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1. 2021年3月期の連結業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期 5,266 7.8 232 352.5 228 281.1 138 256.7

2020年3月期 4,885 △0.1 51 ― 59 ― 38 ―

（注）包括利益 2021年3月期　　143百万円 （364.1％） 2020年3月期　　30百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年3月期 56.92 55.45 32.6 8.2 4.4

2020年3月期 15.96 ― 11.5 2.4 1.1

（参考） 持分法投資損益 2021年3月期 ―百万円 2020年3月期 ―百万円

　2020年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(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

2021年3月期 3,088 518 16.2 204.26

2020年3月期 2,494 355 14.2 145.40

（参考） 自己資本 2021年3月期 498百万円 2020年3月期 354百万円

(3) 連結キャッシュ・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

2021年3月期 580 △177 129 895

2020年3月期 12 △93 △59 360

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2020年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

2021年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

2022年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 2022年3月期の連結業績予想（2021年4月1日～2022年3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 5,400 2.5 235 1.2 230 0.7 160 15.1 63.84



※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

(2) 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

(3) 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） 2021年3月期 2,540,642 株 2020年3月期 2,540,642 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 99,200 株 2020年3月期 99,200 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 2,441,442 株 2020年3月期 2,441,442 株

（参考）個別業績の概要

2021年3月期の個別業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期 4,088 11.3 178 ― 210 883.1 155 ―

2020年3月期 3,672 △0.7 △22 ― 21 ― 11 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

2021年3月期 63.64 61.99

2020年3月期 4.54 ―

　2020年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(2) 個別財政状態

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

2021年3月期 2,820 457 15.5 179.59

2020年3月期 2,313 283 12.2 115.95

（参考） 自己資本 2021年3月期 438百万円 2020年3月期 283百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．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、そ
の達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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4ページ「1．経営成績等の概況（4）今後の見通し」をご覧ください。

２．当連結会計年度終了後、2021年４月30日間までの間に新株予約券の行使により発行済株式数が65,000株増加しております。業績予想における１株当り当
期純利益は、当該増加株式数を反映して算定しております。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかな回復基調が一転して新型コロナウイルスの流行に翻弄され続

け、経済と感染抑制の両立がままならない厳しい状況が続いております。また、経済活動が大きく制限されたこ

とにより、企業業績の悪化や個人消費の減退を招いており、ワクチン接種が開始されたものの、先行きの不透明

感を払拭するには時間を要するものと思われます。一方では、インターネットでの商取引やキャッシュレス決済

などのデジタル化が急速に進むとともに、巣ごもり消費や環境保護など新たな需要に注目が集まっております。

リユース市場においては、コロナ禍により取扱品で明暗が分かれ苦戦する企業があるものの、Ｅコマースや個

人間売買がけん引し市場の拡大傾向が続いております。

ゴルフ用品市場においては、ゴルフがキャンプや釣りとともに３密回避レジャーとして注目されるとともに、

若年層を中心とした新たな顧客層が生まれ、参加人口が増加傾向にあると言われております。参加人口の減少と

高齢化に苦しんでいたゴルフ業界にとっては切望していた機会であり、市場の成長・拡大につながると期待され

ております。なお、株式会社矢野経済研究所「ＹＰＳゴルフデータ」によりますと、新品クラブ及び用品類の販

売は、４月の過去に例のない落ち込みで始まるものの、６月にはほぼ前年並みに回復し、７月以降は前年に増税

前の駆け込み需要があった９月などを除いて大半の月で好調に推移し、年明け以降においてもプロパー品を中心

とした堅調な販売や新製品を中心とした旺盛な需要が形成されております。

ゴルフ場及び練習場においては、経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」によりますと、１月および２

月の利用者数前年同月比* が、ゴルフ場は１月95.5％、２月103.7％、練習場は１月107.8％、２月107.3％でし

た。年間を通して見ると、ゴルフ場、練習場ともに、春から初夏にかけては苦戦するも、夏以降は３密回避レジ

ャーとして定着したためか、好調に推移しております。*３月分は公表日の都合で記載しておりません。

このような経営環境のなか、当社グループでは緊急事態宣言下の４月に全事業が大きな打撃を受け、単月の業

績は過去最大の落ち込みとなりましたが、逆に６月以降は過去に例を見ない好業績が続き、最終的に当連結会計

年度は過去最高益となりました。コロナ禍におけるゴルフ人気や特別定額給付金の支給の恩恵は間違いなくある

ものの、前連結会計年度以前より地道に行ってきた店舗の人材育成や粗利益率改善などの施策によって店舗の収

益力が向上していることも好調の大きな要因であり、特に「ゴルフ・ドゥ！」直営店の粗利益率改善が業績に大

きく寄与しております。なお、若年層のゴルフへの参加が注目されておりますが、直営店においても特に25歳以

下の新規会員増加率が目立っております。

直営事業においては、１回目の緊急事態宣言の解除後である６月以降に「ゴルフ・ドゥ！」店舗の業績が急回

復し、店舗合計の売上高及び粗利益は、９月を除き３月まで前年実績に対し二桁の増加で推移いたしました。

「ゴルフ・ドゥ！オンラインショップ」もＥコマース市場シフトの潮流に乗り、好調に推移いたしました。ま

た、11月には九州地方のフランチャイズ６店舗が直営店に転換しており、早期に商材を見直したこともあり、毎

月の各店売上高及び粗利益はフランチャイズ店であった前年実績に対して二桁の増加で推移し、当社グループ業

績に大きく貢献いたしました。なお、当連結会計年度の「ゴルフ・ドゥ！」直営店の売上高前年増減率は、全店

ベース15.3％増、既存店ベース7.5％増となりました。

フランチャイズ事業においては、「ゴルフ・ドゥ！」フランチャイズ店の業績が直営店と同様に６月以降に急

回復し、売上高は大半の月で前年実績に対し二桁の増加で推移いたしました。また、好調な「ゴルフ・ドゥ！オ

ンラインショップ」を経由した販売の増加も好調の大きな要因となっております。オープンについては、12月に

「新居浜店」（愛媛県）が、中国・四国地方の中古ゴルフショップとしては最大級の売場面積として移転オープ

ンし、３月にはゴルフ練習場のインショップとして、「鴻巣ジャンボゴルフセンター店」（埼玉県）が新規オー

プンしております。なお、当連結会計年度の「ゴルフ・ドゥ！」フランチャイズ店の売上高前年増減率は、全店

ベース4.5％増、既存店ベース13.0％増となりました。

2021年３月31日現在の「ゴルフ・ドゥ！」は、直営25店舗、フランチャイズ49店舗で合計74店舗、当連結会計

年度の売上高前年増減率は、全店ベース8.6％増、既存店ベース10.8％増となりました。

営業販売事業においては、一年を通して米国輸入品の欠品や納期遅れが続き、商品調達先の拡大に努めるもの

の、その影響を完全に補うまでには至りませんでした。国内ＥＣモールに出店している「ＧＯＬＦ Ｊ-ＷＩＮＧ

Ｓ」は、米国輸入品や中古ゴルフクラブの在庫が安定せず、月によっては好不調の変動があるものの、年間合計

で見れば好結果に終わりました。

アパレル事業においては、上半期は厳しい状況が続きましたが、10月以降は回復傾向となり第３四半期は黒字

となりました。しかしながら、第４四半期は３月が単月黒字となったものの、１月と２月はセール品の不振に加

え、入学卒業需要の盛り上がりに欠けたため、厳しい結果となりました。

以上の結果、当連結会計年度の経営成績は売上高52億66百万円（前年同期比7.8％増）、営業利益２億32百万円

（前年同期比352.5％増）、経常利益２億28百万円（前年同期比281.1％増）、親会社株主に帰属する当期純利益

１億38百万円（前年同期比256.7％増）となりました。

- 2 -

株式会社ゴルフ・ドゥ（3032）2021年３月期　決算短信



当連結会計年度におけるセグメント別の経営成績は、次のとおりであります。

（直営事業）

当連結会計年度における直営事業の売上高は36億36百万円（前年同連結会計年度売上高は31億53百万円）、

セグメント利益は３億42百万円（同連結会計年度セグメント利益は１億19百万円）となりました。

（フランチャイズ事業）

当連結会計年度におけるフランチャイズ事業の売上高は４億64百万円（前年同連結会計年度売上高は４億89

百万円）、セグメント利益は１億56百万円（同連結会計年度セグメント利益は１億39百万円）となりました。

（営業販売事業）

当連結会計年度における営業販売事業の売上高は11億97百万円（前年同連結会計年度売上高は12億84百万

円）、セグメント利益は21百万円（同連結会計年度セグメント利益は56百万円）となりました。

（アパレル事業）

当連結会計年度におけるアパレル事業の売上高は45百万円（前年同連結会計年度売上高は51百万円）、セグ

メント損失は４百万円（前年同期セグメント損失５百万円）となりました。なお、今後の新型コロナウイルス

の感染拡大による影響を考慮した結果、想定していた収益の獲得が見込めないと判断し、減損損失として22百

万円の特別損失を計上しております。

（２）当期の財政状態の概況

（資産）

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ５億94百万円の増加となり、30億88百万円と

なりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ５億30百万円の増加となり、23億56百万円となりました。これは主に

現金及び預金が５億34百万円増加、売掛金が13百万円減少したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ64百万円の増加となり、７億30百万円となりました。これは主に無形

固定資産が29百万円、長期繰延税金資産が21百万円、有形固定資産が10百万円増加したことによるものです。

（負債）

当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ４億31百万円の増加となり、25億70百万円とな

りました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ２億60百万円の増加となり、17億74百万円となりました。これは主に

買掛金が93百万円、未払法人税等が79百万円、その他流動負債に含まれる未払消費税等が36百万円、賞与引当

金が30百万円増加したことによるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ１億70百万円の増加となり、７億96百万円となりました。これは主に

長期借入金が１億60百万円、資産除去債務が25百万円、退職給付に係る負債が14百万円増加、社債が20百万円

減少したことによるものです。

（純資産）

当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べ１億63百万円の増加となり、５億18百万円と

なりました。これは主に利益剰余金が１億38百万円増加したことによるものです。

この結果、自己資本比率は16.2％（前連結会計年度末は14.2％）となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による収入、投資活動

による支出及び財務活動による収入の結果、８億95百万円となりました。

当連結会計年度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）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益、仕入債務の増加、たな卸資産の減少等に

より、５億80百万円の収入となりました。

（投資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・フローは、事業譲受による支出、ネット事業プログラム等の資産の取得による

支出等により、１億77百万円の支出となりました。

（財務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・フローは、長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出等により、１

億29百万円の収入となりました。
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2017年
３月期

2018年
３月期

2019年
３月期

2020年
３月期

2021年
３月期

自己資本比率（％） 24.6 12.6 12.7 14.2 16.2

時価ベースの

自己資本比率（％）
46.4 55.9 30.5 25.3 34.6

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率（年）　　　*
－ 16.2 9.2 115.0 2.6

インタレスト・

カバレッジ・レシオ（倍）　　*
－ 12.0 18.6 0.9 35.8

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

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

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）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（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）有利子負債は連結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すべての負債を対象として

おります。

* 2017年３月期は、有利子負債はありますがキャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローがマイナスのた

め、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインスタント・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

（４）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、世界的に温暖化対策や環境保護の関心が高まるとともに、その取り組みが注目

されており、サスティナブルとの親和性が高いリユース市場には追い風になるものと思われます。ゴルフ用品市

場においては、３密回避レジャーとしてのゴルフ人気に加え、2021年４月にメジャー選手権のマスターズ・トー

ナメントにおいて、松山英樹プロがアジア人初となる優勝を飾っており、ゴルフ用品市場は更に活況を呈すもの

と思われます。なお、両市場ともにデジタル化への動きは更に加速度が増すものと思われます。

当社におきましては、「オムニチャネル戦略」の一環として、2021年４月に「ゴルフ・ドゥ！オンラインショ

ップ」を全面的にリニューアルし、デジタル化への対応やユーザビリティの向上が大きく前進しております。ま

た、次フェーズでは「ゴルフ・ドゥ！」店舗と「ゴルフ・ドゥ！オンラインショップ」の会員統合を予定してお

り、ゴルフが注目されているこの絶好の機会を逃さず、最大限に取り込んでまいります。

このような状況下で、当社は本日2021年５月14日付で「中期経営計画 Challenge2026（2022年３月期～2026年

３月期）」を公表いたしました。同計画においては、①ＥＣ戦略の強化　②ゴルフ・ドゥ！店舗網の充実 100店

舗体制（直営30店舗/ＦＣ70店舗）　③ゴルフ・ドゥ！事業の海外展開　④新規事業の開発　⑤人材開発・育成　

⑥財務基盤の強化　⑦広報・ＩＲの強化　⑧株式市場のステップアップを見据えた組織・体制作りの８つを強化

項目として掲げており、ゴルフ市場における大きな追い風を背に、新たな成長ステージへ挑んでまいります。

以上の結果、翌連結会計年度（2022年３月期）の連結業績見通しにつきましては、売上高5,400百万円（前年同

期比2.5％増）、営業利益235百万円（前年同期比1.2％増）、経常利益230百万円（前年同期比0.7％増）、親会社

株主に帰属する当期純利益160百万円（前年同期比15.1％増）を見込んでおります。
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２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸

表を作成する方針であります。

なお、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針

であります。

- 5 -

株式会社ゴルフ・ドゥ（3032）2021年３月期　決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 360,345 895,242

売掛金 391,119 377,700

商品 1,008,894 1,016,869

短期貸付金 14,485 9,372

その他 59,569 58,764

貸倒引当金 △8,180 △1,252

流動資産合計 1,826,234 2,356,697

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 437,821 490,261

減価償却累計額及び減損損失累計額 △230,956 △268,355

建物及び構築物（純額） 206,864 221,905

工具、器具及び備品 334,513 350,809

減価償却累計額及び減損損失累計額 △295,856 △321,814

工具、器具及び備品（純額） 38,656 28,994

建設仮勘定 － 5,053

有形固定資産合計 245,521 255,953

無形固定資産

のれん 6,666 29,660

その他 90,834 96,901

無形固定資産合計 97,501 126,562

投資その他の資産

投資有価証券 11,974 13,913

長期貸付金 303,283 318,421

敷金及び保証金 161,149 172,707

繰延税金資産 15,976 37,886

その他 77,861 59,096

貸倒引当金 △246,656 △253,698

投資その他の資産合計 323,588 348,326

固定資産合計 666,611 730,842

繰延資産

社債発行費 1,475 1,064

繰延資産合計 1,475 1,064

資産合計 2,494,321 3,088,603

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 293,928 387,708

短期借入金 801,566 805,500

１年内償還予定の社債 20,000 20,000

１年内返済予定の長期借入金 194,108 179,571

未払法人税等 16,307 96,063

賞与引当金 19,350 49,533

ポイント引当金 34,419 39,000

株主優待引当金 11,045 8,414

その他 122,722 188,475

流動負債合計 1,513,449 1,774,267

固定負債

社債 60,000 40,000

長期借入金 327,866 488,295

退職給付に係る負債 128,635 143,281

資産除去債務 56,918 82,065

その他 52,318 42,492

固定負債合計 625,738 796,134

負債合計 2,139,187 2,570,401

純資産の部

株主資本

資本金 506,120 506,120

資本剰余金 159,523 159,523

利益剰余金 △242,650 △103,688

自己株式 △98,208 △98,208

株主資本合計 324,786 463,747

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3,277 △1,338

為替換算調整勘定 33,479 36,276

その他の包括利益累計額合計 30,201 34,938

新株予約権 146 19,516

純資産合計 355,133 518,201

負債純資産合計 2,494,321 3,088,603
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

売上高 4,885,437 5,266,364

売上原価 3,132,909 3,236,741

売上総利益 1,752,528 2,029,622

販売費及び一般管理費 1,701,219 1,797,431

営業利益 51,309 232,191

営業外収益

受取利息及び受取配当金 8,440 3,173

受取手数料 5,951 4,999

貸倒引当金戻入額 6,861 －

助成金収入 67 3,497

その他 1,412 1,745

営業外収益合計 22,733 13,416

営業外費用

支払利息 13,151 16,192

為替差損 35 166

その他 906 813

営業外費用合計 14,094 17,172

経常利益 59,948 228,435

特別利益

店舗売却益 8,000 －

特別利益合計 8,000 －

特別損失

減損損失 － 22,142

特別損失合計 － 22,142

税金等調整前当期純利益 67,948 206,293

法人税、住民税及び事業税 14,332 89,186

法人税等調整額 14,660 △21,854

法人税等合計 28,993 67,332

当期純利益 38,955 138,961

親会社株主に帰属する当期純利益 38,955 138,961

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当期純利益 38,955 138,961

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,023 1,939

為替換算調整勘定 △2,971 2,797

その他の包括利益 △7,994 4,736

包括利益 30,960 143,697

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 30,960 143,697

非支配株主に係る包括利益 － －

（連結包括利益計算書）
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（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 506,120 159,523 △281,605 △98,208 285,830

当期変動額

親会社株主に帰属する当期
純利益

38,955 38,955

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 38,955 － 38,955

当期末残高 506,120 159,523 △242,650 △98,208 324,786

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
その他
有価証券

評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 1,746 36,450 38,196 153 324,181

当期変動額

親会社株主に帰属する当期
純利益

38,955

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△5,023 △2,971 △7,994 △7 △8,002

当期変動額合計 △5,023 △2,971 △7,994 △7 30,952

当期末残高 △3,277 33,479 30,201 146 355,133

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
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（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 506,120 159,523 △242,650 △98,208 324,786

当期変動額

親会社株主に帰属する当期
純利益

138,961 138,961

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 138,961 － 138,961

当期末残高 506,120 159,523 △103,688 △98,208 463,747

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
その他
有価証券

評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 △3,277 33,479 30,201 146 355,133

当期変動額

親会社株主に帰属する当期
純利益

138,961

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

1,939 2,797 4,736 19,370 24,106

当期変動額合計 1,939 2,797 4,736 19,370 163,067

当期末残高 △1,338 36,276 34,938 19,516 518,201

当連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 67,948 206,293

減価償却費 59,452 56,398

のれん償却額 2,033 3,835

長期前払費用償却額 3,252 3,252

株式報酬費用 － 19,370

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,342 114

賞与引当金の増減額（△は減少） 647 28,527

ポイント引当金の増減額（△は減少） △602 701

株主優待引当金の増減額（△は減少） △1,623 △2,630

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 5,372 14,646

受取利息及び受取配当金 △8,440 △3,173

支払利息 13,151 16,192

店舗売却益 △8,000 －

減損損失 － 22,142

売上債権の増減額（△は増加） △81,165 △12,207

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,768 84,969

仕入債務の増減額（△は減少） 2,975 91,078

未払金の増減額（△は減少） △14,190 16,511

未払費用の増減額（△は減少） △6,213 11,168

未払消費税等の増減額（△は減少） △28,056 35,983

その他 △10,863 12,435

小計 11,101 605,610

利息及び配当金の受取額 8,440 3,173

利息の支払額 △13,950 △16,518

法人税等の支払額 △8,119 △11,910

法人税等の還付額 14,728 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,201 580,355

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 △40,053 △16,750

無形固定資産の取得による支出 △80,995 △23,065

投資有価証券の売却による収入 2,388 －

貸付金の回収による収入 14,145 9,012

敷金及び保証金の回収による収入 4,532 5,260

敷金及び保証金の差入による支出 △4,712 △612

建設協力金の回収による収入 11,590 11,827

事業譲渡による収入 － 8,000

事業譲受による支出 － △171,460

投資活動によるキャッシュ・フロー △93,104 △177,789

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（△は減少） 1,564 3,743

長期借入れによる収入 200,000 340,000

長期借入金の返済による支出 △240,612 △194,108

社債の償還による支出 △20,000 △20,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,047 129,635

現金及び現金同等物に係る換算差額 △219 2,695

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △140,170 534,897

現金及び現金同等物の期首残高 500,515 360,345

現金及び現金同等物の期末残高 360,345 895,242

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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（５）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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。

当社グループは、本社に各事業本部を置き、取り扱う製品・サービスについて国内の包括的な戦略を立案

し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、事業本部を基礎とした販売・サービス別のセグメントから構成されており、

「直営事業」、「フランチャイズ事業」、「営業販売事業」及び「アパレル事業」の４つを報告セグメントと

しております。

「直営事業」は、中古ゴルフクラブの小売り及び買取りを中心とするゴルフリユースショップ「ゴルフ・ド

ゥ！」の直営店舗運営並びにＥＣサイト「ゴルフ・ドゥ！オンラインショップ」及び「ゴルフウェアユーズ

ド」の運営、「フランチャイズ事業」は、「ゴルフ・ドゥ！」のフランチャイズチェーン本部運営、「営業販

売事業」は、ゴルフ用品の卸売り及びＥＣモールに出店する「ＧＯＬＦ Ｊ－ＷＩＮＧＳ」の運営、「アパレ

ル事業」は、アパレルの小売りチェーン「シューラルー」のフランチャイズ店舗運営を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
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（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）１

調整額
（注）２

連結財務諸
表計上額
（注）３

直営 フランチ
ャイズ

営業販売 アパレル 合計

売上高

外部顧客への売上高 3,153,227 478,659 1,202,073 51,477 4,885,437 － － 4,885,437

セグメント間の内部
売上高又は振替高 － 10,658 82,089 － 92,747 6,640 △99,387 －

計 3,153,227 489,318 1,284,162 51,477 4,978,185 6,640 △99,387 4,885,437

セグメント利益又は
損失（△） 119,825 139,161 56,011 △5,966 309,033 106 △257,830 51,309

セグメント資産 1,265,931 227,928 401,715 36,395 1,931,971 － 562,349 2,494,321

その他の項目

減価償却費 33,643 10,587 632 4,179 49,043 － 10,409 59,452

のれんの償却額 2,033 － － － 2,033 － － 2,033

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額 46,488 49,714 6,622 26,809 129,635 － 4,619 134,254

（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）１

調整額
（注）２

連結財務諸
表計上額
（注）３直営

フランチ
ャイズ

営業販売 アパレル 合計

売上高

外部顧客への売上高 3,636,846 452,944 1,130,763 45,809 5,266,364 － － 5,266,364

セグメント間の内部
売上高又は振替高 － 11,770 66,249 － 78,020 3,664 △81,684 －

計 3,636,846 464,714 1,197,013 45,809 5,344,384 3,664 △81,684 5,266,364

セグメント利益又は
損失（△） 342,974 156,033 21,104 △4,227 515,886 114 △283,808 232,191

セグメント資産 1,382,787 200,419 362,221 14,301 1,959,730 － 1,128,873 3,088,603

その他の項目

減価償却費 30,902 9,063 3,480 3,488 46,933 － 9,464 56,398

のれんの償却額 3,835 － － － 3,835 － － 3,835

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額 89,987 16,912 3,838 － 110,738 － 3,111 113,849

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自　2019年４月１日  至　2020年３月31日）

（注）１．その他の区分は、報告セグメントに含まれない広告代理店事業であります。

２．調整額は以下のとおりであります。

（１）セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

（２）セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに帰属しない全社資産であります。

（３）その他の項目の調整額は、各報告セグメントに配分されていない全社費用及び全社資産であります。

３．セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　当連結会計年度（自　2020年４月１日  至　2021年３月31日）

（注）１．その他の区分は、報告セグメントに含まれない広告代理店事業であります。

２．調整額は以下のとおりであります。

（１）セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

（２）セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに帰属しない全社資産であります。

（３）その他の項目の調整額は、各報告セグメントに配分されていない全社費用及び全社資産であります。

３．セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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直営 フランチャイズ 営業販売 アパレル 合計

減損損失 － － － 22,142 22,142

（単位：千円）

直営 フランチャイズ 営業販売 アパレル 合計

当期償却額 2,033 － － － 2,033

当期末残高 6,666 － － － 6,666

（単位：千円）

直営 フランチャイズ 営業販売 アパレル 合計

当期償却額 3,835 － － － 3,835

当期末残高 29,660 － － － 29,660

【関連情報】

前連結会計年度（自  2019年４月１日  至  2020年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

（１）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

（２）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が、連結貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため記載を省

略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の10％以上を占める相手先がないため、記載しておりません。

当連結会計年度（自  2020年４月１日  至  2021年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

（１）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

（２）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が、連結貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため記載を省

略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の10％以上を占める相手先がないため、記載しておりません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自  2019年４月１日  至  2020年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自  2020年４月１日  至  2021年３月31日）
（単位：千円）

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自  2019年４月１日  至  2020年３月31日）

当連結会計年度（自  2020年４月１日  至  2021年３月31日）

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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前連結会計年度
（自  2019年４月１日

至  2020年３月31日）

当連結会計年度
（自  2020年４月１日

至  2021年３月31日）

１株当たり純資産 145.40円 204.26円

１株当たり当期純利益 15.96円 56.92円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 － 55.45円

前連結会計年度
（自　2019年４月１日

至　2020年３月31日）

当連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

（１）１株当たり当期純利益 15円96銭 56円92銭

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する当期純利益

（千円）
38,955 138,961

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

当期純利益（千円）
38,955 138,961

普通株式の期中平均株式数（株） 2,441,442 2,441,442

（２）潜在株式調整後１株当たり当期純利益 － 55円45銭

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する当期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） － 64,814

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

（第５回新株予約権）新株予約

権１種類（新株予約権の数992個

（普通株式99,200株））。

－

（１株当たり情報）

（注）１．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

（重要な後発事象）

（第６回新株予約権の権利行使）

2021年４月２日に第６回新株予約権について以下のとおり権利行使が行われました。

行使された新株予約権の個数　　　　　　　　　　　　650 個

発行した株式の種類及び株式数　　　　　普通株式 65,000 株

資本金増加額　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,717千円

資本準備金増加額　　　　　　　　　　　　　　　 9,717千円
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４．その他

役員の異動

役員の異動につきましては、2021年１月25日及び2021年２月22日公表の「代表取締役の異動に関するお知らせ」を

ご参照ください。

2021年１月 2021年２月 2021年３月 第４四半期合計

（１月～３月）

当期

（４月～３月）

ゴルフ・ドゥ！ 全店 111.9％ 115.0％ 114.2％ 113.7％ 108.6％

ゴルフ・ドゥ！ 既存店 114.7％ 118.8％ 119.2％ 117.5％ 110.8％

直営店 全店 131.3％ 126.6％ 132.9％ 130.3％ 115.3％

直営店 既存店 112.3％ 107.8％ 113.7％ 111.3％ 107.5％

ＦＣ店 全店 99.1％ 107.4％ 102.9％ 103.0％ 104.5％

ＦＣ店 既存店 116.4％ 127.4％ 123.1％ 122.2％ 113.0％

2021年１月 2021年２月 2021年３月 第４四半期合計

（１月～３月）

当期

（４月～３月）

売上高前年対比 121.2％ 119.5％ 126.0％ 122.3％ 121.1％

アクセス数前年対比 114.8％ 114.6％ 120.2％ 116.4％ 103.3％

会員数（合計） 343千人

会員数前年増加率 8.7％

５．補足情報

売上高前年対比等

当第４四半期及び当連結会計年度における「ゴルフ・ドゥ！」店舗売上高前年対比は、以下のとおりであります。

当第４四半期及び当連結会計年度における「ゴルフ・ドゥ！オンラインショップ」売上高前年対比、アクセス数前

年対比、会員数（合計）、会員数前年増加率は、以下のとおりであります。

（注）会員数は「ゴルフ・ドゥ！オンラインショップ」の会員数であり、「ゴルフ・ドゥ！」店舗の会員数とは異なりま

す。
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