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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益につきましては、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

４．平成16年８月16日付で１株につき５株の割合をもって株式分割を行っております。 

なお、第６期中間会計期間の１株当たり中間純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算しており

ます。 

５．第７期は、決算期変更により平成17年７月１日から平成17年12月31日までの６ヶ月となっております。 

 ６．第８期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株あたり

中間純損失であるため記載しておりません。 

回次 第６期中 第７期中 第８期中 第６期 第７期 

会計期間 

自平成16年 
７月１日 
至平成16年 
12月31日 

自平成17年 
７月１日 
至平成17年 
12月31日 

自平成18年 
１月１日 
至平成18年 
６月30日 

自平成16年 
７月１日 
至平成17年 
６月30日 

自平成17年 
７月１日 
至平成17年 
12月31日 

売上高（千円） 2,658,805 － 3,655,806 5,545,990 3,605,338 

経常損益（千円） 178,402 － △46,494 133,405 121,250 

中間（当期）純損益（千円） 102,899 － △97,767 78,756 70,968 

持分法を適用した場合の投資利益

（千円） 
－ － － － － 

資本金（千円） 664,290 － 720,476 666,930 703,581 

発行済株式総数（株） 148,330 － 156,110 148,810 154,090 

純資産額（千円） 1,545,750 － 1,606,378 1,526,887 1,670,356 

総資産額（千円） 2,436,627 － 3,160,923 2,475,049 2,676,822 

１株当たり純資産額（円） 10,421.02 － 10,290.04 10,260.65 10,840.13 

１株当たり中間（当期）純損益金額

（円） 
695.36 － △628.43 531.10 468.19 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額（円） 
636.44 － － 487.80 440.67 

１株当たり中間（年間）配当額

（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 63.4 － 50.8 61.7 62.4 

営業活動によるキャッシュ・フロー

（千円） 
65,485 － △259,774 △209,168 23,823 

投資活動によるキャッシュ・フロー

（千円） 
△53,871 － △549,204 201,050 △75,289 

財務活動によるキャッシュ・フロー

（千円） 
△560 － 633,217 4,255 71,962 

現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高（千円） 
967,060 － 796,879 952,144 972,641 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）（人） 

107 

(29) 

－ 

（－) 

156 

(33) 

127 

(33) 

141 

(38) 



２【事業の内容】 

  当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

  当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員を含む）は、当中間会計期間の平均

人員を（ ）外数で記載しております。 

２．従業員数が当中間会計期間において15名増加しておりますが、主として業務拡大に伴う採用によるものであ

ります。 

(2）労働組合の状況 

    労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年６月30日現在

従業員数（人） 156（33） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

  当中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日）におけるわが国経済は、企業の設備投資の増加や業績

の向上に支えられ、雇用・所得環境の改善による個人消費の伸び等が顕著になりつつあります。その一方で、所得税

の定率減税の廃止、社会保障費の個人負担増及び消費税の大幅引上げ等が議論されている他、ゼロ金利政策の解除等

消費意欲を減退させる要因を多く内包しており、先行き不透明な状況が続いております。 

 当社ビジネスの根幹を形成するゴルフ業界におきましては、主要ゴルフ場の会員権の平均価格や各ゴルフ場の年会

費は、購買層が女性にも拡大傾向にある事や団塊世代のプレー意欲の高まり等を背景に上昇基調にあります。また、

各ゴルフ場でのプレー料金の値下げやサービスの多様化により、ゴルフというスポーツがより身近なものになり、ゴ

ルフ業界が活性化しつつある様子を垣間見る事ができます。一方、ゴルフ人口の低下も見られ、潜在的ゴルファーの

掘り起こしの必要等、依然としてゴルフ業界は変革の余地を残しております。 

 また、インターネット環境においては、ブロードバンド環境の定着と共に、利用者は性別や年齢を問わず幅広い層

に及んでおります。また、利用者へのサービス内容も、Ｅコマース、サービス予約、エンターテインメント等の他、

コミュニケーションツールの一つともなる等多岐にわたっており、インターネットの新しい概念「Ｗｅｂ2.0」の流

れは拡充しつつあります。しかしながら、インターネット環境の定着及び新サービスの拡大に伴い、必然的に競合相

手の増加も否めず、加えてセキュリティの強化も必須条件となりつつあります。 

 このような環境の中、当社は創業以来のミッションの一つでもあります「ゴルフの変革」をキーワードとして、ゴ

ルフの多彩な魅力を具現化し、かつ顧客満足度の向上を図ると共に、ゴルファーの裾野拡大、新規顧客の開拓や新規

会員獲得に注力して参りました。具体的には、当中間会計期間においては、従来の動画配信サービスをさらに拡充さ

せる事を目的に「ゴルフＴＶ」を開始致しました。また、エンターテインメント性・ゲーム性の提案を通じてゴルフ

のイメージを変革する事、非ゴルファーをゲームを通じてＧＤＯサイトに誘導し、ゴルファーの裾野拡大を目指す事

等を目的に、ゲーム事業への進出も図りました。例年にない冷え込みや集中豪雨等悪天候の影響を受けたものの、こ

うしたいくつかの施策により、プレー以外でもゴルフの楽しみ方を提案する事ができ、当社の事業モデルの根幹とな

るオンライン会員数は、平成18年５月には80万人を突破致しました。また、当社サイトへの訪問者数を示す月間ペー

ジビュー（ＰＶ）は平成18年４月以降１億ＰＶを超え続けております。 

 このように、環境の変化に対応しつつ、ゴルフ業界の変革に着手した結果、当中間会計期間の売上高は3,655百万

円と順調に推移致しました。利益面におきましては、当社の課題である、人的資源の有効活用、情報管理及びセキュ

リティ体制の徹底強化への取り組みの一つとして平成18年３月に本店を移転した事、また、当社の事業拡大に必要不

可欠である優秀な人材を積極的に登用した事等により、経常損失46百万円、中間純損失97百万円を計上致しておりま

す。 

 なお、事業部門別の実績は次の通りです。 

『ゴルフ用品Ｅコマース事業』（ＧＤＯＳＨＯＰ．ｃｏｍ） 

 当中間会計期間における当事業部門の売上高は2,824百万円となりました。これは、本格的なゴルフシーズンを迎

えるに当たり、売れ筋商品の早期仕入に注力した事や、物流システムのさらなる効率化が好循環に寄与した事等によ

ります。また、ＶＭＤ（ビジュアルマーチャンダイジング）を導入する等、顧客がより買いやすいサイト作りを手が

けた事により、ゴルフギア全般のみならずゴルフウェア、ゴルフアクセサリーの売上も順調に伸長致しました。 

 なお、前年同期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）の売上高は、2,243百万円であります。 

  

『ゴルフ場向けサービス事業』（ＧＳＴＡＲＴ） 

 当中間会計期間における当事業部門の売上高は606百万円となりました。前半は例年にない冷え込み、後半は特に

週末に雨天が続く等悪天候の影響を受けました。しかしながら、当社のオンライン会員数及びページビュー（ＰＶ）

の伸びに裏づけされるように認知度、信頼度は向上し、早期に予約枠をより多く確保することができました。加えて

ゴルフ場との提携コース数も伸びた事で、５月単月での予約送客実績としては過去最高の18万人となる等、売上は好

調に伸びております。 

 なお、前年同期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）の売上高は、460百万円であります。 



『メディア事業』 

 当中間会計期間における当事業部門の売上高は224百万円となりました。当中間会計期間中にはトリノオリンピッ

クやサッカーワールドカップ等がありましたが、「ゴルフＴＶ」の開始やゲーム事業への進出、モバイル事業の積極

的展開等が奏功し、当社の認知度がアップした結果、広告受注は順調に伸びました。また、当社の顧客がいわゆる富

裕層に集中しているという特徴を活かした、自動車関連、保険関連、不動産関連等ゴルフ業界以外への営業アプロー

チも売上増加に寄与しております。 

 なお、前年同期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）の売上高は、182百万円であります。 

  

 なお、前期に関しましては、決算期変更で６ヶ月決算のため前期との比較は行っておりません。   

  

（2）キャッシュ・フロー  

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ175百万円減少し、796百

万円となりました。 

 当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間における営業活動により、資金は259百万円の支出となりました。これは主に、売上の増加に伴

う売上債権の増加128百万円、一時的な本社移転経費の発生等による税引前中間純損失96百万円と法人税等の支払

い53百万円等を計上した事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） 

 当中間会計期間における投資活動による資金の減少は549百万円となりました。これは主に、預入期間が３ヶ月

を超える定期預金への預入れ200百万円、及び本社移転に伴う新社屋の賃借による差入敷金163百万円の計上による

ものであります。なお、当投資額は賃借期間が完了した時に当社に返金される予定です。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当中間会計期間における財務活動による資金の増加は633百万円でした。これは、ゴルフ用品Ｅコマース事業の

急激な売上増に伴い、増加運転資金に対する手当てとして銀行借入600百万円を実施した事、及び従業員の新株予

約権等の行使によるものであります。 

   なお、前期に関しましては、決算期変更で６ヶ月決算のため前期との比較は行っておりません。 

  



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 該当事項はありません。 

(2）商品仕入実績 

 商品仕入実績を事業部門別に示すと、次の通りであります。 

 （注）１．金額は仕入価格によっております。 

 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．平成17年12月期は、決算期変更に伴い６ヶ月決算となっておりますので対前年比較は行っておりません。 

(3）受注状況 

 当社は、受注から販売までの所要日数が短く、常に受注残高は僅少であり、期中の受注高と販売実績とがほぼ対

応するため、記載を省略しております。 

(4）販売実績 

 販売実績を事業部門別に示すと、次の通りであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ２．平成17年12月期は、決算期変更に伴い６ヶ月決算となっておりますので対前年比較は行っておりません。 

３【対処すべき課題】 

   当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

   当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

   該当事項はありません。 

事業部門別 
当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前年同期比（％） 

ゴルフ用品Ｅコマース事業（千円） 2,308,304 － 

合計（千円） 2,308,304 － 

事業部門別 
当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前年同期比（％） 

ゴルフ用品Ｅコマース事業（千円） 2,824,563 － 

ゴルフ場向けサービス事業（千円） 606,575 － 

メディア事業（千円） 224,667 － 

合計（千円） 3,655,806 － 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

   当中間会計期間において、取得した主な設備は次の通りであります。 

 （注）１．事業所は賃借しており、床面積は4,441.26㎡であります。 

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

３．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数を（ ）内に外数で記載しております。 

４．物流センターは、倉庫管理業務を住商グローバル・ロジスティクス株式会社に委託しております。 

５．リース契約による主な賃借設備は次の通りであります。 

事業所名 
（所在地） 

事業部門別の名
称 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 

従業員数 
（人） 

有形固定資産 無形固定資産 

建物附属設備 工具器具備品 合計 ソフトウェア 

 本社 

 （東京都港区） 
全社（共通）  総括業務施設 111,903 12,601 124,505 174,339 

140 

(26)

 物流センター 

 （千葉県浦安市） 

ゴルフ用品Ｅコ

マース事業 

  倉庫設備 

  
－ － － － 

3 

(1)

 大阪営業所 

 （大阪府大阪市淀川区） 

ゴルフ場向サー

ビス事業 
  営業施設 － － － － 

5 

(－)

 名古屋営業所 

 （愛知県名古屋市中区） 

ゴルフ場向サー

ビス事業 
  営業施設 － － － － 

3 

(－)

 福岡営業所 

 （福岡県福岡市博多区） 

ゴルフ場向サー

ビス事業 
  営業施設 － － － － 

2 

(－)

 GDOSHOP.com 

 （東京都大田区） 

ゴルフ用品Ｅコ

マース事業 
  販売設備 － － － － 

3 

(3)

名称 数量 
リース期間

（年） 
年間リース料（千円） リース契約残高（千円）

 オフィス関連什器等 

 （所有権移転外ファイナンス・リース） 
一式  ４～５ 4,064 40,375 

 システム一式 

 （所有権移転外ファイナンス・リース） 
一式  ４～５ 23,297 186,279 

 ソフトウェア 

（所有権移転外ファイナンス・リース） 
一式  ４～５ 8,986 67,536 

 自社利用開発 

 （所有権移転外ファイナンス・リース） 
一式  ５  9,752 74,588 



２【設備の新設、除却等の計画】 

 (1) 重要な設備計画の完了 

当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備計画について完了したものは、次の通りであり

ます。 

 （注）１．本社移転に伴い、特別損失49,917千円を計上致しました。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 (2) 重要な設備の新設等 

当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等はありません。 

 (3) 重要な設備の除却等 

当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等はありません。 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 
投資額 
（千円） 

完了年月 完成後の増加能力  

 本社 

（東京都港区） 
 統括業務施設 405,946  平成18年３月 － 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）１．完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

    ２．「提出日現在発行数」欄には、平成18年９月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商

法に基づく新株引受権を含む。）により発行された株式数は含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

① 旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく特別決議による新株引受権 

（平成13年９月14日定時株主総会決議） 

 （注）１．平成14年12月25日をもって１株を３株の割合で株式分割（平成14年11月28日取締役会決議）、平成15年11月

18日をもって１株を４株の割合で株式分割（平成15年10月16日取締役会議）、さらに平成16年８月16日をも

って１株を５株の割合で株式分割（平成16年５月26日取締役会決議）を行っております。これにより新株予

約権の目的となる株式の数、新株予約権の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額は調整されております。 

２．当社が株式の分割及び調整前発行価額を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により、付与株式数

を調整します。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 591,640 

計 591,640 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年９月15日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 156,110 156,310 
東京証券取引所 

（マザーズ） 
（注）１ 

計 156,110 156,310 － － 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,530  1,530 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 11,000 11,000 

新株予約権の行使期間 
平成15年９月15日から 

平成22年８月29日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格  11,000円 

資本組入額 11,000円 

発行価格  11,000円 

資本組入額 11,000円 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ 同左 

代用払込みに関する事項 － －  

調整後付与株式数 ＝ 
調整前付与株式数 × １株当たり調整前発行価額

１株当たり調整後発行価額 



３．株式の分割及び調整前発行価額を下回る価額で新株を発行（転換社債または優先株式の転換及び新株引受権

証券による権利行使の場合を含まない）するときは、次の算式により、発行価額を調整し、調整により生ず

る１円未満の端数は切り上げます。 

４．当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次の通りであります。 

(1）付与対象者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することができる。な

お、行使可能な株式数が１株の整数倍でない場合には、１株未満の端数を切り上げた数とする。 

(ア）平成15年９月15日から平成16年８月31日までは、権利を付与された株式数の２分の１について権利

を行使することができる。 

(イ）平成16年９月１日から平成22年８月29日までは、権利を付与された株式数のすべてについて権利を

行使することができる。 

(2）権利行使時において、付与対象者は、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満

了により退任した取締役については、権利行使時において当社の取締役または従業員でなくとも、権利

行使することができる。また、権利行使期間中に死亡により地位を喪失した取締役または従業員につい

ては、その相続人が権利行使することができる。 

(3）付与対象者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。 

(4）その他の条件につきましては、当社と付与対象者との間で締結した「新株引受権付与契約書」に定めて

おります。 

② 旧商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

（平成14年９月30日定時株主総会決議） 

 （注）１．平成14年12月25日をもって１株を３株の割合で株式分割（平成14年11月28日取締役会決議）、平成15年11月

18日をもって１株を４株の割合で株式分割（平成15年10月16日取締役会決議）、さらに平成16年８月16日を

もって１株を５株の割合で株式分割（平成16年５月26日取締役会決議）を行っております。これにより新株

予約権の目的となる株式の数、新株予約権の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額は調整されております。 

２．当社が株式の分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。

ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の

数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割（または併合）の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 
調整前発行価額 

既発行株式数 ＋ 分割・新規発行による増加株式数 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） 15 14 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 900 840 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 11,000 11,000 

新株予約権の行使期間 
平成16年11月１日から 

平成24年８月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格  11,000円 

資本組入額  5,500円 

発行価格  11,000円 

資本組入額  5,500円 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ 同左 

代用払込みに関する事項 －  －  



３．新株予約権行使時に払込みをすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当たりの

払込金額（以下、「払込価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とします。発行日以降、以下の事由が

生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整します。 

① 当社が株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し調整の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げます。 

② 当社が調整前発行価額を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を

除く。）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上

げます。 

③ 当社が合併又は株式分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。 

４．当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次の通りであります。 

(1）権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使する事ができ

る。 

(ア）平成16年11月１日から平成17年８月31日までは、権利を付与された株式数の２分の１について権利

を行使することができる。 

(イ）平成17年９月１日から平成24年８月31日までは、権利を付与された株式数のすべてについて権利を

行使することができる。 

(2）権利行使時において権利を付与された者は、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、

任期満了により退任した取締役については、権利行使時において当社の取締役または従業員でなくと

も、権利行使することができる。また、権利行使期間中に死亡により地位を喪失した取締役または従業

員については、その相続人が権利行使することができる。 

(3）権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。 

(4）その他の条件につきましては、当社と付与対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めて

おります。 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

       
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後発行価額＝ 調整前発行価額×
調整前発行価額 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 



（平成15年７月22日臨時株主総会決議） 

 （注）１．平成15年11月18日をもって１株を４株の割合で株式分割（平成15年10月16日取締役会決議）、さらに平成16

年８月16日をもって１株を５株の割合で株式分割（平成16年５月26日取締役会決議）を行っております。こ

れにより新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。 

２．当社が株式の分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。

ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の

数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

３．新株予約権行使時に払込みをすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当たりの

払込金額（以下、「払込価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とします。なお、発行日以降、以下の

事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整します。 

① 当社が株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し調整の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げます。 

② 当社が調整前発行価額を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を

除く。）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上

げます。 

③ 当社が合併又は株式分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。 

４．当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次の通りであります。 

(1）権利行使時において権利を付与された者は、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、

任期満了により退任した取締役については、権利行使時において当社の取締役または従業員でなくと

も、権利行使することができる。また、権利行使期間中に死亡により地位を喪失した取締役または従業

員については、その相続人が権利行使することができる。 

(2）権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。 

(3）その他の条件につきましては、当社と付与対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めて

おります。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） 208 201 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 4,160 4,020 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 17,500 17,500 

新株予約権の行使期間 
平成17年８月１日から 

平成25年６月30日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格  17,500円 

資本組入額  8,750円 

発行価格  17,500円 

資本組入額  8,750円 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ 同左 

代用払込みに関する事項 －  －  

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

       
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後発行価額＝ 調整前発行価額×
調整前発行価額 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 



（平成16年9月28日定時株主総会決議） 

 （注）１．当社が株式の分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。

ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の

数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

２．新株予約権行使時に払込みをすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当たりの

払込金額（以下、「払込価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とします。なお、発行日以降、以下の

事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整します。 

① 当社が株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し調整の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げます。 

② 当社が調整前発行価額を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を

除く。）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上

げます。 

③ 当社が合併又は株式分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。 

３．当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次の通りであります。 

(1）権利行使時において権利を付与された者は、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、

任期満了により退任、死亡による退任又は退職の場合、その他の正当な理由があり、当社取締役会の承

認を得た場合にはこの限りではない。また、権利行使期間中に死亡により地位を喪失した取締役または

従業員については、その相続人が権利行使することができる。 

(2）権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。 

(3）その他の条件につきましては、当社と付与対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めて

おります。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） 3,100 3,100 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,100 3,100 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 201,533 201,533 

新株予約権の行使期間 
平成18年10月１日から 

平成26年６月30日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格  201,533円 

資本組入額 100,767円 

発行価格  201,533円 

資本組入額 100,767円 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 同左 

代用払込みに関する事項  － －  

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

       
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後発行価額＝ 調整前発行価額×
調整前発行価額 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 



 （平成17年9月27日定時株主総会決議） 

 （注）１．当社が株式の分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。

ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の

数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

２．新株予約権行使時に払込みをすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当たりの

払込金額（以下、「払込価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とします。なお、発行日以降、以下の

事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整します。 

① 当社が株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し調整の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げます。 

② 当社が調整前発行価額を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を

除く。）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上

げます。 

③ 当社が合併又は株式分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。 

３．当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次の通りであります。 

(1）権利行使時において権利を付与された者は、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、

任期満了により退任、死亡による退任又は退職の場合、その他の正当な理由があり、当社取締役会の承

認を得た場合にはこの限りではない。また、権利行使期間中に死亡により地位を喪失した取締役または

従業員については、その相続人が権利行使することができる。 

(2）権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。 

(3）その他の条件につきましては、当社と付与対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めて

おります。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） 990 990 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 990 990 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 105,973 105,973 

新株予約権の行使期間 
平成19年10月１日から 

平成27年６月30日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格  105,973円 

資本組入額  52,987円 

発行価格  105,973円 

資本組入額  52,987円 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 同左 

代用払込みに関する事項  － －  

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

       
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後発行価額＝ 調整前発行価額×
調整前発行価額 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（注） １．新株予約権の行使による増加であります。 

２．平成18年７月１日から平成18年８月31日までに新株予約権の行使により、発行済株式総数残高は200株増加

し、156,310株となっており、それに伴い資本金及び資本準備金が各々1,555千円増加しております。ぁ 

(4）【大株主の状況】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成18年１月１日～

平成18年６月30日  
 2,020 156,110 16,895  720,476  16,895 698,425  

  平成18年６月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

石坂 信也 
東京都港区虎ノ門3-4-8 

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン内 
33,780 21.63 

株式会社ゴルフダイジェスト

社 
東京都港区新橋6-18-5 28,740 18.41 

木村 玄一 東京都目黒区 13,900 8.9 

木村 正浩 東京都港区 13,900 8.9 

金田 武朗 東京都目黒区 5,880 3.76 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海1-8-11 3,000 1.92 

大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1 2,760 1.76 

ジャフコ・エル弐号投資事業

有限責任組合 

東京都千代田区丸の内1-8-2 

（株式会社ジャフコ内） 
2,309 1.47 

 ジャフコ・ジー８（ビー）

号投資事業組合 

 東京都千代田区丸の内1-8-2 

 （株式会社ジャフコ内） 
2,309 1.47 

ジャフコ・ジーシー１号投資

事業組合 

東京都千代田区丸の内1-8-2 

（株式会社ジャフコ内） 
2,308 1.47 

計 － 108,886 69.75 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が６株含まれております。また、「議決権

の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数６個が含まれております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成18年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 156,110 156,110 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

端株 － － － 

発行済株式総数 156,110 － － 

総株主の議決権 － 156,110 － 

  平成18年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高（円） 135,000 120,000 104,000 112,000 103,000 81,200 

最低（円） 91,000 79,100 88,600 88,600 76,600 63,000 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

(2）当社は、平成17年９月27日定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算期を６月30日から12月31日に

変更いたしました。これに伴い、第７期事業年度は、平成17年７月１日から平成17年12月31日までの６ヶ月間とな

ったため、中間財務諸表を作成しておりません。従って、前中間会計期間の記載を省略しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日ま

で）の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社はありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  996,879 972,641 

２．売掛金  723,095 594,860 

３．たな卸資産  560,922 549,804 

４．繰延税金資産  58,963 55,633 

５．その他  38,121 20,184 

貸倒引当金  △1,197 △1,040 

流動資産合計  2,376,785 75.2 2,192,083 81.9

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１  124,505 11,077 

２．無形固定資産  174,520 178,987 

３．投資その他の資産    

(1)長期性預金  200,000 200,000 

(2)敷金  166,139 － 

(3)その他  122,131 97,998 

貸倒引当金  △3,158 △3,324 

投資その他の資産合計  485,112 294,674 

固定資産合計  784,137 24.8 484,739 18.1

資産合計  3,160,923 100.0 2,676,822 100.0 

     
 



    
当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  589,052 542,421 

２．短期借入金  600,000 － 

３．未払金  118,014 155,337 

４．ポイント引当金  132,921 114,539 

５．その他 ※２  114,556 194,166 

流動負債合計  1,554,544 49.2 1,006,466 37.6

負債合計  1,554,544 49.2 1,006,466 37.6

     

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   － － 703,581 26.3

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  － 681,530   

資本剰余金合計  － － 681,530 25.5

Ⅲ 利益剰余金    

１．当期未処分利益  － 285,245   

利益剰余金合計  － － 285,245 10.6

資本合計  － － 1,670,356 62.4

負債・資本合計  － － 2,676,822 100.0 

     



  (注)平成17年12月期は、決算期変更に伴い６ヶ月決算となりましたので、対前期比較は行っておりません。 

  
当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本          

１ 資本金    720,476 22.8  － －

２ 資本剰余金         

(1）資本準備金   698,425   －   

資本剰余金合計    698,425 22.1  － －

３ 利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金   187,477   －   

利益剰余金合計    187,477 5.9  － －

株主資本合計    1,606,378 50.8  － －

純資産合計    1,606,378 50.8  － －

負債純資産合計    3,160,923 100.0  － －

        



②【中間損益計算書】 

  (注)平成17年12月期は、決算期変更に伴い６ヶ月決算となりましたので、対前期比較は行っておりません。 

   
当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高               

１．ゴルフ用品Ｅコマース
事業 

  2,824,563     2,708,092     

２．ゴルフ場向けサービス
事業 

  606,575     671,064     

３．メディア事業   224,667 3,655,806 100.0 226,180 3,605,338 100.0 

Ⅱ 売上原価               

(1）ゴルフ用品Ｅコマース
事業原価 

              

１．商品期首棚卸高   549,804     450,841     

２．当期商品仕入高   2,308,304     2,270,128     

小計   2,858,109     2,720,969     

３．商品期末棚卸高   560,922     549,804     

合計   2,297,186     2,171,165     

４．カード手数料   41,387     41,613     

ゴルフ用品Ｅコマー
ス事業原価 

  2,338,574     2,212,778     

(2）ゴルフ場向けサービス
事業原価 

  17,518     14,183     

(3）メディア事業原価   19,206 2,375,299 65.0 18,118 2,245,080 62.3 

売上総利益     1,280,506 35.0   1,360,257 37.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１    1,330,930 36.4   1,242,410 34.5 

営業利益 
又は営業損失（△） 

    △50,423 △1.4   117,846 3.2 

Ⅳ 営業外収益 ※２    5,583 0.2   4,590 0.2 

Ⅴ 営業外費用 ※３    1,654 0.1   1,186 0.0 

経常利益 
又は経常損失（△） 

    △46,494 △1.3   121,250 3.4 

Ⅵ 特別損失               

１．固定資産除却損   534     －     

２．リース解約損   16,757     －     

３．事務所移転損失   32,665 49,956 1.4 － － － 

税引前当期純利益また
は中間純損失（△） 

    △96,450 △2.7   121,250 3.4 

法人税、住民税及び事
業税 

  3,197     53,482     

法人税等調整額   △1,880 1,316 0.0 △3,200 50,282 1.4 

当期純利益または中間
純損失（△） 

    △97,767 △2.7   70,968 2.0 

前期繰越利益     －     214,276   

当期未処分利益     －     285,245   

     



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

 

株主資本 

純資産合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 
株主資本合計 

資本準備金 繰越利益剰余金

平成17年12月31日 残高 

（千円） 
703,581 681,530 285,245 1,670,356 1,670,356 

中間会計期間中の変動額      

新株の発行（千円） 16,895 16,895 － 33,790 33,790 

中間純利益（千円） － － △97,767 △97,767 △97,767 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
16,895 16,895 △97,767 △63,977 △63,977 

平成18年６月30日 残高 

（千円） 
720,476 698,425 187,477 1,606,378 1,606,378 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日）

前事業年度要約 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

当期純利益または中間純損失（△） △96,450 121,250 

減価償却費 29,523 19,923 

長期前払費用償却 386 558 

ポイント引当金の増加額 18,381 10,621 

貸倒引当金の増加額（△減少額） △7 264 

受取利息及び受取配当金 △4,821 △4,133 

支払利息 1,075 － 

新株発行費 572 538 

有形固定資産除却損 534 － 

売上債権の増加額 △128,070 △9,816 

たな卸資産の増加額 △11,117 △98,963 

未収入金の増加額 △381 △839 

前払費用の増加額 △17,464 △293 

仕入債務の増加額（△減少額） 46,630 △66,045 

未払金の増加額（△減少額） △19,840 37,426 

未払費用の増加額（△減少額） △9,595 26,650 

未払消費税等の増加額（△減少額） △13,630 18,902 

前受金の減少額 △1,296 △15,469 

預り金の増加額（△減少額） △4,585 10,894 

その他資産の減少額  639 756 

その他負債の減少額 △507 △2,282 

小計 △210,026 49,940 

利息及び配当金の受取額 4,814 3,707 

利息の支払額 △971 － 

法人税等の支払額 △53,591 △29,824 

営業活動によるキャッシュ・フロー △259,774 23,823 

 



  (注)平成17年12月期は、決算期変更に伴い６ヶ月決算となりましたので、対前期比較は行っておりません。 

    

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日）

前事業年度要約 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 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 △121,411 △2,693 

無形固定資産の取得による支出 △35,088 △71,274 

投資有価証券の取得による支出  △48,500 － 

定期預金の預入による支出  △200,000 － 

敷金の戻入による収入 18,861 － 

敷金の差入による支出 △163,065 △1,321 

投資活動によるキャッシュ・フロー △549,204 △75,289 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入による収入 600,000 － 

株式の発行による収入 33,217 71,962 

財務活動によるキャッシュ・フロー 633,217 71,962 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△は減少額） △175,761 20,496 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 972,641 952,144 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 796,879 972,641 

    



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 (1）有価証券 

同 左 

  

 (2）たな卸資産 

商品 

 先入先出法による原価法を採用して

おります。 

 (2）たな卸資産 

同 左 

  

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

 なお、主な耐用年数は以下の通りと

なっております。 

建物付属設備  10～21年 

工具器具備品  ３～10年 

(1）有形固定資産 

定率法 

 なお、主な耐用年数は以下の通りと

なっております。 

工具器具備品  ５～10年 

 (2）無形固定資産 

定額法 

 ただし、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく定額法 

(2）無形固定資産 

同 左 

 (3）長期前払費用 

均等償却 

(3）長期前払費用 

同 左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

(1）貸倒引当金 

同 左 

 (2）ポイント引当金 

 将来の「ＧＤＯポイント」の使用

による販売促進費の発生に備えるた

め、使用実績率に基づき将来利用さ

れると見込まれるポイントに対し見

積り額を計上しております。 

(2）ポイント引当金 

同 左 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同 左 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同 左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同 左 



中間財務諸表(財務諸表)作成のための基本となる重要な事項の変更 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

  

 ────── 

  

 ( 固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日）)及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。これによる損益に与える影響

はありません。 

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）及び、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準第８

号）を適用しております。なお、当中間会計期間末にお

ける従来の表示による資本の部の合計に相当する額は

1,606,378千円であります。 

  

 ────── 

  



表示方法の変更 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

 前期まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「敷金」は、資産総額の100分の５を超えた

ため区分掲記しました。なお、前期「敷金」は21,935千

円であります。 

  

  

────── 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

 当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 １.発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加2,020株は、新株予約権の権利行使による増加であります。 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

  17,389千円   12,664千円

※２．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、

金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

※２． 

────── 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 

有形固定資産 7,449千円

無形固定資産 22,073千円

有形固定資産 2,708千円

無形固定資産 17,214千円

※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 4,821千円 受取利息 4,133千円

※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 1,075千円

新株発行費 572千円

新株発行費 538千円

  前事業年度末株式数（株） 
当中間会計期間増加株式数

（株） 

当中間会計期間減少株式数

（株） 

当中間会計期間末株式数

（株） 

 発行済株式数      

 普通株式 154,090 2,020 － 156,110 



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成18年６月30日現在）

現金及び預金勘定 996,879千円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△200,000千円

現金及び現金同等物 796,879千円

（平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 972,641千円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
－

現金及び現金同等物 972,641千円



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 当中間会計期間末（平成18年６月30日現在） 

 １.時価評価されていない主な有価証券の内容 

 前事業年度末（平成17年12月31日現在） 

 １.時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

有形固定資産 
(工具器具備品) 

261,802 56,037 205,765

無形固定資産 
(ソフトウェア) 

202,401 44,466 157,935

合計 464,204 100,503 363,701

取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

有形固定資産 
(工具器具備品) 

186,556 42,195 144,361

無形固定資産 
(ソフトウェア) 

177,020 28,555 148,465

合計 363,577 70,750 292,826

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

   未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 89,597千円

１年超 279,182千円

合計 368,780千円

１年内 69,202千円

１年超 227,054千円

合計 296,257千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 46,101千円

減価償却費相当額 42,490千円

支払利息相当額 5,583千円

支払リース料 36,202千円

減価償却費相当額 33,219千円

支払利息相当額 4,733千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

(2）その他有価証券  

非上場株式 108,500 

 貸借対照表計上額（千円） 

(2）その他有価証券  

非上場株式 60,000 



（デリバティブ取引関係） 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 当社は、関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日） 

 当社は、関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

   ２．１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎  

は、以下の通りであります。 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額 10,290円04銭

１株当たり中間純利益金額 △628円43銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につい

ては、中間純損失のため、記載しておりません。 

 (追加情報) 

 当中間会計期間から、改正後の「１株当たり当期純

利益に関する会計基準」（最終改正平成18年１月31日

企業会計基準委員会 企業会計基準第２号）及び「１

株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

（最終改正平成18年１月31日 企業会計基準委員会 

企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

 これによる影響はありません。 

１株当たり純資産額 10,840円13銭

１株当たり当期純利益金額 468円19銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

金額 
440円67銭

  
当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

中間貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 1,606,378   

普通株式に係る純資産額（千円） 1,606,378 － 

普通株式の発行済株式数（株） 156,110 － 

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式

の数（株） 
156,110 － 

  
当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益額金額     

中間（当期）純利益(△は純損失)（千円） △97,767 70,968 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

(△は純損失)（千円） 
△97,767 70,968 

期中平均株式数（株） 155,575 151,580 

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金

額 
    

中間（当期）純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） － 9,467 

（うち新株予約権） (－) (9,467) 

希簿化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権２種類(新株予約権

の目的となる株式の数4,090

株)。 

新株予約権２種類(新株予約権の

目的となる株式の数4,815株)。 



（重要な後発事象） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

重要な設備投資 

 平成18年７月27日開催の取締役会において、次世代シ

ステムの開発及び導入について、次の設備投資計画を決

議致しました。 

  

① 当該システム開発及び導入の目的 

 業容の拡大に伴い、経営環境及び技術環境の変化に柔

軟に対応できるシステムのプラットフォームを再構築

し、ビジネスの効率化を図るために、次世代システムの

開発及び導入を決定致しました。 

② 設備投資の内容 

 ゴルフ用品Ｅコマース事業：ショップ系システム 

 ゴルフ場向けサービス事業：ゴルフ場予約システム 

 メディア事業：パッケージ系システム 

 各事業共通：会員管理、ポイント管理等 

③ 設備の導入時期 

 初期フェーズ：計画立案及び要件定義期間 

  着工予定：平成18年７月下旬 

  完成予定：平成18年11月中旬 

（注）製造フェーズ及び運用保守フェーズの着工予定及

び完成予定につきましては、初期フェーズの内容次第で

あり流動的であるため、記載しておりません。 

 ④ 投資額 

 初期フェーズにおきましては、約265百万円を見込ん

でおります。  

本店社屋の移転 

 平成18年２月23日開催の取締役会決議に基づき、次の

通り当社本店社屋を移転いたしました。 

 ①新本店所在地  東京都港区虎ノ門三丁目４番８号 

 ②建物概要    賃貸借物件 

                   面積 1,931.83㎡（地上４階建） 

 ③賃貸借期間   平成18年２月28日から 

          平成23年２月28日まで 

 ④投資予定額        

  建物付属設備等                 119百万円  

  ネットワーク・ソフトウェア等     38百万円 

  什器・備品その他           88百万円 

   保証金               160百万円 

  （注）什器・備品その他については、大部分をリース 

          契約締結予定。 

 ⑤移転日     平成18年３月６日 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（１）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第７期）（自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日）平成18年３月28日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



 独立監査人の中間監査報告書  

   平成１８年９月１４日

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン    

 取締役会 御中   

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 猪瀬 忠彦  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 吉村 孝郎  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ゴルフダイジェスト・オンラインの平成１８年１月１日から平成１８年１２月３１日までの第８期事業年度の中間会

計期間（平成１８年１月１日から平成１８年６月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインの平成１８年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

会計期間（平成１８年１月１日から平成１８年６月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 
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