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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 288 2.1 1 △59.5 18 △2.3 12 △25.8
22年3月期第3四半期 282 △6.4 2 ― 19 ― 17 ―

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3四半期 869.55 859.37
22年3月期第3四半期 1,173.65 1,171.09

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3四半期 1,525 1,476 96.8 100,481.80
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3四半期  1,476百万円 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  有   

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 380 △3.5 10 △9.9 30 △9.4 20 △23.1 1,360.82



(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3Q  14,697株 22年3月期  14,667株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―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3Q  14,695株 22年3月期3Q  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．平成22年４月22日に公表いたしました業績予想を修正しております。 
２．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等については、四半期決算短信（添付資料）２ページ
「（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期（９か月）における国内経済は、アジアを中心とした新興国への輸出拡大や政府の緊急経済対策の

効果等により持ち直してきたものの、円高による市場不安や不安定な政治情勢による雇用および所得環境の回復が

依然として弱く、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・積み上げ、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３四半期（９か月）の売上高は、288百万円（前年同期比2.1％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１百万円（前年同期比59.5％減）、経常利益18百万

円（前年同期比2.3％減）、四半期純利益12百万円（前年同期比25.8％減）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３四半期末の総資産は、1,525百万円となり、前事業年度末比1百万円の減少となりました。その要因は、売

掛金が37百万円減少した一方で現金及び預金が30百万円、未収利息等のその他流動資産が7百万円増加したことに

よるものです。 

 また、当第３四半期末の純資産は1,476百万円となり、前事業年度末比８百万円の増加となりました。その要因

は、当第３四半期の利益によるものです。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は436百万円となり、前事業年度末比30百万円の増加となりま 

した。その要因は、売掛金の回収によるものです。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行なった結果、平成22年４月22日付に

て公表いたしました平成23年３月期の業績予想を修正いたしました。詳しくは、本日（平成23年１月25日）公表の

「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

  

前第３四半期（９か月） 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期（９か月） 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31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） 
 102,478  36.3  97,091  33.7  △5.3

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） 
 59,679  21.1  64,292  22.3  7.7

サポート（ウェブサイトの修正・更新業

務） 
 27,744  9.8  46,096  16.0  66.1

サイトパフォーマンス監視・測定※  53,359  18.9  30,974  10.7  △42.0

ＳＥＯ（Search Engine Optimization、

検索エンジン対策業務） 
 38,950  13.8  49,958  17.3  28.2

その他  237  0.1  －  0.0  －

合計  282,449  100.0  288,414  100.0  2.1
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（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３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 436,666 405,957 

売掛金 51,840 88,948 

有価証券 1,000,000 1,000,000 

前払費用 2,212 6,716 

繰延税金資産 1,904 － 

その他 9,629 1,921 

流動資産合計 1,502,253 1,503,545 

固定資産   

有形固定資産 462 710 

無形固定資産 419 510 

投資その他の資産 22,270 22,209 

固定資産合計 23,151 23,429 

資産合計 1,525,405 1,526,974 

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,140 27,758 

未払金 27,031 22,625 

未払法人税等 6,064 2,793 

未払消費税等 2,291 3,275 

前受収益 2,096 1,374 

預り金 － 605 

流動負債合計 48,624 58,432 

負債合計 48,624 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 402,643 395,732 

利益剰余金合計 402,883 395,972 

株主資本合計 1,476,780 1,468,542 

純資産合計 1,476,780 1,468,542 

負債純資産合計 1,525,405 1,526,974 
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 282,449 288,414 

売上原価 195,321 215,652 

売上総利益 87,128 72,761 

販売費及び一般管理費 84,200 71,575 

営業利益 2,927 1,186 

営業外収益   

受取利息 75 84 

有価証券利息 17,328 17,328 

その他 － 163 

営業外収益合計 17,404 17,576 

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 19,214 18,763 

特別損失   

固定資産除却損 1,288 － 

特別損失合計 1,288 － 

税引前四半期純利益 17,926 18,763 

法人税、住民税及び事業税 712 7,950 

法人税等調整額 － △1,965 

法人税等合計 712 5,985 

四半期純利益 17,213 12,777 
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 17,926 18,763 

減価償却費 807 423 

株式交付費償却 1,117 － 

受取利息及び受取配当金 △17,404 △17,413 

固定資産除却損 1,288 － 

売上債権の増減額（△は増加） 13,156 37,108 

仕入債務の増減額（△は減少） △9,023 △16,617 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,960 2,657 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 4,418 2,007 

小計 7,325 26,928 

利息及び配当金の受取額 11,543 11,553 

法人税等の支払額 △1,143 △3,148 

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,725 35,332 

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 △379 △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 6,531 △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） 24,257 30,708 

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 374,270 436,666 

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

－　6　－



 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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