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（百万円未満切捨て）

１．2020年12月期第３四半期の連結業績（2020年１月１日～2020年９月30日）

（１）連結経営成績（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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年12月期第３四半期 23,998 △6.3 197 △59.9 266 △45.1 △142 －

2019年12月期第３四半期 25,602 40.4 492 8.3 485 1.9 203 △35.3

（注）包括利益 2020年12月期第３四半期 △218百万円（ －％） 2019年12月期第３四半期 117百万円（△69.7％）

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

2020年12月期第３四半期 △7.81 －

2019年12月期第３四半期 11.16 －
　

（２）連結財政状態

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

2020年12月期第３四半期 17,960 5,997 33.4 328.18

2019年12月期 19,564 6,315 32.3 345.61

（参考）自己資本 2020年12月期第３四半期 5,997百万円 2019年12月期 6,315百万円
　

　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2019年12月期 － 4.00 － 5.50 9.50

2020年12月期 － 0.00 －
2020年12月期（予想） 5.50 5.50

（注） 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

配当予想の修正については、本日（2020年11月11日）公表いたしました「2020年12月期連結業績予想及び配当予

想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
　

３．2020年12月期の連結業績予想（2020年１月１日～2020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
親会社株主に帰属す

る当期純利益
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 33,500 △2.3 650 △33.6 － － － － －

（注） 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

2020年11月11日公表の「2020年12月期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり、新型コロ
ナウイルス感染症の世界的拡大に対する国内外の政府や自治体による経済支援策の状況等変動要素が多いことか
ら経常利益以下を引き続き未定とし、業績予想の公表が可能となった段階で速やかに公表いたします。

　　



※ 注記事項
　

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無
　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　　

（４）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) 2020年12月期３Ｑ 18,274,000株 2019年12月期 18,274,000株

② 期末自己株式数 2020年12月期３Ｑ 250株 2019年12月期 250株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年12月期３Ｑ 18,273,750株 2019年12月期３Ｑ 18,273,750株

　　
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想
の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算
に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

　　



○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………１

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………１

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………１

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………１

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………２

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………２

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………………４

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………６

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………６

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………６

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………６

　



1

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間（2020年１月１日～2020年９月30日）における経営環境は、米中貿易摩擦の長期化や新

型コロナウイルス感染症（以下「COVID-19」といいます。）感染拡大の影響により世界経済は悪化しております。ま

た、国内経済は、COVID-19拡大防止策による経済活動や社会活動が抑制される等、先行き不透明な状況であります。

インターネットを取り巻く環境は、Eコマース市場や各種インターネット関連サービス市場等は成長を続けておりま

す。また、IoT、AIに代表されるデジタル技術は進化し続けており、様々な場面においてデジタル化が進んでおりま

す。ゴルフ市場においても同様に、ゴルファーの需要スタイルは日々変化しております。

このような環境下、当社グループはゴルフ専門のITサービス企業として、圧倒的な情報量とゴルフに特化したサー

ビス力を強みに、ゴルファーにより快適で楽しいゴルフライフを提供してまいりました。しかしながら、３月中旬以

降COVID-19の影響を受け、当第３四半期連結累計期間（2020年１月１日～2020年９月30日）の業績は売上高23,998百

万円（前年同期比6.3％減）、営業利益197百万円（前年同期比59.9％減）、経常利益266百万円（前年同期比45.1％

減）、親会社株主に帰属する四半期純損失142百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益203百万円）と

なりました。なお、COVID-19に関する影響、当社の取組み、今後のアクションプラン等に関しては、本日公表の

「2020年12月期３Q決算説明資料」をご参照ください。

　主要セグメント別の業績は次の通りであります。

「国内」セグメント

当第３四半期連結累計期間における「国内」セグメントの業績は、売上高19,048百万円（前年同期比4.7％減）とな

りました。また、セグメント利益は1,117百万円（前年同期比19.4％増）となりました。

「海外」セグメント

当第３四半期連結累計期間における「海外」セグメントの業績は、売上高4,950百万円（前年同期比11.8％減）とな

りました。また、セグメント損失は919百万円（前年同期はセグメント損失443百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,603百万円減少し、17,960百万円となり

ました。負債は、前連結会計年度末に比べ1,285百万円減少の11,963百万円となりました。純資産は、前連結会計年度

末に比べて318百万円減少し、5,997百万円となりました。

主要な勘定残高は、現金及び預金が377百万円、前受金が606百万円増加した一方、短期借入金が1,262百万円、長期

借入金が666百万円、商品が1,201百万円減少しました。利益剰余金は243百万円の減少となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社グループの連結業績予想につきましては、2020年11月11日公表の「2020年12月期連結業績予想及び配当予想の

修正に関するお知らせ」のとおり、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大に対する政府や自治体による経済支援策

の状況等変動要素が多いことから経常利益以下を引き続き未定とし、業績予想の公表が可能となった段階で速やかに

公表いたします。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,996,536 2,374,448

売掛金 2,638,113 2,578,708

商品 4,692,342 3,490,591

仕掛品 1,509 5,121

貯蔵品 151,319 110,166

その他 1,241,294 1,009,119

貸倒引当金 △9,609 △11,789

流動資産合計 10,711,505 9,556,367

固定資産

有形固定資産

建物 2,801,278 3,066,910

その他 1,636,469 1,747,716

減価償却累計額 △1,791,283 △2,084,665

有形固定資産合計 2,646,464 2,729,960

無形固定資産

のれん 3,010,992 2,709,939

その他 2,279,134 2,090,892

無形固定資産合計 5,290,126 4,800,831

投資その他の資産

その他 923,207 880,704

貸倒引当金 △6,789 △7,000

投資その他の資産合計 916,417 873,704

固定資産合計 8,853,008 8,404,496

資産合計 19,564,513 17,960,863

負債の部

流動負債

買掛金 2,714,606 2,623,763

短期借入金 3,446,190 2,183,881

1年内返済予定の長期借入金 666,800 666,400

未払法人税等 294,996 197,145

前受金 2,542,269 3,149,047

賞与引当金 7,097 －

ポイント引当金 230,952 226,309

株主優待引当金 26,786 17,195

その他 2,083,872 2,346,374

流動負債合計 12,013,572 11,410,117

固定負債

長期借入金 666,947 －

役員退職慰労引当金 108,000 98,505

資産除去債務 251,533 274,735

その他 208,902 180,494

固定負債合計 1,235,384 553,735

負債合計 13,248,957 11,963,853
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,458,953 1,458,953

資本剰余金 2,447,104 2,447,104

利益剰余金 2,443,351 2,200,188

自己株式 △245 △245

株主資本合計 6,349,164 6,106,001

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △2,020 －

為替換算調整勘定 △31,587 △108,991

その他の包括利益累計額合計 △33,607 △108,991

純資産合計 6,315,556 5,997,010

負債純資産合計 19,564,513 17,960,863
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 25,602,303 23,998,955

売上原価 15,554,060 14,962,452

売上総利益 10,048,243 9,036,502

販売費及び一般管理費 9,556,094 8,839,095

営業利益 492,148 197,407

営業外収益

受取利息 49 39

不動産賃貸料 9,194 10,684

助成金収入 － 53,094

その他 4,118 32,311

営業外収益合計 13,363 96,130

営業外費用

支払利息 18,773 23,369

その他 1,651 3,765

営業外費用合計 20,424 27,135

経常利益 485,088 266,402

特別損失

固定資産除却損 11,336 5,437

投資有価証券売却損 － 2,732

特別損失合計 11,336 8,170

税金等調整前四半期純利益 473,751 258,232

法人税、住民税及び事業税 254,248 394,491

法人税等調整額 15,657 6,398

法人税等合計 269,906 400,889

四半期純利益又は四半期純損失（△） 203,845 △142,656

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

203,845 △142,656
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 203,845 △142,656

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △214 2,020

為替換算調整勘定 △86,047 △77,403

その他の包括利益合計 △86,262 △75,383

四半期包括利益 117,583 △218,040

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 117,583 △218,040
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自 2019年１月１日　至 2019年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２国内 海外 計

売上高

外部顧客への売上高 19,990,268 5,612,035 25,602,303 － 25,602,303

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 65,854 65,854 △65,854 －

計 19,990,268 5,677,889 25,668,157 △65,854 25,602,303

セグメント利益又は
損失(△)

935,587 △443,438 492,148 － 492,148

（注）１．セグメント売上高の調整額は、セグメント間取引消去であります。

　 ２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

当第３四半期連結累計期間（自 2020年１月１日　至 2020年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２国内 海外 計

売上高

外部顧客への売上高 19,048,777 4,950,177 23,998,955 － 23,998,955

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 10,343 10,343 △10,343 －

計 19,048,777 4,960,521 24,009,298 △10,343 23,998,955

セグメント利益又は
損失(△)

1,117,045 △919,638 197,407 － 197,407

（注）１．セグメント売上高の調整額は、セグメント間取引消去であります。

　 ２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　


