 

資本金  ３億7,872万円※ 

発行済 
株式数 

1,792,600株※ 

従業員数  93名※ 

関連会社 

株式会社スクラム 
株式会社バリューメディカル 
株式会社ジープ 
株式会社産経旅行 

決算期  1月 

※令和2年1月31日現在 

会社概要 



セグメント情報 

ゴルフ事業 

トラベル事業  その他事業 

・ASPサービス 

・広告サービス 

・レッスン 

・ゴルフ場サポート 

・EC・物販 

・ゴルフツアー 

・バスツアー 

・社員旅行 

・研修旅行 

・チケット手配 

・情報誌・WEB 

　メディア制作受託 

・出版サービス 

・ES/PSサービス 

・サプリメントの 

　開発・販売 



ゴルフ事業 

サービス紹介① 

1 １人予約ランド 
「ゴルフをしたいけど仲間がいない」「予定が空いた日に気軽に予約したい」…。高
まりつつある1人予約需要に対応した、業界初の画期的な予約サービスを展開し
ております。 

2 広告 
業界最多の発行部数を誇るゴルフ情報誌「月刊バリューゴルフ」、JCBゴールド
カード会員の自宅に郵送されるプレミアゴルフ情報誌「VG Premier」の企画・営業
・編集・制作を行なっております。 

3 レッスン 
ゴルフ場での実戦的なオンコースレッスンと最新シミュレーターを使用したインドア
レッスンを提供。オンコースレッスン・インドアレッスン共に 
1人予約ランドのシステムを使用し集客しております。 

4 EC及び実店舗（用品販売） 
大手インターネットモールと大崎・新橋・葛西に実店舗にて国内及び海外のゴルフ
用品を格安で販売。また、シューズ・ウェア・グローブなどのオリジナル商品の開
発も行なっております。 

㈱バリューゴルフ 
㈱ジープ



トラベル事業 

サービス紹介② 

1 募集型企画旅行 
ゴルフ事業と協働し、「１人予約ゴルフ旅」、「海外VGカップ」等、ゴルフツアーの企
画販売を行っております。また、元々行なっていた在日外国人向けのチケット販
売に加え、日本各地の人気観光地を遊覧するバスツアーの企画販売を行ってお
ります。 

2 受注型企画旅行 
旅行者の依頼に基づいて旅行企画を作成する、オーダーメイドツアーの企画販売
を行っております。業界最大級の社員旅行や、大学をはじめとする教育機関の視
察旅行・研修旅行等を企画販売しております。 

3 出張等の手配 
旅館・ホテル・民宿等の宿泊手配、航空券・切符・貸切観光バス・観光タクシー・レ
ンタカーの手配を行なっております。また、それらを組み合わせ、出張等の手配を
行なっております。 

㈱産経旅行



広告メディア制作事業・メディカル事業 

サービス紹介③ 

1 求人・ブライダル広告及びグループ内広告の制作 
【広告メディア制作事業】求人やブライダル関連の広告制作業務を受託しております。
取材、原稿制作、校正、画像加工などを担当し、委託者から委託料収入をを得ており
ます。また、グループ内の印刷物などを制作しております。 

2 医療関連書籍の販売 
 【メディカル事業】医療機関の診察内容や最新医療の取り組みや実績等を紹介す
る書籍を発行しております。現在までに全29施設の書籍を手掛け、医療機関と患
者双方にメリットのある情報をお届けしております。 
 

3 ES/PS（従業員・患者満足度）調査 
 【メディカル事業】医療業界の重要な課題、医師・看護師の離職率。この課題を解
決することで、より良い医療が提供でき、患者満足度が向上し、医療機関の経営
改善を行なうためのサービスを提供しております。 
 

4 サプリメントの開発・販売 
【メディカル事業】ハーバード大学で研究・開発され、米国にて特許5件を有する成分
「UC-II」を含有したサプリメントを開発し、膝の痛みに悩む中高年のスポーツ促進を
サポートしております。 

㈱スクラム 
㈱バリューメディカル



2021年１月期における 
重点施策について 



業績予想 

［2020年1月期］  

売上高 
5,763百万円 

［2021年1月期計画］  

売上高 
6,000百万円 

［2020年1月期］  

営業利益 
64百万円 

［2021年1月期計画］  

営業利益 
140百万円 

売上高60億円、営業利益1億4千万円を目指します。 

前期比

104％

前期比

218％



１人予約ランドの市場拡大と利便性向上 

1人予約契約ゴルフ場数  1人予約登録会員数  1人予約年間エントリー数  

ゴルフ事業 重点施策①-1人予約ランド 

732 

900 

1,055 
1,078 

17/1  18/1  19/1  21/1 
計画 

1,200 
コース 

20/1 

33.1 

42.5 

51.8 

62.3 

17/1  18/1  19/1  21/1 
計画 

75.0 
万人 

20/1 

1,041 

1,308 

1,500 

1,824 

17/1  18/1  19/1  21/1 
計画 

2,200 
千件 

20/1 

当社主力商品「1人予約ランド」は、契約ゴルフ場数・登録会員数・年間エント
リー数等、堅調に増加ペースを維持しております。ゴルフ市場における認知も
進み、今後も、1人でゴルフを予約するニーズは高まっていくものと推察されま
す。 



1予約枠獲得の
ための 

営業強化  2「あしたゴルフ」 
「今日ゴルフ」など 

直前需要の 
取り込み 

 

 

3横展開の 
開始 

・ゴルフ場開催の 
　イベントや早朝 
　薄暮・スルー 
　プレーなど多様 
　なプランの枠を 
　獲得 

・「天気が回復したから  
　やっぱりゴルフに  
　行きたい」 
　「予定が空いたから  
　ゴルフに行きたい」  
　等、従来のゴルフ予約  
　の概念を覆す直前予約  
　のシステムを開発  

・1人予約ランドの 
　システム・会員 
　組織と親和性の 
　高い分野での 
　新企画、新商品 
　のリリース 

ゴルフ事業 重点施策①-1人予約ランド 



業界最大部数のフリーペーパー「月刊バリューゴルフ」 

ゴルフを何倍も楽しむための総合情報サイト「VGWEB」と連携し、ゴルファーに
様々なサービスを提供します。 

発行 
エリア 

【関東版】 
東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬、福島・静岡の一部 
【関西版】 
大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山、三重・香川・愛知の一部 

発行 
サイクル 

月刊 

創　刊  2003年10月17日 

定　価  無料 

対象読者 

平均46.7歳。30代、40代、50代のゴルファーを中心に、20代の
若年層やリタイア後のシニアゴルファーも。約半数が年収600万
円超と生活余裕度は比較的高め。いろいろなコースでプレーし
たいというアクティブなライフスタイルを持つ層が読者の中心。 

流　通 

ゴルフショップ、ゴルフ練習場、関東・関西の主要ゴルフ場など
約2500箇所に設置。 
また駅頭やイベント会場での配布、生保レディーによる顧客へ
の手渡し配布など。 

ゴルフ事業 重点施策②-広告 



ゴルフ事業 重点施策③-レッスン 

潜在カスタマーとニーズの発掘 

1ビジター向け 
完結型レッスンの

開始 
 

2イベントの 
定期開催  3オンコース 

レッスンの 
拡充 1シミュレーター 

の増設  2練習市場 
への進出 

（シミュレーション 
会員の募集） 
3オンコース 

レッスンとの 
融合 

バリューゴルフ大崎の会員以
外を対象としたスポットのレッ
スンを受けられるコースの新
設 

弾道計測器を使用したドラコ
ンやアプローチチャレンジ
等、室内で行えるイベントを
開催 

新規エリア開拓とレッスン対
応コースの拡充。レッスン
コーチの確保 



ゴルフ事業 重点施策④-㈱ジープ 

1粗利率の 
向上  2販売チャネル 

の精査  3自社開発 
商品のシェアアッ

プ 

・仕入れ掛け率 
　ダウン、売価UP 
・高粗利商品の 
　シェアアップ 

・自社ECサイト等 
　の原価・販管費率 
　が低い販売チャネ 
　ルの強化 

・好調の自社製品 
　のシェアを上げ、 
　高い利益を確保 



4大崎店の 
有効活用  5物流費用 

への対策 

・試打クラブを大幅拡充し、 
　シミュレーターを利用できる 
　VG大崎との相乗作用の画策 

・送料負担・配送費アップ等 
　の対策のため、売価の調整 
　などを試行 

ゴルフ事業 重点施策④-㈱ジープ 



トラベル事業 重点施策①-企画ツアー 

ゴルフ事業・メディカル事業とコラボレーションした旅行商品のみならず、潜在
的なニーズに対応した新商品の企画開発を行っていきます。 
具体的には、元々強みであった在日外国人向けの海外ツアーや教育機関・法
人向けの研修旅行等を展開し、高い利益率を確保いたします。 

カスタマーのニーズに対応した企画開発 

企　業 

教育機関  在日外国人 

旅行の潜在ニーズを 
掘り起こし 



トラベル事業 重点施策②-事業再構築 

前期に事業所の統廃合を行ったため、一時的な費用が発生しましたが、当期
は販売費及び一般管理費の削減が見込まれております。 
また、業務内容の見直しを図り、旅行業専用の基幹システムを導入し、受注か
ら会計までのフローを一気通貫することで、さらなる効率化を進めてまいりま
す。 

不採算支店と業務のリストラクチャリング 



その他の事業 重点施策⑤-サプリメント 

プロモーションの拡大 

ハーバード大学で研究・開発され、米国で5件の特許を持つ成分
「UC-Ⅱ」を含有した変形性膝関節症サプリメント「スタブルUC-
Ⅱ」を、需要の大きい女性マーケットにリーチできるようプロモー
ションを拡大。また、ターゲットに合わせた紙媒体での広告発信
を行い、効率的に継続利用者を獲得いたします。 

プロモーション対象をゴルファーから一般女性に拡大 



まとめ 

売上高100億円の早期達成を 
目指し、改革と改善の実行 

グループ各事業がそれぞれ企業価値を高め、相互に協力
しあうことで、大きな相乗効果が生まれています。 
 
今後の市場変更を見据え、売上高100億円の早期達成を
グループ一丸となって目指します。 



将来見通しに関する注意事項 

本資料の取り扱いについて  

本資料において記述される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」を含みます。これらの文言は、現

在における見込み、予測、リスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を

招き得る不確実性を含んでいます。  

 

それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況といった一般的な国内および国際的な経

済状況が含まれます。リスクや不確実性は、特にサービスに関連した見通し情報に存在します。リスク、不

確実性には、当社の関連する業界動向、技術的進歩、その他内部・外部要因、サービスの安全性ならびに

クレームや懸念、国内外の事業に影響を与える政府の法規制、サービス開発に付随する課題などが含ま

れますが、これらに限定されるものではありません。  

 

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、「見通し情報」の更新・修正を行う義

務を負うものではありません。従いまして実際の業績が本資料に記載されている将来の見通しに関する記

述等と異なるリスクや不確実性がありますことを、予めご了承下さい。  

©2020 VALUEGOLF Inc. 



本資料の著作権は株式会社バリューゴルフにあります。本資料の内容の一部または全部における無断転載を固く禁じます。 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