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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 210 11.6 16 ― 27 163.3 18 105.5
22年3月期第2四半期 188 △17.2 0 ― 10 ― 8 ―

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

23年3月期第2四半期 1,248.22 1,233.62
22年3月期第2四半期 608.67 606.72

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

23年3月期第2四半期 1,545 1,482 95.9 100,860.42
22年3月期 1,526 1,468 96.2 100,125.61

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,482百万円 22年3月期  1,468百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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

22年3月期 ― 0.00 ― 400.00 400.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― ― ―

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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 470 19.3 50 350.3 60 81.1 35 34.5 2,386.31



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  14,697株 22年3月期  14,667株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―株 22年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  14,695株 22年3月期2Q  14,667株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品
取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※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、実際の実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。 
２．平成23年３月期の期末日における配当予想額は現時点で未定であり、今後の業績等を総合的に勘案し見通しが立った時点で開示いたします。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期(６か月)の国内経済は、海外経済や企業収益の改善が続くなかで、景気が自律的な回復へ向かうこ

とが期待される一方で、円高の進行により国内景気の先行きに対する不透明感が依然として払拭されない状況とな

っております。このような中、当社は第１四半期会計期間に引き続き総合コンサルティングの提供強化、継続サポ

ート業務の拡充、Web構築・運用の積極展開、グローバル展開サポートを当事業年度における重点施策として、収

益獲得に注力いたしました。 

 以上の結果、当第２四半期(６か月)の売上高は、210百万円（前年同四半期比11.6％増）となりました。損益の

状況につきましては、売上高の増加と経費の圧縮により、営業利益16百万円（前年同四半期は営業利益０百万

円）、経常利益27百万円（前年同四半期比163.3％増）、四半期純利益18百万円（前年同四半期比105.5％増）とな

りました。 

  

サービス別売上高内訳 

※ＧＰＮ(Gomez Performance Networks）は取扱い商品の増加により「サイトパフォーマンス監視・測定」に当第２四半

期累計期間よりサービス名を変更しています。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は、1,545百万円となり、前事業年度末比18百万円の増加となりました。その要因は、

現金及び預金の増加42百万円、売掛金の減少23百万円と繰延税金資産の増加２百万円によるものです。 

また、当第２四半期末の純資産は1,482百万円となり、前事業年度末比13百万円の増加となりました。その要因 

は、当第２四半期の利益による増加と配当金支払いによる減少によるものです。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期末における現金及び現金同等物の残高は448百万円となり、前事業年度末比42百万円の増加となりま 

した。その要因は、売掛金回収及び当第２四半期の利益計上による増加と配当金支払いによる減少によるもので

す。 

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成22年４月22日に公表いたしました通期業績予想の修正は行っておりません。 

   

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

  

前第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

増減率 
（％） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

サイト構築コンサルティング（ウェブサイ

トの制作業務） 
 71,048  37.6  74,494  35.3  4.9

アドバイザリ（ウェブサイト改善のための

分析・アドバイス業務） 
 37,734  20.0  47,650  22.6  26.3

サポート（ウェブサイトの修正・更新業

務） 
 17,317  9.2  29,002  13.8  67.5

サイトパフォーマンス監視・測定※  35,848  19.0  22,402  10.6  △37.5

ＳＥＯ（Search Engine Optimization、検

索エンジン対策業務）  
 26,750  14.1  37,316  17.7  39.5

その他  192  0.1  －  －  △100.0

合計  188,891  100.0  210,865  100.0  11.6

ゴメス・コンサルティング㈱（3813)　平成23年３月期第２四半期決算短信［日本基準］（非連結）

－　2　－



（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理  

 該当事項はありません。 

  

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及 

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して 

おります。 

 なお、これによる損益の影響はありません 

   

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 448,230 405,957 

売掛金 65,746 88,948 

有価証券 1,000,000 1,000,000 

前払費用 3,646 6,716 

繰延税金資産 2,669 － 

その他 1,984 1,921 

流動資産合計 1,522,277 1,503,545 

固定資産   

有形固定資産 544 710 

無形固定資産 478 510 

投資その他の資産 22,291 22,209 

固定資産合計 23,314 23,429 

資産合計 1,545,592 1,526,974 

負債の部   

流動負債   

買掛金 22,400 27,758 

未払金 22,222 22,625 

未払法人税等 11,524 2,793 

未払消費税等 3,228 3,275 

前受収益 3,277 1,374 

預り金 592 605 

流動負債合計 63,246 58,432 

負債合計 63,246 58,432 

純資産の部   

株主資本   

資本金 614,331 613,667 

資本剰余金   

資本準備金 459,565 458,902 

資本剰余金合計 459,565 458,902 

利益剰余金   

利益準備金 240 240 

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 408,208 395,732 

利益剰余金合計 408,448 395,972 

株主資本合計 1,482,345 1,468,542 

純資産合計 1,482,345 1,468,542 

負債純資産合計 1,545,592 1,526,974 
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 188,891 210,865 

売上原価 129,973 146,809 

売上総利益 58,918 64,056 

販売費及び一般管理費 58,840 47,868 

営業利益 78 16,187 

営業外収益   

受取利息 67 80 

有価証券利息 11,531 11,531 

営業外収益合計 11,599 11,611 

営業外費用   

株式交付費償却 1,117 － 

営業外費用合計 1,117 － 

経常利益 10,560 27,799 

特別損失   

固定資産除却損 1,157 － 

特別損失合計 1,157 － 

税引前四半期純利益 9,402 27,799 

法人税、住民税及び事業税 475 12,208 

法人税等調整額 － △2,751 

法人税等合計 475 9,456 

四半期純利益 8,927 18,342 
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 118,740 105,687 

売上原価 73,693 73,034 

売上総利益 45,047 32,652 

販売費及び一般管理費 26,640 22,517 

営業利益 18,406 10,135 

営業外収益   

受取利息 53 72 

有価証券利息 5,797 5,797 

営業外収益合計 5,850 5,870 

営業外費用   

株式交付費償却 293 － 

営業外費用合計 293 － 

経常利益 23,963 16,006 

特別損失   

固定資産除却損 1,157 － 

特別損失合計 1,157 － 

税引前四半期純利益 22,806 16,006 

法人税、住民税及び事業税 237 7,526 

法人税等調整額 － △808 

法人税等合計 237 6,717 

四半期純利益 22,568 9,288 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 9,402 27,799 

減価償却費 560 282 

株式交付費償却 1,117 － 

受取利息及び受取配当金 △11,599 △11,611 

固定資産除却損 1,157 － 

売上債権の増減額（△は増加） △23,150 23,202 

仕入債務の増減額（△は減少） 3,300 △5,357 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,140 3,070 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 3,717 780 

小計 △20,633 38,165 

利息及び配当金の受取額 11,536 11,548 

法人税等の支払額 △455 △2,817 

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,553 46,897 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

無形固定資産の取得による支出 △312 △84 

差入保証金の回収による収入 6,911 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,599 △84 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 － 1,327 

配当金の支払額 － △5,866 

財務活動によるキャッシュ・フロー － △4,539 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,953 42,273 

現金及び現金同等物の期首残高 350,012 405,957 

現金及び現金同等物の四半期末残高 347,058 448,230 
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  該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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