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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】

(1）連結経営指標等

回次 第１期中     

会計期間

自平成20年
３月３日
至平成20年
８月31日

    

売上高 (百万円) 6,714     

経常利益 (百万円) 2,673     

中間純利益 (百万円) 1,380     

純資産額 (百万円) 28,536     

総資産額 (百万円) 30,483     

１株当たり純資産額 (円) 34,209.80     

１株当たり中間純利益金
額

(円) 4,104.87     

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益金額

(円) 3,927.61     

自己資本比率 (％) 37.7     

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △7,113     

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △121     

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,055     

現金及び現金同等物の中
間期末残高

(百万円) 9,802     

従業員数 (人) 213     

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第１期については、平成20年３月３日から平成20年12月31日までの10ヶ月決算となっております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第１期中     

会計期間

自平成20年
３月３日
至平成20年
８月31日

    

売上高 (百万円) 167     

経常利益 (百万円) 7     

中間純損失 (百万円) △1     

資本金 (百万円) 500     

発行済株式総数 (株) 336,219     

純資産額 (百万円) 9,938     

総資産額 (百万円) 10,056     

１株当たり純資産額 (円) 29,558.37     

１株当たり中間純損失金
額

(円) △3.49     

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益金額

(円) －     

１株当たり配当額 (円) －     

自己資本比率 (％) 98.8     

従業員数 (人) 2     

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第１期については、平成20年３月３日から平成20年12月31日までの10ヶ月決算となっております。

３．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株当たり中間純損失であるた

め記載しておりません。
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２【事業の内容】

当社は平成20年３月３日付でＧＣＡホールディングス株式会社及びサヴィアン株式会社（平成20年４月22日付で当社と吸

収合併）の共同株式移転の方法により両社の完全親会社となる共同持株会社として設立されました。当社グループは、当社と

子会社11社及び株式会社メザニンが運営するファンド（投資事業組合）により構成されており、Ｍ＆Ａ取引に関するアドバ

イザリー事業を主たる業務とし、Ｍ＆Ａ周辺業務にも事業展開を図っております。

　当社子会社であるＧＣＡホールディングス株式会社、GCA Savvian,Inc.、GCA Savvian,LLC.は中間持株会社として国内外に

ある連結子会社の管理・戦略策定を主たる業務としております。ＧＣＡサヴィアン株式会社、GCA Savvian Advisors, LLC.、

株式会社デューデリジェンス、GCA America Corporationは、Ｍ＆Ａ取引に関するアドバイザリー事業を主たる業務としてお

ります。株式会社メザニンは、メザニン投資に特化したファンドを組成・運営することを、GCA Savvian Capital,LLC.は投資

事業を行っており、アセットマネジメント事業を主たる業務にしております。

 

３【関係会社の状況】

　　　当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

    （平成20年８月31日現在）

名称 住所

資本金

または

出資金

主要な事業

の内容

議決権の所有割合

関係内容所有割合

（％）

被所有

割合（％）

（連結子会社）

ＧＣＡホールディングス㈱
東京都

千代田区
3,312百万円全社 100 －

経営指導料等

役員の兼任あり

GCA Savvian,Inc.
米国デラ

ウェア州
US$4百万全社 100 －

経営指導料等

役員の兼任あり

GCA Savvian,LLC.
米国デラ

ウェア州
US$9百万全社

100

(100)
－ 役員の兼任あり

ＧＣＡサヴィアン㈱
東京都

千代田区
20百万円

アドバイザ

リー事業

100

(100)
－ 経営指導料等

GCA Savvian Advisors,LLC.
米国デラ

ウェア州
US$5百万

アドバイザ

リー事業

100

(100)
－ 役員の兼任あり

㈱デューデリジェンス
東京都

千代田区
50百万円

アドバイザ

リー事業

100

(100)
－ 経営指導料等

GCA America Corporation
米国デラ

ウェア州
US$2,000

アドバイザ

リー事業

100

(100)
－ 経営指導料等

㈱メザニン
東京都

千代田区
15百万円

アセットマネ

ジメント事業

100

(100)
－

経営指導料等

役員の兼任あり

GCA Savvian Capital,LLC.
米国デラ

ウェア州
US$697,000

アセットマネ

ジメント事業

100

(100)
－ －

（連結の範囲に含めている投資事業有限責任組合）

MCo1号投資事業有限責任組

合（注）４

東京都

千代田区
17,976百万円

アセットマネ

ジメント事業

1

(1)
－

㈱メザニンの運

営ファンド

MCo2号投資事業有限責任組

合（注）４

東京都

千代田区
42百万円

アセットマネ

ジメント事業

1

(1)
－

㈱メザニンの運

営ファンド

（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

　　　２．上記連結子会社のうち、ＧＣＡホールディングス㈱は有価証券報告書提出会社であります。

　　　３．議決権の所有割合欄の（内書）には間接所有の割合を記載しております。

　　　４．持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。

５．上記連結子会社のうち、ＧＣＡホールディングス㈱、GCA Savvian,Inc.、GCA Savvian,LLC.、GCA Savvian Advisors,

LLC.、㈱デューデリジェンス、GCA Savvian Capital,LLC.は特定子会社に該当しております。
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４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成20年８月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

アドバイザリー事業 180

アセットマネジメント事業 13

全社（共通） 20

計 213

　（注）１．従業員数は就業人員であります。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているもので

あります。

３．当中間連結会計期間において、従業員数が増加しましたのは、主としてＧＣＡホールディングス株式会社及びサ

ヴィアン株式会社（平成20年４月22日付で当社と吸収合併）との経営統合によるものであります。

 

(2）提出会社の状況

 平成20年８月31日現在

従業員数（人） 2

　（注）１．従業員数は就業人員であります。（出向者を除く）

２．従業員数が当中間会計期間において、２名増加しましたのは、サヴィアン株式会社を吸収合併したことによるもの

であります。

 

(3）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。
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第２【事業の状況】
 

１【業績等の概要】

(1）業績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発する金融市場の不安により株式市場が

低迷するなか、原油価格の高騰により個人消費の低迷や企業経営の環境が悪化するなど、景気後退の懸念が強まる状況とな

りました。

当中間連結会計期間の当社グループの連結業績は、主要事業であるアドバイザリー事業において日米それぞれ業績を伸ば

すことができました。特に、株式会社アドバンテストの子会社であるAdvantest Europe GmbHによる車載用半導体のテスター

製造・販売・サービス企業Credence Systems Europe GmbHの買収(株式会社アドバンテストへのアドバイザー)においては、

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社として日米のチームが協働で手がけた最初の案件であり、日米双方が有する情報を最大

限に活用しシナジーを発揮できた事例となりました。この事例を含め、当中間連結会計期間において２件の共同案件を完了

することができ、経営統合後のポストマージャーインテグレーションは順調に進捗しております。また、当中間連結会計期間

にアセットマネジメント事業におけるメザニンファンドより、２つの投資を実行し、投資累計額は165億円となっておりま

す。

以上のような活動により、当中間連結会計期間の業績は、売上高6,714百万円、営業利益2,656百万円、経常利益2,673百万

円、中間純利益1,380百万円（投資事業有限責任組合（ファンド）非連結におきましては、売上高は6,431百万円、営業利益は

2,396百万円）となりました。

なお、当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、前年同期比較は記載しておりません。（以下「(2）

キャッシュ・フロー」及び「２　販売の状況」においても同じ)。

 

(2）キャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は9,802百万円となりました。各キャッシュ・フローは次のとおりで

あります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において営業活動の結果支出した資金は7,113百万円となりました。これは、メザニンファンド連結

により、メザニンファンドでの営業投資有価証券の取得が3,500百万円あったこと及び営業貸付金（未収営業貸付金利息

の増減を含む）の実行が5,248百万円あったことによります。これを除外すると、営業活動によるキャッシュ・フローは

1,634百万円の収入となります。これは主に、税金等調整前中間純利益2,673百万円を計上したものの、法人税等の支払額

1,502百万円があったこと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）

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は121百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得

による支出が109百万円あったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は3,055百万円となりました。これは主に、メザニンファンド

の投資家からの出資受入額が3,530百万円あったものの、配当金の支払額499百万円があったことによるものであります。

メザニンファンドの出資受入を除くと475百万円の支出となります。
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２【販売の状況】

販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成20年３月３日
至　平成20年８月31日）

アドバイザリー事業（百万円） 6,090

アセットマネジメント事業（百万円） 623

合計（百万円） 6,714

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　　　　２．金額はセグメント間の内部振替前の数値によっております。

３．当中間連結会計期間において総販売実績に対する割合が10％を超える販売先はございません。

 

３【対処すべき課題】

当社は平成20年３月３日付でＧＣＡホールディングス株式会社及びサヴィアン株式会社（平成20年４月22日付で当社と

吸収合併）の共同株式移転の方法により両社の完全親会社となる共同持株会社として設立されました。

独立系Ｍ＆Ａソリューショングループとして顧客利益を最優先とする「Trusted Advisor For Client's Best

Interest」を経営理念とし、この経営理念を実現するため、下記を対処すべき課題として取組んでおります。

 

(注) 独立系Ｍ＆Ａソリューショングループとは、どの資本系列にも属さずＭ＆Ａアドバイザリー事業を主たる事業とし、

周辺事業についても主たる事業と相乗効果がある事業だけを展開する事業組織であります。

 

（1）人材の確保

独立系Ｍ＆Ａソリューショングループとして当社グループは、専門家集団の人的資本により成り立っており、事業を拡

大する上で優秀な人材を確保することは，極めて重要な課題であると考えております。そのため今後につきましても、経

験豊富で専門性の高いプロフェッショナルな人材の獲得に向けて積極的に活動し、経営資源である人材を十分かつ適時

に確保し、各ドメイン事業に配分することにより資本効率の最大化を目指してまいります。

 

（2）人材の育成及び品質の向上

独立系Ｍ＆Ａソリューショングループとして「Trusted Advisor For Client's Best Interest」を実現させるために

は、当社が提供するサービスは絶えず最高の品質であるべきと考えております。最新の法規制や会計制度を熟知した上

で、専門的な知識や経験とノウハウをもとにした最高品質のＭ＆Ａアドバイザリーを行うことが当社にとって最も重要

な課題です。そのために当社は、日常的なＯＪＴ（オンザジョブトレーニング）に重点を置きながら、技術的な知識の向

上、法規制や会計制度の共有やプロジェクトにおけるベストプラクティスの共有を図るため、経験豊富なパートナー及び

ディレクターが中心となり社内セミナーを開催しております。この社内セミナーには大学教授や会計・税務・法務等の

専門家も外部講師として招聘しております。様々な手段を用いて当社サービスの品質向上を図っております。
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（3）クロスボーダーＭ＆Ａに対応できる体制

Ｍ＆Ａの国際案件（クロスボーダーＭ＆Ａ）数の増加や大型化に鑑み、クロスボーダーＭ＆Ａ案件への対応を強化す

る必要があります。

その強化策としてヨーロッパ（英国）における現地法人を100%子会社として設立を予定しております。クロスボー

ダーＭ＆ＡはＭ＆Ａ市場全体において引き続き重要な部分を占めており、ヨーロッパでの事業拠点の設立が戦略的に急

務となっております。これにより、当社グループ主導のクロスボーダー案件への共同作業が可能となり、クライアントへ

のサービスを一層向上させることができます。また、現地主導の案件開拓も行えるものと考えております。

 

（4）情報漏洩等

当社グループの事業にとって、企業情報並びに個人情報の管理は非常に重要であります。コーポレート・ガバナンスの

強化を行っていくとともに、継続的に管理体制及びセキュリティ体制の見直しといった体制の強化に努めます。具体的に

は当社グループが保有する情報へのアクセス許可者の制限、外部侵入防止のためのセキュリティシステムの採用等、情報

管理体制の強化により漏洩防止策を図っております。
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４【経営上の重要な契約等】

　　　当中間連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。

　　　サヴィアン株式会社との合併

(1）結合企業の名称、事業の内容、取引の概要

①名称

　サヴィアン株式会社

②事業の内容

　　企業買収、合併、事業統合、提携に関するコンサルティング業務等を営む会社の株式を所有することにより、当該会社
の事業活動を支配・管理すること。

③合併の目的

平成20年３月３日付で行われたＧＣＡホールディングス株式会社及びサヴィアン株式会社による当社を新設親会

社する共同株式移転等を通じた経営統合の一環として行ったものです。

 

(2）合併の方法

　　当社を存続会社とする吸収合併（簡易合併）方式とし、サヴィアン株式会社は消滅会社となります。

 

(3）合併期日

平成20年４月22日

 

(4）合併比率及び合併交付金

サヴィアン株式会社は当社の完全子会社であるため、本合併による新株式の発行、資本金の増加および合併交付金の
支払いはありません。

　　

(5）引継資産・負債の状況

当社は合併期日において資産、負債および権利義務の一切を引き継いでおります。
資産合計　　553百万円
負債合計　　 16百万円
 

(6）吸収合併存続会社となる会社の概要

合併による資本金・事業の内容等に変更はありません。

 

５【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
 

１【主要な設備の状況】

　当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

２【設備の新設、除却等の計画】

　該当事項はありません。
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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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,344,876

計 1,344,876

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
(平成20年８月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成20年11月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 336,219 337,539
東京証券取引所
（マザーズ）

－

計 336,219 337,539 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年11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により発行された株

式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社第１回新株予約権

区分
中間会計期間末現在
（平成20年８月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年10月31日）

新株予約権の数（個） 420（注）２ 355

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

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） 4,200（注）２、３ 3,550

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１
１株当たり　　 1,900

（注）３
同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年３月３日
至　平成27年10月31日

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（円）

発行価格　　　 1,900
資本組入額　　　 950

（注）３
同左

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
新株予約権を譲渡するに
は、当社取締役会の承認
を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

　（注）１．発行日後、次の（ⅰ）又は（ⅱ）の事由が生ずる場合、行使価額は、それぞれ次に定める算式（以下「行使価額調整

式」という。）により、調整されるものとし、調整により生ずる１円未満の端数はこれを切り上げる。

(ⅰ)　当社普通株式につき株式分割又は株式併合が行われる場合。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

(ⅱ)　当社が時価（ただし、当社の株式の公開前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。）を下

回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（ただし、新株予約権の行使の場

合を除く。）。

   
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝
調 整 前
行使価額

×
時　価

既発行株式数＋新規発行株式数

２．退職により権利を喪失した従業員の新株予約権の個数は除外しております。

３. 上記の新株予約権は、ＧＣＡホールディングス株式会社において、旧商法の規定に基づき発行した新株予約権を、平

成20年３月３日付の株式移転契約により、当社が同様の条件にて交付したものであります。なお、ＧＣＡホールディ

ングス株式会社における新株予約権は同日付で消滅しております。

４．新株予約権の行使の条件

(1) 当社普通株式にかかる株券が、いずれかの証券取引所に上場された場合（「株式の公開」という。）に限り、新株

予約権を行使することができるものとする。

(2) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

(3) その他の細目については当社と新株予約権割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定められ

ております。
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ＧＣＡサヴィアングループ株式会社第２回新株予約権

区分
中間会計期間末現在
（平成20年８月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年10月31日）

新株予約権の数（個） 1,105（注）２ 1,038

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

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） 11,050（注）２、３ 10,380

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１
１株当たり　　　1,900

（注）３
同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年３月３日
至　平成28年１月31日

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（円）

発行価格　　　 1,900
資本組入額　　　 950

（注）３
同左

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
新株予約権を譲渡するに
は、当社取締役会の承認
を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

　　（注）１．発行日後、次の（ⅰ）又は（ⅱ）の事由が生ずる場合、行使価額は、それぞれ次に定める算式（以下「行使価額調整

式」という。）により、調整されるものとし、調整により生ずる１円未満の端数はこれを切り上げる。

(ⅰ)　当社普通株式につき株式分割又は株式併合が行われる場合。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

(ⅱ)　当社が時価（ただし、当社の株式の公開前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。）を下

回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（ただし、新株予約権の行使の場

合を除く。）。

   
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝
調 整 前
行使価額

×
時　価

既発行株式数＋新規発行株式数

２．退職により権利を喪失した従業員の新株予約権の個数は除外しております。

３. 上記の新株予約権は、ＧＣＡホールディングス株式会社において、旧商法の規定に基づき発行した新株予約権を、平

成20年３月３日付の株式移転契約により、当社が同様の条件にて交付したものであります。なお、ＧＣＡホールディ

ングス株式会社における新株予約権は同日付で消滅しております。

４．新株予約権の行使の条件

(1) 当社普通株式にかかる株券が、いずれかの証券取引所に上場された場合（「株式の公開」という。）に限り、新株

予約権を行使することができるものとする。

(2) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

(3) その他の細目については当社と新株予約権割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定められ

ております。
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

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
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成20年３月３日
（注）１

336,219336,219 500 500 125 125

（注）１．平成20年３月３日付ＧＣＡホールディングス株式会社及びサヴィアン株式会社（平成20年４月22日付で当社と吸収

合併）との共同株式移転の方法によるものであります。

２．平成20年９月１日から平成20年10月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,320株、資本金及

び資本準備金がそれぞれ１百万円増加しております。

 

（５）【大株主の状況】

  平成20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（％）

渡辺　章博 東京都世田谷区 37,356 11.1

佐山　展生 東京都世田谷区 37,356 11.1

山本　礼二郎 東京都目黒区 31,888 9.4

トッド・ジェイ・カーター
アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフラ
ンシスコ

21,947 6.5

加藤　裕康 東京都世田谷区 16,400 4.8

マーク・ジェイ・マキナニー
アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフラ
ンシスコ

15,698 4.6

ウッドサイド・パートナー
ズ、エルエルシー

アメリカ合衆国カリフォルニア州ウッドサ
イドウッドサイド・ロード3757

14,160 4.2

クラーク・エヌ・カランダー
アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフラ
ンシスコ

14,160 4.2

ジェームス・ビー・エイブ
リー

アメリカ合衆国カリフォルニア州ヒルズバ
ラ

13,082 3.8

マーク・ワイサー
アメリカ合衆国カリフォルニア州メンロ・
パーク

6,127 1.8

計 － 208,174 61.5

（注）平成20年３月３日から平成20年12月31日までの10ヶ月決算により、平成20年６月30日現在における大株主の状況を記載し

ております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成20年８月31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　336,219 336,219 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 336,219 － －

総株主の議決権 － 336,219 －

 

②【自己株式等】

   平成20年８月31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 － － － － －

 

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】

月別 平成20年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

最高（円） 538,000 407,000 465,000 463,000 398,000 355,000

最低（円） 331,000 351,000 363,000 368,000 332,000 287,000

　（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。
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３【役員の状況】

 

(1）新任役員

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役
兼ＣＥＯ

パートナー 渡辺　章博 昭和34年２月18日生

昭和55年10月　平和監査法人入所

昭和57年５月　Peat Marwick Mitchell & Co.

（現KPMG LLP）ニューヨーク

事務所入所

平成２年７月　同所パートナー就任

平成６年７月　KPMGコーポレイトファイナン

ス㈱　代表取締役就任

平成15年４月　グローバルコーポレイトアド

バイザリー設立　代表取締役

就任

平成16年４月　ＧＣＡ㈱設立　代表取締役パー

トナー就任（現ＧＣＡホール

ディングス㈱現任）

平成17年10月　㈱メザニン設立　取締役就任

（現任）

平成18年12月　㈱デューデリジェンス設立　代

表取締役就任

平成19年12月　サヴィアン㈱　代表取締役就任

平成19年12月　MCo㈱設立　取締役就任（現

任）

平成20年３月　ＧＣＡサヴィアングループ㈱

設立　代表取締役パートナー

就任（現任）

平成20年10月　ＧＣＡサヴィアン㈱　代表取締

役就任（現任）

(注)４
 

37,356
 

取締役 パートナー 佐山　展生 昭和28年12月３日生

昭和51年４月　帝人㈱入社

昭和62年７月　㈱三井銀行（現㈱三井住友銀

行）入行

平成11年１月　ユニゾン・キャピタル㈱　代表

取締役就任

平成16年４月　一橋大学大学院国際企業戦略

研究科　助教授就任

平成16年４月　ＧＣＡ㈱設立　代表取締役パー

トナー就任（現ＧＣＡホール

ディングス㈱現任）

平成17年４月　一橋大学大学院国際企業戦略

研究科　教授就任（現任）

平成17年10月　㈱メザニン設立　取締役就任

（現任）

平成20年３月　ＧＣＡサヴィアングループ㈱

設立　取締役パートナー就任

（現任）

平成20年３月　インテグラル㈱　代表取締役就

任（現任）

(注)４
 

37,356
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役 パートナー
ジェイムズ・
ビー・エイブ
リー

昭和38年12月25日生

昭和61年８月　Republic National Bank of

New York（現HSBC Bank

USA）入行

昭和62年９月　Westdeutsche Landesbank

ニューヨーク支店入行

昭和63年６月　Burson-Marsteller入社

平成５年11月　Morgan Stanley入社

平成12年12月　同社マネージングディレク

ター就任

平成15年10月　Savvian, LLCマネージング

ディレクター就任（現任）

平成15年10月　Savvian Advisors, LLCマネー

ジングディレクター就任（現

任）

平成20年３月　ＧＣＡサヴィアングループ㈱

設立　取締役パートナー就任

（現任）

(注)４ 13,082

取締役 パートナー
トッド・ジェイ
・カーター

昭和38年９月29日生

昭和63年１月　Smith Barney（現Citigroup

Global Markets Inc.）入社

平成３年５月　McKinsey & Company入社

平成５年１月　Robertson Stephens, Inc.入

社

平成13年４月　同社プレジデント就任

平成15年７月　Savvian, LLCマネージング

ディレクター就任（現任）

平成15年７月　Savvian Advisors, LLCマネー

ジングディレクター就任（現

任）

平成20年３月　ＧＣＡサヴィアングループ㈱

設立　取締役パートナー就任

（現任）

(注)４ 21,947

取締役
（注）１

 米　正剛 昭和29年７月８日生

昭和56年４月　弁護士登録

昭和62年７月　森綜合法律事務所（現森・濱

田松本法律事務所）入所

平成元年１月　同事務所パートナー就任（現

任）

平成16年４月　ＧＣＡ㈱監査役就任

平成17年９月　㈱バンダイナムコホールディ

ングス　取締役就任（現任）

平成17年９月　ＧＣＡ㈱取締役就任（現ＧＣ

Ａホールディングス㈱現任）

平成20年３月　ＧＣＡサヴィアングループ㈱

設立　取締役就任（現任）

(注)４ （注）３
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

常勤監査役  井上　修 昭和９年５月22日生

昭和32年４月　富士写真フイルム㈱入社

平成元年１月　同社取締役就任

平成９年６月　同社専務取締役就任

平成10年６月　同社代表取締役専務就任

平成12年６月　同社顧問就任

平成17年９月　ＧＣＡ㈱常勤監査役就任（現

ＧＣＡホールディングス㈱現

任）

平成18年１月　㈱メザニン監査役就任（現

任）

平成18年12月　㈱デューデリジェンス　監査役

就任（現任）

平成19年９月　ＧＣＡ㈱設立　監査役就任（現

ＧＣＡサヴィアン㈱現任）

平成19年12月　MCo㈱設立　監査役就任（現

任）

平成20年３月　ＧＣＡサヴィアングループ㈱

設立　監査役就任（現任）

(注)５ －

監査役
（注）２

 岩﨑　二郎 昭和20年12月６日生

昭和49年４月　ＴＤＫ㈱入社

平成元年３月　ＴＤＫマレーシア社長

平成４年６月　ＴＤＫ㈱経営企画室長

平成８年６月　同社取締役人事教育部長

平成10年６月　同社常務取締役記録メディア

事業本部長

平成14年６月　同社常務取締役

アドミニストレーショング

ループ　ゼネラル・マネー

ジャー

平成18年６月　同社取締役専務執行役員

平成20年３月　ＧＣＡサヴィアングループ㈱

設立　監査役就任（現任）

平成20年３月　ＧＣＡホールディングス㈱　監

査役就任（現任）

平成20年６月　ＴＤＫ㈱顧問就任（現任）

平成20年10月　ＪＶＣ・ケンウッド・ホール

ディングス㈱取締役就任（現

任）

(注)５ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

監査役
（注）２

 永峰　潤 昭和32年３月10日生

昭和55年８月　等松・青木監査法人（現監査

法人トーマツ）入所

昭和59年４月　等松トウシュロスコンサル

ティング（現アビームコンサ

ルティング）入社

昭和62年４月　バンカーストラスト銀行（現

ドイツ銀行）入社

平成元年９月　永峰公認会計士事務所設立　代

表就任（現任）

平成20年３月　ＧＣＡサヴィアングループ㈱

設立　監査役就任（現任）

平成20年３月　ＧＣＡホールディングス㈱　監

査役就任（現任）

(注)５ －

    計  113,741

　（注）１．取締役米正剛は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役岩﨑二郎及び永峰潤は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．取締役米正剛は、ＧＣＡサヴィアングループ株式会社の株式4,000株を野村信託銀行株式会社に信託しており、同社

の名義で株主名簿に記載されております。

４．平成20年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．平成23年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2）退任役員

該当はありません。

 

(3）役職の異動

該当はありません。
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第５【経理の状況】
 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。

以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

 

(2）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。

 

(3）当半期報告書は、最初に提出するものでありますので、前年同期との対比は行っておりません。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成20年３月３日から平成20年８月31

日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成20年３月３日から平成20年８月31日まで）の中間財務諸表につい

て、あずさ監査法人により中間監査を受けております。
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１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

①【中間連結貸借対照表】

  
当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

 

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

  

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   8,802     

２．売掛金   1,197     

３．有価証券   1,000     

４．営業投資有価証券   11,535     

５．営業貸付金   5,248     

６．たな卸資産   58     

７．繰延税金資産   246     

８．その他   510     

流動資産合計   28,60093.8    

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※１       

(1) 建物及び構築物   178     

(2) その他   214     

有形固定資産合計   393 1.3    

２．無形固定資産   16 0.1    

３．投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   1,094     

(2) 繰延税金資産   4     

(3) その他   374     

投資その他の資産合計   1,4734.8    

固定資産合計   1,8826.2    

資産合計   30,483100.0    
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当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

 

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

  

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．未払法人税等   676     

２．賞与引当金   764     

３．その他   450     

流動負債合計   1,8906.2    

Ⅱ　固定負債        

１．長期未払費用   56     

固定負債合計   56 0.2    

負債合計   1,9466.4    

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   500 1.6    

２．資本剰余金   9,43931.0    

３．利益剰余金   1,5495.1    

株主資本合計   11,48837.7    

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．為替換算調整勘定   13 0.0    

　　評価・換算差額等合計   13 0.0    

Ⅲ　少数株主持分   17,03455.9    

純資産合計   28,53693.6    

負債純資産合計   30,483100.0    
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②【中間連結損益計算書】

  
当中間連結会計期間

（自　平成20年３月３日
至　平成20年８月31日）

 

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

  

Ⅰ　売上高   6,714100.0    

Ⅱ　売上原価   3,00544.8    

売上総利益   3,70855.2    

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,05215.7    

営業利益   2,65639.5    

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  31      

２．その他  1 32 0.5    

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  1      

２．創立費  3      

３．公開関連費用  10 15 0.2    

経常利益   2,67339.8    

Ⅵ　特別利益        

１．抱合せ株式消滅差益  0 0 0.0    

税金等調整前中間純利

益
  2,67339.8    

法人税、住民税

及び事業税
 1,126      

法人税等調整額  △90 1,03615.4    

少数株主利益   257 3.8    

中間純利益   1,38020.6    
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③【中間連結株主資本等変動計算書】

　　当中間連結会計期間（自平成20年３月３日　至平成20年８月31日）

区分

株主資本
評価・換算
差額等 少数株主

持分
純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

株主資本
合計

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成20年３月３日残高
（百万円）

500 9,439 67010,610 △33 △33 13,24623,822

中間連結会計期間中の変
動額

        

剰余金の配当   △501 △501    △501

中間純利益   1,3801,380    1,380

株主資本以外の項目
の中間連結会計期間
中の変動額（純額）

    46 46 3,7873,834

中間連結会計期間中の変
動額合計

（百万円）
－ － 878 878 46 46 3,7874,713

平成20年８月31日残高
（百万円）

500 9,4391,54911,488 13 13 17,03428,536
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  
当中間連結会計期間

（自 平成20年３月３日
　至 平成20年８月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 
 

税金等調整前中間純利
益

 2,673

減価償却費  54

賞与引当金の増加額
（△減少額）

 657

受取利息  △31

営業投資有価証券の減
少額（△増加額）

 △3,500

営業貸付金の減少額
（△増加額）

 △5,248

売上債権の減少額
（△増加額）

 159

その他  △408

小計  △5,642

利息及び配当金の受取
額

 31

法人税等の支払額  △1,502

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △7,113

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

 △109

その他  △12

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △121

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

少数株主からの出資受
入額

 3,530

配当金の支払額  △499

その他  23

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 3,055

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 43

Ⅴ　現金及び現金同等物の減
少額

 △4,136

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 13,939

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末残高

※１ 9,802
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当中間連結会計期間

（自　平成20年３月３日
至　平成20年８月31日）

 

１．連結の範囲に関する

事項

(1）連結子会社

連結子会社の数　11社

主要な連結子会社の名称

ＧＣＡホールディングス株式会社

GCA Savvian,Inc.

ＧＣＡサヴィアン株式会社

GCA Savvian Advisors,LLC.

株式会社デューデリジェンス

株式会社メザニン

GCA Savvian Capital,LLC.

MCo1号投資事業有限責任組合

MCo2号投資事業有限責任組合

 

 (2）主要な非連結子会社の名称等  

 主要な非連結子会社  

 　 MCo株式会社  

 (連結の範囲から除いた理由)  

 非連結子会社は、小規模であり、合計の

総資産、売上高、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためでありま

す。

 

２．持分法の適用に関す

る事項

持分法を適用していない非連結子会社及

び関連会社のうち主要な会社等の名称

 

 MCo株式会社  

 インテグラル株式会社  

 （持分法を適用しない理由）  

 持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社は、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、中間連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であるため、持分法の適用範

囲から除外しております。

 

３．連結子会社の中間決

算日等に関する事項

連結子会社のうち、GCA Savvian Inc.、

GCA Savvian,LLC.、GCA Savvian　

Advisors,LLC.、GCA Savvian Capital,

LLC.の中間決算日は６月30日であります。

連結範囲に含めているMCo１号投資事業

有限責任組合及びMCo２号投資事業有限責

任組合の中間決算日は６月30日でありま

す。

中間連結財務諸表の作成に当たっては、

中間連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しております。
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成20年３月３日
至　平成20年８月31日）

 

４．会計処理基準に関す

る事項

  

(1) 重要な資産の評価基

準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

 

 時価のあるもの  

 中間連結会計期間末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を採用しており

ます。

 

 時価のないもの（営業投資有価証券及び

内国法人が発行する譲渡性預金を含む）

 

 移動平均法による原価法によっておりま

す。

 

 ②たな卸資産  

 仕掛品  

 個別法による原価法によっておりま

す。

 

(2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法によっております。

 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

す。

 

 建物及び構築物　３年～15年

器具備品　　　　３年～15年

 

 ②無形固定資産  

 定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

 

(3) 繰延資産の処理方法創立費  

 支出時に全額費用として処理しておりま

す。

 

(4) 重要な引当金の計上

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。

 

 ②賞与引当金  

 従業員に支給する賞与の支払に備えて、

支給見込額の当中間連結会計期間負担額を

計上しております。

 

(5) 重要なリース取引の

処理方法

リース物件の所有者が、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、通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成20年３月３日
至　平成20年８月31日）

 

(6) 重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨

への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。在外

子会社の資産及び負債は、在外子会社の中

間連結決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定に含めて計上して

おります。

 

(7) その他中間連結財務

諸表作成のための重

要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

 

５．中間連結キャッシュ

・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か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。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額  

220百万円 

２　当社連結子会社（ＧＣＡホールディングス㈱）に

おいては、アセットマネジメント事業を営むインテ

グラル㈱（持分法非適用関連会社）の発行する優先

株式及び劣後社債を下記の金額を上限として引き受

ける契約を締結しております。

 

優先株式引受上限金額 2,000百万円

劣後社債引受上限金額 1,000　〃

優先株式引受残高 △1,000　〃

差引額 2,000百万円

 

 

（中間連結損益計算書関係）

当中間連結会計期間
（自 平成20年３月３日
至 平成20年８月31日）

 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

役員報酬 140百万円

給料手当 155

賞与引当金繰入額 40

支払手数料 144

 

 

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自平成20年３月３日　至平成20年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類

連結会計年度

期首株式数

（株）

中間連結会計期間

増加株式数

（株）

中間連結会計

期間減少株式数

（株）

中間連結会計

期間末株式数

（株）

発行済株式     

普通株式 336,219 － － 336,219

合計 336,219 － － 336,219

 

２　配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年４月15日

取締役会
普通株式 501百万円 2,710円平成20年２月29日平成20年５月30日

（注）当社は平成20年３月３日に株式移転により設立された共同持株会社であるため、上記の配当金支払額は完全子会社となっ

たＧＣＡホールディングス株式会社の平成20年４月15日開催の取締役会において決議された金額であります。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間連結会計期間
（自 平成20年３月３日
至 平成20年８月31日）

 

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

（百万円）

現金及び預金 8,802

有価証券勘定（譲渡性預金） 1,000

現金及び現金同等物 9,802
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（リース取引関係）

　当中間連結会計期間（自平成20年３月３日　至平成20年８月31日）

　該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

当中間連結会計期間末（平成20年８月31日）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

関係会社株式  

　 非上場株式 1,006

その他有価証券  

　 営業投資有価証券に属するもの  

　 　非上場株式 11,535

　 投資有価証券に属するもの  

　 　非上場株式 87

　 その他  

　 　譲渡性預金 　1,000

計 13,629

 

（デリバティブ取引関係）

　当中間連結会計期間（自平成20年３月３日　至平成20年８月31日）

　該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自平成20年３月３日　至平成20年８月31日）

当連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 
ＧＣＡサヴィアングループ株式会社

第１回新株予約権

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社

第２回新株予約権

付与対象者の区分及び人数
（注）２

当社の従業員　26名
当社の監査役　　２名
当社の従業員等　43名

ストック・オプション数

（注）３
普通株式　5,670株（注）４ 普通株式　12,390株（注）４

付与日（注）２ 平成17年11月21日 平成18年４月28日

権利確定条件

東京証券取引所マザーズ市場への上
場日（平成18年10月６日）から２年
を経過するまで継続して勤務してい
ること

東京証券取引所マザーズ市場への上
場日（平成18年10月６日）から２年
を経過するまで継続して勤務してい
ること

対象勤務期間
東京証券取引所マザーズ市場への
上場日（平成18年10月６日）から
２年を経過した日まで

東京証券取引所マザーズ市場への
上場日（平成18年10月６日）から
２年を経過した日まで

権利行使期間
平成19年12月１日から
平成27年10月31日まで

平成20年３月１日から
平成28年１月31日まで

（注）１．上記のストック・オプションは、ＧＣＡホールディングス株式会社が付与したものを、平成20年３月３日付の株式移

転契約により、当社が新たに付与したものであります。

２．付与対象者の区分及び人数は、ＧＣＡホールディングス株式会社における付与日時点のものであります。また、付与日

は、ＧＣＡホールディングス株式会社における臨時株主総会決議日であります。

３．株式数に換算して記載しております。

４．平成18年５月８日付でＧＣＡホールディングス株式会社において、株式１株につき10株の株式分割を行っており、株

式分割後の株数を記載しております。

 

②単価情報

 
ＧＣＡサヴィアングループ株式会社

第１回新株予約権

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社

第２回新株予約権

権利行使価格　　　 （円） 1,900 1,900
公正な評価単価 （付与日）

（円）
　　　　　　　　　 － 　　　　　　　　　 －
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当中間連結会計期間（自平成20年３月３日　至平成20年８月31日）

 

 

アドバイザ

リー事業

アセットマネ

ジメント事業
計

消去又は

全社
連結

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 6,090 623 6,714 － 6,714

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －

計 6,090 623 6,714 － 6,714

営業費用 3,239 234 3,474 584 4,058

営業利益 2,851 389 3,240 (584) 2,656

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分に属する主要な事業

事業区分 主要事業

アドバイザリー事業
Ｍ＆Ａアドバイザリー事業、デューデリジェンス事業、プラ

イベートキャピタル事業

アセットマネジメント事業 メザニンファンド運営事業、投資事業

３．上記営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能の営業費用の金額は584百万円であり、その主なものは提出

会社におけるグループ管理に係る費用であります。

 

【所在地別セグメント情報】

当中間連結会計期間（自平成20年３月３日　至平成20年８月31日）

 

 

日本 米国 計
消去又は

全社
連結

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,819 2,894 6,714 － 6,714

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
(125) 131 6 (6) －

計 3,694 3,025 6,720 (6) 6,714

営業費用 1,729 1,750 3,480 577 4,058

営業利益 1,964 1,275 3,240 (584) 2,656

（注）上記営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能の営業費用の金額は584百万円であり、その主なものは提出会

社におけるグループ管理に係る費用であります。
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【海外売上高】

当中間連結会計期間（自平成20年３月３日　至平成20年８月31日）

　 米国 計

Ⅰ　海外売上高　(百万円） 2,894 2,894

Ⅱ　連結売上高　（百万円） － 6,714

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
43.1 43.1

（注）海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 

（企業結合等関係）

当中間連結会計期間（自平成20年３月３日　至平成20年８月31日）

（持分プーリング法）

平成20年３月３日にＧＣＡホールディングス株式会社とサヴィアン株式会社は、共同株式移転により共同持株会社ＧＣ

Ａサヴィアングループ株式会社（当社）を設立いたしました。

当社は、当中間連結会計期間の中間連結財務諸表の作成にあたり、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成

15年10月31日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準第７号）

並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　平成18年12月22日　企業

会計基準適用指針第10号）を適用しております。

当社を親会社とし、ＧＣＡホールディングス株式会社とサヴィアン株式会社を連結子会社とした持分プーリング法によ

り中間連結財務諸表を作成しております。

 

（1）結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の目的、企業結合日、企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称

　　①　結合当事企業の名称及び事業内容

　　　名称 事業内容

ＧＣＡホールディングス株式会社 企業買収、合併、事業統合、提携に関するコンサルティング

サヴィアン株式会社 企業買収、合併、事業統合、提携に関するコンサルティング

 

　　　　 ②　企業結合の目的

　　　　　　 クライアントの最善利益（“Trusted Advisor for Client's Best Interest”）という観点でクロスボーダーＭ＆Ａに

対応できる体制を確立

　　　　 

　　　　 ③　企業結合日

　　　　　　 平成20年３月３日

 

　　　　 ④　企業結合の法的形式

　　　　　　 株式移転

 

　　　　 ⑤　結合後企業の名称

　　　　　　 ＧＣＡサヴィアングループ株式会社
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（2）議決権のある株式の移転比率およびその算定方法、交付株式数、企業結合後の議決権比率並びに当該企業結合を持分

の結合と判断した理由

①　株式移転比率、交付株式数、企業結合後の議決権比率

会社名 ＧＣＡホールディングス株式会社 サヴィアン株式会社

株式移転比率 1.0 1.0

交付株式数 184,920株 151,299株

企業結合後の議決権比率 55.0％ 45.0％

 

②　株式移転比率の算定方法

株式移転比率算定に対する第三者機関としてフーリハン・ローキー株式会社（以下「フーリハン」）をフィナン

シャルアドバイザーに指名し、本株式移転比率に際しての株式移転比率の算定を依頼いたしました。フーリハンは、

両者の株式について、類似企業比準方式及びディスカウンテッド・キャッシュフロー（ＤＣＦ）方式による分析を

それぞれ行い、それらの評価結果を参考にしたうえで、両社慎重に協議を重ね株式移転比率を決定いたしました。

 

③　当該企業結合を持分の結合と判断した理由

両結合当事企業の株主も他の企業を支配したことは認められず、結合後企業のリスクや便益を引き続き相互に共

有することを達成すると判断したためであります。

 

（3）中間連結財務諸表に含まれている被結合企業の実績の期間

中間連結会計期間に含まれている業績は、平成20年３月３日から平成20年８月31日となっております。

 

（4）被結合企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳

①　ＧＣＡホールディングス株式会社

　流動資産 7,752百万円　流動負債 305百万円

　固定資産 1,977百万円　固定負債 22百万円

　資産合計 9,730百万円　負債合計 328百万円

　 　 　株主資本 9,402百万円

　 　 　純資産合計 9,402百万円

②　サヴィアン株式会社

　流動資産 12百万円　流動負債 12百万円

　固定資産 536百万円　固定負債 －百万円

　資産合計 549百万円　負債合計 12百万円

　 　 　株主資本 536百万円

　 　 　純資産合計 536百万円

 

（5）会計処理方法の統一および企業結合前の取引等の消去の内容ならびに企業結合に要した支出

①　会計処理方法の統一

該当事項はありません。

 

②　企業結合前の取引等の消去の内容

該当事項はありません。
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③　企業結合に要した支出

　創立費 3百万円

　公開関連費用 10百万円

　合計 13百万円

 

（6）企業結合の結果、処分することが決定された重要な事業

該当事項はありません。

 

（共通支配下の取引等）

（1）結合当事企業の名称及び事業の内容

名称 事業の内容

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社 持株会社傘下のグループ企業全体の経営戦略を策定・統括

サヴィアン株式会社 企業買収、合併、事業統合、提携に関するコンサルティング

 

（2）企業結合の法的形式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、サヴィアン株式会社は平成20年４月22日をもって解散いたしました。なお、本

合併は、会社法第796条第3項に定める簡易合併ならびに同法784条第1項に定める略式合併の規定により、当社及びサヴィ

アン株式会社において合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行っております。

 

（3）結合後企業の名称

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社

 

（4）取引の概要

サヴィアン株式会社は当社の100％子会社であるため、この合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の

支払いは行っておりません。

 

（5）実施した会計処理の概要

本合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成19年11月５日）に基づき、共通支配下の取引として

会計処理を行っております。
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（１株当たり情報）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月３日
至　平成20年８月31日）

 

１株当たり純資産額 34,209.80円

１株当たり中間純利益金額 4,104.87円

潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額

3,927.61円

　　

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎

 
当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

純資産の部の合計（百万円） 28,536

純資産の部の合計から控除する金額

（百万円）
17,034

（うち少数株主持分）（百万円） (17,034) 

普通株式に係る中間期末の純資産額

（百万円）
11,501

中間期末の普通株式の数（株） 336,219

２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎

 
当中間連結会計期間

（自　平成20年３月３日
至　平成20年８月31日）

１株当たり中間純利益金額  

中間純利益金額（百万円） 1,380

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る中間純利益（百万円） 1,380

期中平均株式数（株） 336,219

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額  

中間純利益調整額（百万円） －

普通株式増加数（株） 15,174

（うち新株予約権）（株） (15,174)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり中間純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要

－

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【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20年８月31日）

区分

注
記
番
号

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   18  

２．売掛金   83  

３．繰延税金資産   11  

４．その他   3  

流動資産合計   117 1.2

Ⅱ　固定資産     

１．投資その他の
資産

    

(1) 関係会社株式   9,939  

投資その他の資産合
計

  9,93998.8

固定資産合計   9,93998.8

資産合計   10,056100.0
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当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

区分

注
記
番
号

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）  
   

Ⅰ　流動負債   
  

１．未払法人税等   30  

２．賞与引当金   14  

３．その他 ※１  74  

流動負債合計   118 1.2

負債合計   118 1.2

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   500 5.0

２．資本剰余金     

(1) 資本準備金  125   

(2) その他資本剰余
金

 9,314   

資本剰余金合計   9,43993.8

３．利益剰余金     

(1）その他利益剰余
金

    

　　繰越利益剰余金  △1   

利益剰余金合計   △1 △0.0

株主資本合計   9,93898.8

純資産合計   9,93898.8

負債純資産合計   10,056100.0
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②【中間損益計算書】

  
当中間会計期間

（自 平成20年３月３日
　至 平成20年８月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   167100.0

Ⅱ　売上原価   － －

売上総利益   167100.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  145 87.2

営業利益   21 12.8

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  0 0 0.0

Ⅴ　営業外費用     

１．創立費  3   

２．公開関連費用  10 13 8.1

経常利益   7 4.7

Ⅵ　特別利益     

１．抱合せ株式消滅差
益

 0 0 0.1

税引前中間純利益   8 4.8

法人税、住民税及び
事業税 

 19   

法人税等調整額  △10 9 5.5

中間純損失（△）   △1 △0.7

     

③【中間株主資本等変動計算書】

当中間会計期間（自平成20年３月３日　至平成20年８月31日）

区分

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

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他
利益
剰余金

利益
剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成20年３月３日残高
（百万円）

500 125 9,3149,439 － － 9,9399,939

中間会計期間中の変動額   
 

 
  

  

中間純損失     △1 △1 △1 △1

中間会計期間中の変動額
合計

（百万円）
－ － － － △1 △1 △1 △1

平成20年８月31日残高　
（百万円）

500 125 9,3149,439 △1 △1 9,9389,938

 

EDINET提出書類

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社(E05733)

半期報告書

40/45



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当中間会計期間

（自 平成20年３月３日
至 平成20年８月31日）

１．資産の評価基準及び評

価方法

有価証券

子会社株式

 移動平均法による原価法に

よっております。

２．繰延資産の処理方法 創立費

 支出時に全額費用として処理し

ております。

３．引当金の計上基準 賞与引当金

 　従業員に支給する賞与の支払に

備えて、支給見込額の当中間会計

期間負担額を計上しております。

４．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

 

注記事項

（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

※１　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

額的に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。

 

（リース取引関係）

　当中間会計期間（自平成20年３月３日　至平成20年８月31日）

　該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

　当中間会計期間（自平成20年３月３日　至平成20年８月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

 

（企業結合等関係）

当中間会計期間（自平成20年３月３日　至平成20年８月31日）

連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため、記載しておりません。
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（１株当たり情報）

当中間会計期間
（自 平成20年３月３日
至 平成20年８月31日）

 

１株当たり純資産額 29,558.37円

１株当たり中間純損失金額（△） △3.49円

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、潜在株式は存在するものの１株当たり中間純損
失であるため記載しておりません

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎

 
当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

純資産の部の合計（百万円） 9,938
純資産の部の合計から控除する金額
（百万円）

－

普通株式に係る中間期末の純資産額
（百万円）

9,938

中間期末の普通株式の数（株） 336,219

２．１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎

 
当中間会計期間

（自　平成20年３月３日
至　平成20年８月31日）

１株当たり中間純損失金額  

中間純損失（△）（百万円） △1

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る中間純損失（△）

（百万円）
△1

期中平均株式数（株） 336,219

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり中間純利益の算定に含めな
かった潜在株式の概要

　　　　　　　 　－

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
 

該当事項はありません。

 

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。

 

EDINET提出書類

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社(E05733)

半期報告書

43/45



 独立監査人の中間監査報告書  

 

 

 平成20年11月14日

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社  

 取締役会　御中  

 

 あ ず さ 監 査 法 人 

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 酒　井　弘　行

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 塚　原　克　哲

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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ＧＣＡサヴィアングループ株式会社の平成20年３月３日から平成20年12月31日までの連結会計年度の中間連結会

計期間（平成20年３月３日から平成20年８月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中

間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行っ

た。この中間連結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連結財務諸表に対する

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、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結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連結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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、ＧＣＡサヴィアングループ株式会社及び連結子会社の平成20年８月31日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間（平成20年３月３日から平成20年８月31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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 独立監査人の中間監査報告書  

 

 

 平成20年11月14日

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社  

 取締役会　御中  

 

 あ ず さ 監 査 法 人 

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 酒　井　弘　行

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 塚　原　克　哲

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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ＧＣＡサヴィアングループ株式会社の平成20年３月３日から平成20年12月31日までの第１期事業年度の中間会計

期間（平成20年３月３日から平成20年８月31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

書及び中間株主資本等変動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、ＧＣＡサヴィアングループ株式会社の平成20年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期

間（平成20年３月３日から平成20年８月31日まで）の経営成績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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