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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１四半期連結
累計(会計)期間

第３期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第２期

会計期間

自平成21年
１月１日
至平成21年
３月31日

自平成22年
１月１日
至平成22年
３月31日

自平成21年
１月１日
至平成21年
12月31日

売上高（百万円） 1,934 1,421 9,613

経常利益（△は損失）（百万円） 273 △264 385

四半期（当期）純利益

（△は損失）（百万円）
87 △295 △467

純資産額（百万円） 32,052 33,592 33,872

総資産額（百万円） 33,055 34,428 35,180

１株当たり純資産額（円） 34,227.4429,603.8230,549.56

１株当たり四半期（当期）純利益金額（△は損失）（円） 259.11 △881.61△1,393.26

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 250.17 － －

自己資本比率（％） 34.9 28.9 29.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△540 △927 △2,513

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△343 △141 △1,505

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△496 △130 1,142

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） 8,401 5,669 6,862

従業員数（人） 220 220 226

　（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２期及び第３期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）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（当期）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】

　当第１四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１四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22年３月31日現在

従業員数（人） 220     

　（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22年３月31日現在

従業員数（人） 9     

　（注）従業員数は就業人員であります（出向者を含む）。
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第２【事業の状況】

１【販売の状況】

販売実績

　当第１四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１四半期連結会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

前年同四半期比（％）

アドバイザリー事業（百万円） 1,124 △35.0

アセットマネジメント事業（百万円） 296 45.6

合計（百万円） 1,421 △26.5

　（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．前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間において、総販売実績に対する割合が10％

を超える販売先はありません。

 

２【事業等のリスク】

　当第１四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１四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。

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

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１四半期連結会計期間（平成22年１月１日～平成22年３月31日）におけるわが国の経済は、主要国での景気

対策の効果や輸出の回復に伴い、企業の生産活動は回復基調で推移しております。しかしながら、国内の厳しい雇用情

勢とデフレが懸念されるなど、先行き不透明な状況が続いております。Ｍ＆Ａ市場におきましても全体的に回復基調

ではあるものの本格的な力強い回復には至っていない状況であります。　

こうした経営環境の中でクライアントにとって最善のＭ＆Ａ案件を提案・成約する機能をさらに強化するため、当

第１四半期連結会計期間においてロンドン事務所、シカゴ事務所で人員を増加し、また２月にはインドのムンバイに

おいて駐在員事務所を設立いたしました。　

一方、上記のような経営環境において、案件受注状況は前年第４四半期以降改善傾向にあるものの、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、クロージングの遅延若しくはディールの解消等により当第１四半期

連結会計期間の売上高は引き続きマイナスの影響を受けております。

　

以上により、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高1,421百万円（前年同四半期比26.5％減）、営業損失271百

万円（前年同四半期は営業利益269百万円）、経常損失264百万円（前年同四半期は経常利益273百万円）、四半期純損

失295百万円（前年同四半期は四半期純利益87百万円）（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1,267百万円（前年同四半期比32.0％減）、営業損失は413百万円（前年同四半期は営業利益198百万円）

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1,124百万円（前年同四半期比35.0％

減）、アセットマネジメント事業で296百万円（前年同四半期比45.6％増）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286百万円（前年同四半期比56.9％減）、その他海外売上が4百万円（前年同半期は実績なし）

となっております。
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　(2）キャッシュ・フローの状況

　　　当第１四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5,669百万円（前年同四半期末

は8,401百万円）となりました。当第１四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１四半期連結会計期間において営業活動の結果支出した資金は927百万円（前年同四半期は540百万円の支出）

となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失276百万円に加え、売上債権の増加額が213百万円、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１四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141百万円（前年同四半期は343百万円の支出）

となりました。これは有形固定資産の取得による支出が161百万円、投資有価証券の売却による収入が20百万円あった

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１四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130百万円（前年同四半期は496百万円の支出）

となりました。これは主に、メザニンファンドの投資家に対する分配金の支払額129百万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１四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

　　　上記のように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、引き続き国内外の

不透明な経済状況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１四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１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画し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１四半期会計期間末現
在発行数（株）
(平成22年３月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成22年５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 344,019 344,399
東京証券取引所

（マザーズ）

単元株制度を採用

しておりません

計 344,019 344,399 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成22年５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１四半期会計期間末現在
（平成22年３月31日）

新株予約権の数（個） 190（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） 1,900（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１四半期会計期間末現在
（平成22年３月31日）

新株予約権の数（個） 555（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） 5,550（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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ＧＣＡサヴィアングループ株式会社第３回新株予約権

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成22年３月31日）

新株予約権の数（個） 　　　17,925（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） 　　　17,925（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１ １株当たり　　　89,941

新株予約権の行使期間
自　平成24年３月11日

至　平成32年３月９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　　　 89,941

  資本組入額　　 44,971

新株予約権の行使の条件 （注）３

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）４　　

　（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． 新株予約権の行使の条件

(1）各新株予約権の一部行使はできないものとする。

(2）新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時までの間、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は

従業員の地位にあることを要する。

(3）新株予約権者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約

権者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。

(4) 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

(5) 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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４．当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（当社が分割会社とな　

る場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（当社が完全子会社となる場合に限る。）（総称して　

以下「組織再編行為」）をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株

予約権（以下「残存新株予約権」）の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社または合併により設立

する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する

株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式

会社、または、株式移転により設立する株式会社の新株予約権を交付するものとする。ただし、下記の方針に

沿う記載のある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計

画の承認議案につき当社株主総会の承認を受けることを条件とする。

(ⅰ)　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(ⅱ)  新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(ⅲ)  各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、付与株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後付与株

式数」）とする。

(ⅳ)  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の

価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後付与株

式数を乗じた額とする。

(ⅴ)  新株予約権の行使可能期間

新株予約権の行使可能期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の

行使可能期間の満了日までとする。

(ⅵ)  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額

から増加する資本金の額を減じた額とする。

(ⅶ)  譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得につき、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(ⅷ)  その他の新株予約権の行使の条件

上記（注）３に準じて決定する。

　

（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22年１月１日～

平成22年３月31日
    460 344,019   0 507   0 132

　（注）１．新株予約権の行使による増加であります。

　　　　２．平成22年４月１日から平成22年４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380株、資本金

及び資本準備金がそれぞれ０百万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１四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。 
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

   平成22年３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） 普通株式　8,268 － －

 完全議決権株式（その他） 普通株式　335,751 335,751 －

 単元未満株式 － － －

 発行済株式総数 344,019 － －

 総株主の議決権 － 335,751 －

　　　　（注）「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22年３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

（％）

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 2.40

計  － 8,268 － 8,268 2.40

 

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22年
１月

平成22年
２月

平成22年
３月

最高（円） 111,800106,800101,200

最低（円） 96,10073,90075,900

        （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。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第１四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平

成21年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、また、当第１四半期連結会計期間（平成22年１月１日か

ら平成22年３月31日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31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１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,306 6,466

受取手形及び売掛金 841 626

有価証券 363 395

営業投資有価証券 16,753 16,535

営業貸付金 6,835 6,689

その他 1,171 1,199

流動資産合計 31,272 31,912

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 235 121

その他（純額） 194 208

有形固定資産合計 ※1
 429

※1
 330

無形固定資産 35 19

投資その他の資産

投資有価証券 83 318

関係会社株式 2,026 2,046

その他 601 573

貸倒引当金 △19 △19

投資その他の資産合計 2,691 2,918

固定資産合計 3,156 3,267

資産合計 34,428 35,180

負債の部

流動負債

未払法人税等 1 29

その他 616 1,055

流動負債合計 618 1,085

固定負債

その他 218 222

固定負債合計 218 222

負債合計 836 1,308

純資産の部

株主資本

資本金 507 506

資本剰余金 9,447 9,446

利益剰余金 804 1,094

自己株式 △673 △673

株主資本合計 10,085 10,373

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 0 0

為替換算調整勘定 △146 △131

評価・換算差額等合計 △145 △130

新株予約権 17 －

少数株主持分 23,635 23,629

純資産合計 33,592 33,872

負債純資産合計 34,428 35,180
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年３月31日)

売上高 1,934 1,421

売上原価 1,146 1,077

売上総利益 788 344

販売費及び一般管理費 ※
 518

※
 615

営業利益又は営業損失（△） 269 △271

営業外収益

受取利息 8 2

為替差益 － 3

その他 4 2

営業外収益合計 13 7

営業外費用

為替差損 9 －

その他 － 0

営業外費用合計 9 0

経常利益又は経常損失（△） 273 △264

特別利益

投資有価証券売却益 － 5

特別利益合計 － 5

特別損失

投資有価証券評価損 － 17

特別損失合計 － 17

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

273 △276

法人税等 115 △120

少数株主利益 70 139

四半期純利益又は四半期純損失（△） 87 △295
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年３月31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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

273 △276

減価償却費 27 43

投資有価証券評価損益（△は益） － 17

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 111 72

受取利息及び受取配当金 △8 △2

営業投資有価証券の増減額（△は増加） － △11

営業貸付金の増減額（△は増加） △133 △146

売上債権の増減額（△は増加） 358 △213

未払費用の増減額（△は減少） △500 －

その他 △484 △380

小計 △347 △898

利息及び配当金の受取額 8 2

法人税等の支払額 △201 △31

営業活動によるキャッシュ・フロー △540 △927

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 △21 △161

投資有価証券の取得による支出 △188 －

投資有価証券の売却による収入 － 20

定期預金の預入による支出 △134 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △343 △141

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △578 △0

少数株主からの払込みによる収入 87 2

少数株主への分配金の支払額 － △129

その他 △5 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △496 △130

現金及び現金同等物に係る換算差額 104 △24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,276 △1,224

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 31

現金及び現金同等物の期首残高 9,677 6,862

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 8,401

※
 5,669
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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１四半期連結会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31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

　　当第１四半期連結会計期間より、ＧＣＡアドバイザリー㈱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

　　13社 

 

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

（四半期連結貸借対照表）

　前第１四半期連結会計期間において区分掲記しておりました「仕掛品」（当第１四半期連結会計期間末の残高は２

百万円）は、資産の総額の100分の１以下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示することにしました。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

　前第１四半期連結累計期間において区分掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「未払費用の増

減額」（当第１四半期連結累計期間は△９百万円）は重要性が減少したため、営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示することにしました。

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31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。

 

【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１四半期連結会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第１四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１四半期連結会計期間末
（平成22年３月31日）

前連結会計年度末
（平成21年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　  369百万円

　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 △2,000　〃

差引額   1,000百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額 

    　　　　　　　　　 　　　　　　　　　375百万円

　２　　　　　　　　　　同左　　　　

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31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。

※　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。

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 117百万円

　

賞与引当金繰入額 7百万円

支払手数料 136百万円

　 　　

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31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３月31日）

（百万円）

現金及び預金 7,541

有価証券勘定（譲渡性預金） 1,000

預入期間が３か月を超える定期預金 △140

現金及び現金同等物 8,401

※　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22年３月31日）

（百万円）

現金及び預金 5,306

有価証券勘定（ＭＭＦ） 363

現金及び現金同等物 5,669
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　

平成22年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　344,019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

　ストック・オプションとしての新株予約権

　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　親会社　　17百万円

 

４．配当に関する事項

　　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３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 1,730 203 1,934 － 1,934

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 1,730 203 1,934 － 1,934

営業利益 504 95 599 (330) 269

　

当第１四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３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 1,124 296 1,421 － 1,421

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 1,124 296 1,421 － 1,421

営業利益（又は営業損失） (65) 190 125 (397) (271)

　（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】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31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 1,312 621 － 1,934 － 1,934

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
(43) 43 － － － －

計 1,269 665 － 1,934 － 1,934

営業利益（又は営業損失） 553 85 (39) 599 (330) 269

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31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 1,129 286 4 1,421 － 1,421

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － －

計 1,129 286 4 1,421 － 1,421

営業利益（又は営業損失） 442 (254) (68) 119 (391) (271)

　（注）「その他」に属する主な国は英国であります。

　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

 米国 計 　

Ⅰ　海外売上高　(百万円） 621 621　

Ⅱ　連結売上高　（百万円） － 1,934　

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
32.1 32.1　

　

当第１四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日）

 米国 その他 　計 　

Ⅰ　海外売上高　(百万円） 286 4 291　

Ⅱ　連結売上高　（百万円） － － 1,421　

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
20.2 0.3 20.5　

　（注）１．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。

２．「その他」に属する主な国は英国であります。　
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（有価証券関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成22年３月31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１四半期連結会計期間末（平成22年３月31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１四半期連結会計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　　販売費及び一般管理費　　　  17百万円

　

２．当第１四半期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３回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 当社及び当社子会社の従業員　133名

株式の種類別のストック・オプション

の付与数
普通株式　18,125株（注）

付与日 平成22年３月11日

権利確定条件
新株予約権の行使時までの間、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員

の地位にあること

対象勤務期間
自　平成22年３月11日

至　平成26年３月10日　

権利行使期間
自　平成24年３月11日

至　平成32年３月９日

権利行使価格（円） 89,941

付与日における公正な評価単価（円） 44,834

　（注）株式数に換算して記載しております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年３月31日）

前連結会計年度末
（平成21年12月31日）

１株当たり純資産額 29,603.82円 １株当たり純資産額 30,549.56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

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額 259.11円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
250.17円

１株当たり四半期純損失金額（△） △881.61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。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31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） 87 △295

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）
87 △295

期中平均株式数（株） 337,995 335,440

         

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） 87 －

普通株式増加数（株） 12,075 －

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 　　190個

第２回新株予約権　   555個

第３回新株予約権　17,925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。 

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５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　　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１四半期連結累計期間（平成21年１月

１日から平成21年３月31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３月31日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年５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　　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22年１月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成22年１月

１日から平成22年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31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22年３月31日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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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