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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３四半期連結
累計期間

第２期
第３四半期連結
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
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９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） 8,054 4,445 10,576

経常利益（百万円） 681 237 3,915

四半期（当期）純利益又は四半期純損失（△）（百万円） 93 △35 1,990

純資産額（百万円） － 29,144 32,278

総資産額（百万円） － 30,142 34,130

１株当たり純資産額（円） － 32,530.4735,125.77

１株当たり四半期（当期）純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（円）
277.46 △107.60 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） 267.85 － 5,664.61

自己資本比率（％） － 35.7 34.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
 2,757 － △10,174

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△263 － △166

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△3,828 － 6,219

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） － 8,375 9,677

従業員数（人） － 231 221

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．第２期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

３．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。

４．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３四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３四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９月30日現在

従業員数（人） 231     

　（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９月30日現在

従業員数（人） 1     

　（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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

アドバイザリー事業（百万円） 1,514

アセットマネジメント事業（百万円） 2,931

合計（百万円） 4,445

　（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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

　金額（百万円） 　割合（％）

　Ａ社 　　　　　　　　2,681 　　　　　　60.3

　　　　３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　　　　４．Ａ社との間で守秘義務を負っているため、社名の公表は控えさせていただきます。　

２【事業等のリスク】

　当第３四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３四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。

 

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

 4/28



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３四半期連結会計期間の業績は、売上高4,445百万円、営業利益229百万円、経常利益237百万円、四半期純損失35

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1,659百万円、営業損失16百万円）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1,514百万円、アセットマネジメント事業で

2,931百万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535百万円となっております。

　

当第３四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、景気は下げ止まりの兆しを見せ始めておりますが、雇用状況

の悪化、企業の設備投資の低水準など、本格回復には力強さを欠き、景況感は引き続き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３四半期に

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３四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8,375百万円となりました。当

第３四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３四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2,686百万円となりました。これは主に、営業投

資有価証券の減少額が2,500百万円、売上債権の減少額が431百万円あったこと及び法人税等の支払額が465百万円、営

業貸付金の増加額が146百万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３四半期連結会計期間において投資活動の結果支出した資金は29百万円となりました。これは主に、有形固定資

産の取得による支出が12百万円あったこと及び投資有価証券の取得による支出が12百万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３四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3,309百万円となりました。これは主に、少数株

主への出資払戻しによる支出が2,473百万円、少数株主への分配金の支払額が156百万円あったこと及び自己株式の取

得による支出が673百万円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３四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３四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３四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３四半期会計期間末
現在発行数（株）
(平成21年９月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成21年11月12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 339,239 341,539
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 339,239 341,539 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年11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３四半期会計期間末現在
（平成21年９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３四半期会計期間末現在
（平成21年９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７月１日～

平成21年９月30日
    － 339,239   － 502   － 127

　（注）平成21年10月１日から平成21年10月31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2,300株、資

　　　　本金及び資本準備金がそれぞれ２百万円増加しております。　

　

（５）【大株主の状況】

　　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

　せん。

　 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

   平成21年９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　8,268　　 － －

 完全議決権株式（その他） 普通株式　330,971 330,971 －

 単元未満株式 － － －

 発行済株式総数 339,239 － －

 総株主の議決権 － 330,971 －

　　　　（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９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
8,268 － 8,268 2.44

計  － 8,268 － 8,268 2.44

（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。
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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

平成21年
７月

平成21年
８月

平成21年
９月

最高（円） 　223,800204,500134,400174,700159,400156,000122,900122,100127,000

最低（円） 157,000130,20089,600116,200135,000110,00094,500100,000100,000

        （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】

　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の役員の異動は、次のとおりであります。

（１）　新任役員

役名 職名 氏名 生年月日 略歴　 任期　 所有株式数 就任年月日

取締役　

マネー

ジング

ディレ

クター

　

加藤　裕康

昭和44年

２月18日

生　

平成４年１月　KPMG Peat marwick LLP（現KPMG

　　　　　　　LLP）ニューヨーク事務所入所

平成10年１月　KPMGコーポレイトファイナンス㈱

　　　　　　　入社

平成16年４月　ＧＣＡ㈱（現ＧＣＡホールディン

　　　　　　　グス㈱）設立　取締役パートナー

　　　　　　　就任

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９月　ＧＣＡ㈱（現ＧＣＡサヴィアン

　　　　　　　㈱）設立　取締役パートナー就任

平成21年９月　当社取締役就任（現任）　

平成21年10月　ＧＣＡアドバイザリー㈱　代表取

　　　　　　　締役就任（現任）　

（注）

　
16,400株　

平成21年

９月29日　

取締役

マネー

ジング

ディレ

クター

　

ジェフェ

リー・ディ

・バルド

ウィン

昭和40年

２月２日

生　

昭和62年８月　Kidder,Peabody ＆ Co. M＆Aグル

　　　　　　　ープ入社

平成元年２月　Morgan Grenfell M＆Aグループ入

　　　　　　　社

平成４年５月　Solomon Smith Barney投資銀行部

　　　　　　　門入社

平成10年11月　Morgan Stanley M＆Aグループ入

　　　　　　　社　同社マネージングディレクタ

　　　　　　　ー就任

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20年３月　GCA Savvian Inc.　マネージング

　　　　　　　ディレクター就任（現任）

平成21年９月　当社取締役就任（現任）　

（注）

　
17,936株　

平成21年

９月29日　

　（注）平成21年９月29日の臨時株主総会の終結の時から平成21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）　役職の異動

新役名 新職名 旧役名　 旧職名　 氏名 異動年月日

代表取締役　
マネージング

ディレクター
取締役 パートナー　 　ジェイムズ・ビー・エイブリー

平成21年９月29日　　　

　　　　　　

代表取締役　

マネージング

ディレクター　　

　

代表取締役　 パートナー 　渡辺　章博 平成21年９月29日　

取締役　　　　　
マネージング

ディレクター　
取締役　　　 パートナー 　佐山　展生 平成21年９月29日

取締役　　　

マネージング

ディレクター　　

　

取締役 パートナー　 　トッド・ジェイ・カーター　　 平成21年９月29日　

　

　

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

12/28



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３四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年９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３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 6,753 8,677

受取手形及び売掛金 630 907

有価証券 1,621 1,000

営業投資有価証券 11,535 14,035

営業貸付金 6,543 6,118

仕掛品 15 15

その他 897 1,466

流動資産合計 27,997 32,221

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 142 166

その他（純額） 177 197

有形固定資産合計 ※1
 319

※1
 363

無形固定資産 20 15

投資その他の資産

投資有価証券 328 136

関係会社株式 1,026 1,026

その他 478 385

貸倒引当金 △28 △18

投資その他の資産合計 1,804 1,530

固定資産合計 2,144 1,909

資産合計 30,142 34,130
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 102 155

賞与引当金 436 93

その他 364 1,486

流動負債合計 903 1,735

固定負債

その他 94 116

固定負債合計 94 116

負債合計 997 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 1,654 2,159

自己株式 △673 －

株主資本合計 10,926 12,104

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 0 －

為替換算調整勘定 △159 △188

評価・換算差額等合計 △159 △188

少数株主持分 18,378 20,362

純資産合計 29,144 32,278

負債純資産合計 30,142 34,130
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 8,054

売上原価 5,881

売上総利益 2,172

販売費及び一般管理費 ※
 1,531

営業利益 641

営業外収益

受取利息 16

受取手数料 15

その他 18

営業外収益合計 49

営業外費用

為替差損 8

その他 1

営業外費用合計 9

経常利益 681

特別損失

投資有価証券評価損 49

特別損失合計 49

税金等調整前四半期純利益 631

法人税等 △19

少数株主利益 557

四半期純利益 93
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 4,445

売上原価 3,716

売上総利益 728

販売費及び一般管理費 ※
 499

営業利益 229

営業外収益

受取利息 3

為替差益 3

その他 1

営業外収益合計 8

営業外費用

その他 0

営業外費用合計 0

経常利益 237

特別損失

投資有価証券評価損 9

特別損失合計 9

税金等調整前四半期純利益 228

法人税等 20

少数株主利益 243

四半期純損失（△） △35
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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３四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年９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 631

減価償却費 85

投資有価証券評価損益（△は益） 49

賞与引当金の増減額（△は減少） 343

受取利息及び受取配当金 △16

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 2,500

営業貸付金の増減額（△は増加） △424

売上債権の増減額（△は増加） 324

未払費用の増減額（△は減少） △594

その他 △539

小計 2,360

利息及び配当金の受取額 16

法人税等の支払額 △672

法人税等の還付額 1,052

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,757

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 △39

投資有価証券の取得による支出 △214

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 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △263

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △673

配当金の支払額 △596

少数株主からの払込みによる収入 87

少数株主への出資払戻しによる支出 △2,473

少数株主への分配金の支払額 △156

その他 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,828

現金及び現金同等物に係る換算差額 31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,302

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 ※
 8,375
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【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３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９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３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９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３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

　

税金費用の計算 　税金費用については、当第３四半期連結会

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３四半期連結会計期間末
（平成21年９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 

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　  329百万円

　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３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９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 275百万円

賞与引当金繰入額 15百万円

貸倒引当金繰入額 9百万円

支払手数料 300百万円

　

 

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９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 89百万円　

支払手数料 65百万円

　

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９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９月30日）

（百万円）

現金及び預金 6,753

有価証券勘定（譲渡性預金） 1,137

有価証券勘定（ＭＭＦ） 483

現金及び現金同等物 8,375
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　

平成21年９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　　　　　　　　　8,268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３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９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 1,514 2,931 4,445 － 4,445

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 1,514 2,931 4,445 － 4,445

営業利益 252 297 549 (319) 229

　（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３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年９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 4,500 3,553 8,054 － 8,054

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 4,500 3,553 8,054 － 8,054

営業利益 886 684 1,570 (929) 641

　（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３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９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 3,979 466 － 4,445 －　 4,445

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
(69) 69  － － － －

計 3,909 535 － 4,445 － 4,445

営業利益又は営業損失 625　 (67) (42) 516 (286) 229

 （注）「その他」に属する主な国は英国であります。

　

当第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年９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 6,541 1,512 － 8,054 －　 8,054

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
(228) 228  － － － －

計 6,313 1,740 － 8,054 － 8,054

営業利益又は営業損失 1,624 (11) (107) 1,504 (863) 641

 （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３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）

 米国 計

Ⅰ　海外売上高　(百万円） 466 466

Ⅱ　連結売上高　（百万円） － 4,445

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 10.5 10.5

　（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３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年９月30日）

 米国 計

Ⅰ　海外売上高　(百万円） 1,512 1,512

Ⅱ　連結売上高　（百万円） － 8,054

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 18.8 18.8

　（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３四半期連結会計期間末（平成21年９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３四半期連結会計期間末（平成21年９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３四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９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３四半期連結会計期間末
（平成21年９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 32,530.47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又は四半期純損失金額等

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 277.46円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
267.85円

１株当たり四半期純損失金額（△） △107.60円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失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３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額         

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円） 93 △35

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又は四半期純損失

（△）（百万円）
93 △35

期中平均株式数（株） 336,026 333,229

         

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） 12,054 －

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

 － 第１回新株予約権　335個

第２回新株予約権　888個

　なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、(２)新株

予約権等の状況」に記載のとお

りであります。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

（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11月12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３四半期連結会計期間（平成21年７月

１日から平成21年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年９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９月30日

現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半

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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