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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】

回次
第２期

第２四半期連結
累計期間

第２期
第２四半期連結
会計期間

第１期

会計期間

自平成21年
１月１日
至平成21年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年
３月３日
至平成20年
12月31日

売上高（百万円） 3,608 1,674 10,576

経常利益（百万円） 444 170 3,915

四半期（当期）純利益（百万円） 129 41 1,990

純資産額（百万円） － 32,325 32,278

総資産額（百万円） － 33,339 34,130

１株当たり純資産額（円） － 34,316.2735,125.77

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 382.55 123.22 5,909.62

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 369.34 118.96 5,664.61

自己資本比率（％） － 34.7 34.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
 71 － △10,174

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△233 － △166

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△518 － 6,219

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） － 9,103 9,677

従業員数（人） － 221 221

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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。

３．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【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

３【関係会社の状況】

      当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 221     

　（注）従業員数は就業人員であります。

 

(2）提出会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 2     

　（注）従業員数は就業人員であります。（出向者を除く）
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第２【事業の状況】

１【販売の状況】

販売実績

　当第２四半期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
当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

アドバイザリー事業（百万円） 1,255

アセットマネジメント事業（百万円） 418

合計（百万円） 1,674

　（注）１．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。

２．当第２四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績

に

　　対する割合は次のとおりであります。

　取引先

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

　金額（百万円） 　割合（％）

　３i　Corporation 　　　　　　　　202 　　　　　　12.1

　　　　３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価

証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

 　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したも

のであります。 

(1）業績の状況

当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高1,674百万円、営業利益142百万円、経常利益170百万円、四半期純利益41

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1,400百万円、営業損失は103百万円）

となりました。事業セグメント別の売上としましては、アドバイザリー事業で1,255百万円、アセットマネジメント事

業で418百万円となっております。また、所在地別としましては米国での売上が539百万円となっております。

　

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の大幅な減少や雇用情勢の悪化等により、厳しい状況

で推移いたしました。Ｍ＆Ａ市場におきましても、昨年のリーマンショック後の世界的な景況悪化が企業業績を直撃

し、その影響を受けグローバルＭ＆Ａ市場は大幅に縮小しました。また、資金調達が困難であることを背景に正式な対

外公表後に解消されるＭ＆Ａ案件も増加しました。Ｍ＆Ａ市場縮小のテンポは緩やかになりつつあるものの、この傾

向は当第２四半期連結会計期間においても継続しております。また、日本企業による海外企業買収の機会は増加して

いるものの、買収価格のギャップにより成約できないケースも多くなっています。このような状況下、当社において

は、業界再編案件と再生案件、クロスボーダー案件の受注が大幅に増加し、受注残高は引き続き高いものの、案件回転

率の低下と買収規模の小額化に伴う成功報酬の低下といった現象が発生しております。こうした状況の中、Trusted

Advisor For Client's Best Interestという経営理念のもとで、困難に直面するクライアントの問題をＭ＆Ａを通じ

て解決することに真摯な姿勢で取り組むことが当社の長期的な成長に結びつくものと確信しております。 

　

　

　(2）キャッシュ・フローの状況

　　　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は9,103百万円となりました。当

第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・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）

　当第２四半期連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は611百万円となりました。これは主に、法人税等

の還付額が1,041百万円あったこと及び売上債権の増加額が464百万円あったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において投資活動の結果獲得した資金は110百万円となりました。これは主に、定期預金

の払い戻しによる収入が142百万円あったこと及び投資有価証券の取得による支出が13百万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）

　当第２四半期連結会計期間において財務活動の結果支出した資金は22百万円となりました。これは主に、配当金の支

払額16百万円があったことによるものであります。 

　

　(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

　(4）研究開発活動

　　　該当事項はありません。

 

　(5）経営成績に重要な影響を与える要因

　　　当連結会計年度においても、Ｍ＆Ａ市場における当社グループを取り巻く事業環境は、引き続き金融市場混乱の影響を

受けるものと推測されます。この難しい経済環境下においては、買収戦略に積極的なクライアントでさえも買い手と

しては慎重であり、これが案件の交渉から完了までの期間の長期化すなわち案件のクロージングを延長させる要因に

なると考えられます。当社グループの売上は成功報酬によって大きな影響を受けるため、案件完了までの期間の長期

化は売上減少の要因になります。

　なお、海外事業においては、為替変動により当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があるほか、実

際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。本株式に関する投資判断は、慎重に検討し

た上で行われる必要があると考えられます。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期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

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

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
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
(平成21年６月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成21年８月13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 339,239 339,239
東京証券取引所

（マザーズ）

当社は単元株制度

を採用しておりま

せん。　

計 339,239 339,239 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年８月１日からこの四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
第２四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 335（注）２

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,350（注）２、３

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

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

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

新株予約権の行使の条件 （注）４

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。

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、Ｇ

ＣＡ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
第２四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 888（注）２

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 8,880（注）２、３

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

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

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

新株予約権の行使の条件 （注）４

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。

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、Ｇ

ＣＡ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、資本金等の推移】

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21年４月１日～

平成21年６月30日
    － 339,239   － 502   － 127

 

（５）【大株主の状況】

 平成21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 11.0

佐山　展生 東京都渋谷区 37,356 11.0

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
25,083 7.4

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
18,881 5.6

ジェフェリー・ディ・バルドウィン
アメリカ合衆国カリフォルニア州ウッドサイ

ド
18,880 5.6

ジェイムズ・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ボ

ロー
17,443 5.1

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
17,442 5.1

加藤　裕康 東京都世田谷区 16,400 4.8

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
7,762 2.3

計 － 228,491 67.4

　（注）１．トッド・ジェイ・カーター氏は、所有する当社株式25,083株のうち、2,652株をファイブ・シー・パートナー

ズ・エルピー、ア・カルフォルニア・リミテッド・パートナーシップに信託しており、同社の名義で株主名

簿に記載されております。

　　　　２．クラーク・エヌ・カランダー氏は、所有する当社株式18,881株のうち、4,721株をタラク　パートナーズ、エルエル

シーに信託しており、同社の名義で株主名簿に記載されております。

　　　　３．ジェフェリー・ディ・バルドウィン氏は、所有する当社株式18,880株のうち、15,228株を同氏が代表者のウッド

サイド・パートナーズ、エルエルシーに、1,826株をザ・ジェフェリー・ダフ・バルドウィン・2007・アニュ

イティー・トラストに、1,826株をザ・ジーナ・マリー・バルドウィン・2007・アニュイティー・トラスト

にそれぞれ信託しており、各社の名義で株主名簿に記載されております。

　　　　　　なお、ジェフェリー・ディ・バルドウィン氏が代表者のウッドサイド　パートナーズ、エルエルシーが所有する当社

株式15,228株は、平成21年７月９日付で同氏に無償交付されております。

　　　　４．ジェイムズ・ビー・エイブリー氏は、所有する当社株式17,443株のうち、1,691株をコールドストリーム・パート

ナーズ・エルピー、ア・カルフォルニア・リミテッド・パートナーシップに信託しており、同社の名義で株

主名簿に記載されております。

　　　　　　なお、コールドストリーム・パートナーズ・エルピー、ア・カルフォルニア・リミテッド・パートナーシップが所

有する当社株式1,691株は、平成21年７月24日付でジェイムズ・ビー・エイブリー氏に無償交付されており

ます。　

　　　　５．マーク・ジェイ・マキナニー氏は、所有する当社株式17,442株のうち、1,603株をマーク・マキナニー・2007・

ジーアールエーティーに信託しており、同社の名義で株主名簿に記載されております。

　　　　６．マーク・ワイサー氏は、所有する当社株式7,762株のうち、1,878株をマーク・ワイサー・2007・グランター・リ

テインド・アニュイティー・トラストに信託しており、同社の名義で株主名簿に記載されております。

　

　なお、当社は平成20年３月３日に旧ＧＣＡホールディングス㈱と旧サヴィアン㈱との共同株式移転（以下「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である当社を設立しました。その際、両社の役職員株

主の間で下記の株主間契約を締結しております。

（１）ロックアップ
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　　　　役職員株主は、株式の売却を原則として禁止する取り決めをしております。ただし、希望者については株式移転後４年

間に亘り段階的に解除される下記ロックアップスケジュールに従い、下記（３）に記載のとおり、当社の管理するプ

ログラムに従った株式の限定的売却は可能としております。

　

役職員株主の保有株式数の12.5%に相当する部分　株式移転の日をもって制限解除

役職員株主の保有株式数の12.5%に相当する部分　株式移転の日から1年間を経過した日をもって制限解除

役職員株主の保有株式数の25.0%に相当する部分　株式移転の日から2年間を経過した日をもって制限解除

役職員株主の保有株式数の25.0%に相当する部分　株式移転の日から3年間を経過した日をもって制限解除

役職員株主の保有株式数の25.0%に相当する部分　株式移転の日から4年間を経過した日をもって制限解除

　

（２）権利放棄

　　　　ロックアップ期間中に、役職員株主が自己都合で退職又は退任した場合、また、重大な法令違反、犯罪行為等の事由が

発生した場合は、当該役職員株主はその保有する株式のうち、ロックアップが解除されていない株式を放棄するもの

とされ、当社は放棄された株式を無償で取得できるものとされています。                            なお、株式移

転後に1名の役職員が自己都合で退職しており、当該役職員保有株の2,332株については当社が無償で取得しておりま

す。

　

（３）売却規制プログラム

　　　　役職員株主は、ロックアップ解除後の株式についても、取締役会の承認がある場合や、親族に売却する場合等の事由を

除き、その保有する株式を売却しようとする場合には、原則として、当社が設定する一定の売却規制プログラムにした

がって株式を売却することが求められています。

　

（４）スタンドスティル

　　　　役職員株主は、取締役会の承認がある場合等を除き、当社の株式等を追加取得しないこと、議決権の行使に関し委任状

勧誘等を行わないこと等に合意しています。

　

（５）その他

　　　　上記の取り決めは、当社、旧ＧＣＡホールディングス㈱の役職員株主の有する株式総数の過半数を有する株主及び旧

サヴィアン㈱の役職員株主の有する株式総数の過半数を有する株主が合意した場合、または、当社に関する支配権の

異動があった場合は解約される可能性があります。

　

また、当社は、役職員株主から、当社の取締役及び監査役の選解任、役員の報酬、企業買収等による支配権の異動、解散

ならびに定款変更等を議案とする株主総会における議決権行使に関し株主間で取り決めを行っているとの報告を受け

ております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

   平成21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） 普通株式　2,332　　 － －

 完全議決権株式（その他） 普通株式　336,907 336,907 －

 単元未満株式 － － －

 発行済株式総数 339,239 － －

 総株主の議決権 － 336,907 －

　　　　（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

            　２．「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、１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１個が含まれております。

  

②【自己株式等】

    平成21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

（％）

ＧＣＡサヴィア

ングループ株式

会社  

東京都千代田区

丸の内1-11-1
2,332  － 2,332 0.69

計  － 2,332  － 2,332 0.69

（注）上記「自己株式等」は、全て当社保有の自己株式であります。

 

２【株価の推移】

   【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
１月

平成21年
２月

平成21年
３月

平成21年
４月

平成21年
５月

平成21年
６月

最高（円） 　223,800204,500134,400174,700159,400156,000

最低（円） 157,000130,20089,600116,200135,000110,000

        （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。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四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。 
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．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、当第２四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,466 8,677

受取手形及び売掛金 943 907

有価証券 1,636 1,000

営業投資有価証券 14,035 14,035

営業貸付金 6,397 6,118

仕掛品 51 15

その他 619 1,466

流動資産合計 31,150 32,221

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 150 166

その他（純額） 196 197

有形固定資産合計 ※1
 346

※1
 363

無形固定資産 21 15

投資その他の資産

投資有価証券 343 136

関係会社株式 1,026 1,026

その他 480 385

貸倒引当金 △28 △18

投資その他の資産合計 1,821 1,530

固定資産合計 2,189 1,909

資産合計 33,339 34,130
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

負債の部

流動負債

未払法人税等 115 155

賞与引当金 349 93

その他 445 1,486

流動負債合計 910 1,735

固定負債

その他 103 116

固定負債合計 103 116

負債合計 1,014 1,851

純資産の部

株主資本

資本金 502 502

資本剰余金 9,442 9,442

利益剰余金 1,690 2,159

株主資本合計 11,635 12,104

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2 －

為替換算調整勘定 △77 △188

評価・換算差額等合計 △74 △188

少数株主持分 20,764 20,362

純資産合計 32,325 32,278

負債純資産合計 33,339 34,130
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 3,608

売上原価 2,164

売上総利益 1,443

販売費及び一般管理費 ※
 1,032

営業利益 411

営業外収益

受取利息 12

受取手数料 15

その他 16

営業外収益合計 43

営業外費用

為替差損 11

その他 0

営業外費用合計 11

経常利益 444

特別損失

投資有価証券評価損 40

特別損失合計 40

税金等調整前四半期純利益 403

法人税等 △40

少数株主利益 314

四半期純利益 129
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 1,674

売上原価 1,018

売上総利益 655

販売費及び一般管理費 ※
 513

営業利益 142

営業外収益

受取利息 3

受取手数料 15

その他 11

営業外収益合計 30

営業外費用

為替差損 1

その他 0

営業外費用合計 2

経常利益 170

特別損失

投資有価証券評価損 40

特別損失合計 40

税金等調整前四半期純利益 129

法人税等 △155

少数株主利益 243

四半期純利益 41
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 403

減価償却費 56

投資有価証券評価損益（△は益） 40

賞与引当金の増減額（△は減少） 241

受取利息及び受取配当金 △13

営業貸付金の増減額（△は増加） △278

売上債権の増減額（△は増加） △106

未払費用の増減額（△は減少） △483

その他 △638

小計 △777

利息及び配当金の受取額 13

法人税等の支払額 △206

法人税等の還付額 1,041

営業活動によるキャッシュ・フロー 71

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 △27

投資有価証券の取得による支出 △202

定期預金の預入による支出 △142

定期預金の払戻による収入 142

その他 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △233

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △595

少数株主からの払込みによる収入 87

その他 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △518

現金及び現金同等物に係る換算差額 106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △574

現金及び現金同等物の期首残高 9,677

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 9,103

EDINET提出書類

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社(E05733)

四半期報告書

18/30



【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

(1）連結の範囲の変更

　　第１四半期連結会計期間より、GCA Savvian Europe,Ltd.は重要性が増したため、連結

の範囲に含めております。

(2）変更後の連結子会社の数

　　12社 

２．会計処理基準に関する事

項の変更

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　たな卸資産 

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価

法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主

として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しております。

　　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありま

せん。

(2）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適

用

　　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しておりま

す。

　　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありま

せん。

 

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

固定資産の減価償却費の算定方

法

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定する方法によっております。
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利

益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該

見積実効税率を乗じて計算しております。 

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　  306百万円

　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（投資事業）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（無議決権）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

※１　有形固定資産の減価償却累計額 

    　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　249百万円

　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（投資事業）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（無議決権）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

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

※　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。

給与手当 185百万円

賞与引当金繰入額 12百万円

貸倒引当金繰入額 9百万円

支払手数料 235百万円

 

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※　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。

給与手当 90百万円　

支払手数料 117百万円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年６月30日）

（百万円）

現金及び預金 7,466

有価証券勘定（譲渡性預金） 1,000

有価証券勘定（ＭＭＦ） 636

現金及び現金同等物 9,103
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　

平成21年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　339,239株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　2,332株

 

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

 

４．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

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年２月12日

取締役会
普通株式 597 1,760平成20年12月31日平成21年３月17日利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30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 1,255 418 1,674 － 1,674

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 1,255 418 1,674 － 1,674

営業利益 129 291 421 (279) 142

　（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

 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年６月30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 2,986 622 3,608 － 3,608

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 2,986 622 3,608 － 3,608

営業利益 634 387 1,021 (609) 411

　（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
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

 
日本 米国  その他 計

消去又は
全社

連結

(百万円） (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 1,249 424 － 1,674 －　 1,674

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
(115) 115  － － － －

計 1,134 539 － 1,674 － 1,674

営業利益又は営業損失 445　 (29) (26) 389 (246) 142

 （注）「その他」に属する主な国は英国であります。

　

当第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年６月30日）

 
日本 米国  その他 計

消去又は
全社

連結

(百万円） (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 2,562 1,046 － 3,608 －　 3,608

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
(158) 158  － － － －

計 2,404 1,204 － 3,608 － 3,608

営業利益又は営業損失 998 55 (65) 988 (576) 411

 （注）「その他」に属する主な国は英国であります。

　

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

 米国 計

Ⅰ　海外売上高　(百万円） 424 424

Ⅱ　連結売上高　（百万円） － 1,674

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 25.3 25.3

　（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。

 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年６月30日）

 米国 計

Ⅰ　海外売上高　(百万円） 1,046 1,046

Ⅱ　連結売上高　（百万円） － 3,608

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 29.0 29.0

　（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。
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（有価証券関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

　有価証券は、当社グループの事業運営における重要性が乏しく、かつ前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が

認められないため、記載しておりません。 

 

（デリバティブ取引関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

　該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年12月31日）

１株当たり純資産額 34,316.27円 １株当たり純資産額 35,125.77円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 382.55円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
369.34円

１株当たり四半期純利益金額 123.22円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
118.96円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（百万円） 129 41

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 129 41

期中平均株式数（株） 337,448 336,907

         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（株） 12,068 12,061

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

 －  －
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（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

　当社は平成21年８月４日開催の取締役会において、会社法第459条第１項の規定に基づき、自己株式を取得すること及び

その具体的取得方法について決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。

(1) 自己株式の取得を行う理由

　　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行

　を可能とするため

(2) 取得の内容

  ①  取得する株式の種類　

　　　当社普通株式

　②　取得する株式の総数

　　　7,000株（上限）

　③　取得する期間

　　　平成21年８月５日

　④　取得価額の総額

　　　794百万円（上限）

　⑤　取得の方法

　　　東京証券取引所の自己株式立会時間外買付取引

　　（ToSTNeT-3）による取得

(3) 取得日

　　平成21年８月５日

(4) その他

　　上記ToSTNeT-3による取得の結果、当社普通株式

　5,936株（取得価額673百万円）を取得いたしました。　

（リース取引関係）

　該当事項はありません。
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２【その他】

　該当事項はありません。
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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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月13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　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 塚原　克哲　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「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21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年４月

１日から平成21年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年６月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて四半期レビューを行った。この四半期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

四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期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21年６月30日

現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半

期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め

られなかった。

　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）１．上記は、四半期レビュー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、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。　
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