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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３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３期
第３四半期連結
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
９月30日

自平成22年
１月１日
至平成22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22年
７月１日
至平成22年
９月30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） 8,054 8,971 4,445 5,535 9,613

経常利益（百万円） 681 712 237 675 385

四半期（当期）純利益

（△は損失）（百万円）
93 △347 △35 30 △467

純資産額（百万円） － － 29,144 41,581 33,872

総資産額（百万円） － － 30,142 42,557 35,180

１株当たり純資産額（円） － － 32,530.4729,497.5030,549.56

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（△は損失）（円）
277.46△1,042.47△107.60 93.08△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）
267.85 － － 91.42 －

自己資本比率（％） － － 35.7 23.0 29.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
2,757 △4,004 － － △2,513

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△263 △95 － － △1,505

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△3,828 6,962 － － 1,142

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 8,375 9,648 6,862

従業員数（人） － － 231 219 226

（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期第３四半期連結会計期間、第２期、及び第３期第３四半期連結累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22年９月30日現在

従業員数（人） 219     

　（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９月30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22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

アドバイザリー事業（百万円） 1,734 14.6

アセットマネジメント事業（百万円） 3,800 29.7

合計（百万円） 5,535 24.5

（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．前第３四半期連結会計期間及び当第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

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）　

　金額（百万円） 　割合（％） 　金額（百万円） 割合（％）

Ａ社　※１ 　　　　　　2,681 　　　　　　60.3 　　　　　　 　－　 　　　　　　　－

Ｂ社　※２ 　　　 　　　　－ 　　　　　　　－ 　　　　　　3,437　 　　　　　　62.1

　※１　当第３四半期連結会計期間は販売実績が10％未満のため、記載を省略しております。

　※２　前第３四半期連結会計期間は販売実績が10％未満のため、記載を省略しております。

３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

４．Ａ社及びＢ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。

 

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３四半期連結会計期間（平成22年７月１日～９月30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。当社の主要拠点がある米国のＭ＆Ａ市場には回復傾向が

見られ、また日本企業による海外企業に対するＭ＆Ａも増加傾向であるものの、日本国内のＭ＆Ａ市場におきまして

は依然として力強い回復には至っておりません。

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強し、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。アセットマネジメント事業におきましては、当第３四半期連結会計期間にメザ

ニンファンドより新たに２件の投資を実行し、投資総額は累計で320億円、投資残高は当第３四半期末現在で280億円と

なっております。

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等により、当第３四半期連結会計期間におけるアドバイザリー事業の売

上高は引き続きマイナスの影響を受けております。
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以上により、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高5,535百万円（前年同四半期比24.5％増）、営業利益698百

万円（前年同四半期比204.6％増）、経常利益675百万円（前年同四半期比184.6％増）、四半期純利益30百万円（前年

同四半期は四半期純損失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1,888百万

円（前年同四半期比13.8％増）、営業利益122百万円（前年同四半期は営業損失16百万円））となりました。

事業セグメント別の売上は、アドバイザリー事業1,734百万円（前年同四半期比14.6％増）、アセットマネジメント

事業3,800百万円（前年同四半期比29.7％増）となっております。また、所在地別の売上は、日本4,561百万円（前年同

四半期比16.7％増）、米国1,035百万円（前年同四半期比93.3％増）、その他4百万円（前年同四半期は実績なし）と

なっております。

　

　(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9,648百万円（前年同四半期末

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支出した資金は563百万円（前年同四半期は2,686百万円の収

入）となりました。これは主に、営業貸付金の増加額が4,336百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が677百

万円、営業投資有価証券の減少額が2,986百万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0百万円（前年同四半期は29百万円の支出）と

なりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が10百万円あったものの、有形固定資産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獲得した資金は3,950百万円（前年同四半期は3,309百万円の支

出）となりました。これは主に、少数株主への分配金の支払額が104百万円あったものの、少数株主からの払込みによ

る収入が4,057百万円あったことによるものです。

　

　(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。
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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22年９月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成22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 345,189 348,609
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 345,189 348,609 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成22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22年９月30日）

新株予約権の数（個） 148（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） 1,480（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22年９月30日）

新株予約権の数（個） 466（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） 4,660（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３四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 　　　17,105（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） 　　　17,105（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。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

　

（５）【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７月１日～

平成22年９月30日
    － 345,189   － 508   － 133

　（注）平成22年10月１日から平成22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3,420株、資

　　　　本金及び資本準備金がそれぞれ３百万円増加しております。　

　

（６）【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。

　 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

  　 平成22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　13,861 － －

 完全議決権株式（その他） 普通株式 331,328 331,328 －

 単元未満株式 － － －

 発行済株式総数 345,189 － －

 総株主の議決権 － 331,328 －

　　　　（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１株が含まれております。

　　　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
13,861 － 13,861 4.02

計 － 13,861 － 13,861 4.02
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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22年
１月

平成22年
２月

平成22年
３月

平成22年
４月

平成22年
５月

平成22年
６月

平成22年
７月

平成22年
８月

平成22年
９月

最高（円） 111,800106,800101,200138,000130,50096,50089,90090,00084,800

最低（円） 96,10073,90075,90086,80071,60077,70081,20075,30075,100

        （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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から

平成22年９月30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）及び前第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は、あずさ監査法人による四半期レビューを受け、当第３四半期連結会計期間（平成22年７

月１日から平成22年９月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９月30日ま

で）に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 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。

　なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人となっ

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22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21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,255 6,466

受取手形及び売掛金 815 626

有価証券 392 395

営業投資有価証券 13,739 16,535

営業貸付金 14,551 6,689

その他 730 1,199

流動資産合計 39,484 31,912

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 210 121

その他（純額） 166 208

有形固定資産合計 ※1
 377

※1
 330

無形固定資産 30 19

投資その他の資産

投資有価証券 102 318

関係会社株式 2,068 2,046

その他 519 573

貸倒引当金 △24 △19

投資その他の資産合計 2,665 2,918

固定資産合計 3,073 3,267

資産合計 42,557 35,180

負債の部

流動負債

未払法人税等 94 29

その他 650 1,055

流動負債合計 745 1,085

固定負債

その他 231 222

固定負債合計 231 222

負債合計 976 1,308

純資産の部

株主資本

資本金 508 506

資本剰余金 9,447 9,446

利益剰余金 716 1,094

自己株式 △673 △673

株主資本合計 9,998 10,373

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2 0

為替換算調整勘定 △228 △131

評価・換算差額等合計 △225 △130

新株予約権 168 －

少数株主持分 31,638 23,629

純資産合計 41,581 33,872

負債純資産合計 42,557 35,180
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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）

前第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３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 8,054 8,971

売上原価 5,881 6,435

売上総利益 2,172 2,535

販売費及び一般管理費 ※
 1,531

※
 1,796

営業利益 641 739

営業外収益

受取利息 16 5

受取手数料 15 －

還付加算金 － 10

その他 18 2

営業外収益合計 49 18

営業外費用

為替差損 8 44

その他 1 0

営業外費用合計 9 44

経常利益 681 712

特別利益

投資有価証券売却益 － 8

特別利益合計 － 8

特別損失

投資有価証券評価損 49 18

特別損失合計 49 18

税金等調整前四半期純利益 631 701

法人税等 △19 13

少数株主利益 557 1,035

四半期純利益又は四半期純損失（△） 93 △347
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 4,445 5,535

売上原価 3,716 4,176

売上総利益 728 1,359

販売費及び一般管理費 ※
 499

※
 660

営業利益 229 698

営業外収益

受取利息 3 1

為替差益 3 －

その他 1 1

営業外収益合計 8 3

営業外費用

為替差損 － 26

その他 0 0

営業外費用合計 0 26

経常利益 237 675

特別利益

投資有価証券売却益 － 2

特別利益合計 － 2

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 228 677

法人税等 20 76

少数株主利益 243 569

四半期純利益又は四半期純損失（△） △35 30
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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３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22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 631 701

減価償却費 85 107

投資有価証券評価損益（△は益） 49 18

賞与引当金の増減額（△は減少） 343 173

受取利息及び受取配当金 △16 △5

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 2,500 2,980

営業貸付金の増減額（△は増加） △424 △7,862

売上債権の増減額（△は増加） 324 △231

未払費用の増減額（△は減少） △594 －

その他 △539 △298

小計 2,360 △4,415

利息及び配当金の受取額 16 5

法人税等の支払額 △672 △34

法人税等の還付額 1,052 440

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,757 △4,004

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 △176

投資有価証券の取得による支出 △214 －

投資有価証券の売却による収入 － 30

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 －

敷金の回収による収入 － 93

その他 △8 △42

投資活動によるキャッシュ・フロー △263 △95

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 △0

少数株主からの払込みによる収入 87 7,207

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 △234

その他 △15 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,828 6,962

現金及び現金同等物に係る換算差額 31 △86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,302 2,776

現金及び現金同等物の期首残高 9,677 6,862

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 31

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △21

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 8,375

※
 9,648
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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22年１月１日
至　平成22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アドバイザリー㈱は重要性が増加し

たため、連結の範囲に含めております。

　　また、第２四半期連結会計期間より、GCA America Corporationは重要性が

減少したため、連結の範囲より除外しております。

(2）変更後の連結子会社の数

　　12社

 

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

　前第３四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「還付加算金」（前第２

四半期連結累計期間は11百万円）は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、区分掲記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３四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３四半期連結累計期間は△17百万円）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。

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結貸借対照表）

　前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりました「賞与引当金」（当第３四半期連結会計期間末の残高

は162百万円）は、資産の総額の100分の１以下となったため、流動負債の「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３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22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。

 

【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22年１月１日
至　平成22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22年９月30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 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 419百万円 　 375百万円

　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 △2,000　〃

差引額   1,000百万円

　２　　　　　　　　　　同左

　

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22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。

※　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

給与手当 301百万円

賞与引当金繰入額 18百万円

貸倒引当金繰入額 4百万円

支払手数料 341百万円

 

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22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。

※　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

給与手当 78百万円

賞与引当金繰入額 6百万円

支払手数料 112百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22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

※　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９月30日）

（百万円）

現金及び預金 9,255

有価証券勘定（譲渡性預金） 121

有価証券勘定（ＭＭＦ） 271

現金及び現金同等物 9,648
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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22年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　

平成22年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　345,189株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　 　13,861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　　168百万円　

 

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

　

当第３四半期連結会計期間（自平成22年７月１日　至平成22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 1,734 3,800 5,535 － 5,535

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 1,734 3,800 5,535 － 5,535

営業利益 493 606 1,099 (400) 698

　（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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前第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

　

当第３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日　至平成22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 4,406 4,565 8,971 － 8,971

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 4,406 4,565 8,971 － 8,971

営業利益 717 1,156 1,874 (1,135) 739

　（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

 

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

23/32



【所在地別セグメント情報】

前第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

　

当第３四半期連結会計期間（自平成22年７月１日　至平成22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 4,534 996 4 5,535 － 5,535

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
26 38  － 65 (65) －

計 4,561 1,035 4 5,601 (65) 5,535

営業利益（又は営業損失） 748 420 (69) 1,099 (400) 698

 （注）「その他」に属する主な国は英国であります。

　

前第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
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当第３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日　至平成22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 7,011 1,948 11 8,971 － 8,971

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
26 75  － 102 (102) －

計 7,038 2,023 11 9,073 (102) 8,971

営業利益（又は営業損失） 1,823 263 (218) 1,868 (1,129) 739

 （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 　

　

当第３四半期連結会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）

 米国 その他 計 　

Ⅰ　海外売上高　(百万円） 996 4 1,001 　

Ⅱ　連結売上高　（百万円） － － 5,535 　

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
18.0 0.1 18.1 　

　（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。　

　

前第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 　

　

当第３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日　至平成22年９月30日）

 米国 その他 計 　

Ⅰ　海外売上高　(百万円） 1,948 11 1,959 　

Ⅱ　連結売上高　（百万円） － － 8,971 　

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
21.7 0.1 21.8 　

　（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３四半期連結会計期間末（平成22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22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22年７月１日　至　平成22年９月30日）

１．ストックオプションに係る当第３四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　　　75百万円

 

（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22年９月30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 29,497.50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３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22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（△） △1,042.47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３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22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 △347

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 △347

期中平均株式数（株） 336,026 333,819

         

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 　　148個

第２回新株予約権 　　466個

第３回新株予約権　17,105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。　
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前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

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。

１株当たり四半期純利益金額 93.08円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
91.42円

　（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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22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） △35 30

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）
△35 30

期中平均株式数（株） 333,229 331,869

         

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） － 5,999

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。

第３回新株予約権　17,105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。　
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（重要な後発事象）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１．インテグラル㈱の発行する社債の引受について

　当社連結子会社（ＧＣＡホールディングス㈱）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）と締結している投資契約に基づき、同社の発行する劣後社債の引受を以下のとおり実施いたしま

した。

(1) 取得する社債の種類

　　インテグラル㈱　第１回無担保劣後特約付普通社債

(2) 取得日

　　平成22年11月8日

(3) 取得価額

　　1,000百万円

　なお、当該社債につきましては、重要な後発事象　２．「インテグラル㈱への出資解消について」に記載のとおり、平成

22年11月に売却を予定しております。

　

２．インテグラル㈱への出資解消について

　当社は平成22年11月９日開催の取締役会において、クライアントに対するアドバイザリーサービスの提供に経営資源を

集中するため、当社連結子会社（ＧＣＡホールディングス㈱）が保有する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）の優先株式、新株予約権及び劣後社債を売却し、同社への出資を解消するこ

とを決議いたしました。

(1) 売却先

　　当社取締役　佐山　展生

　　当社従業員　山本　礼二郎

(2) 売却時期

　　平成22年11月（予定）

(3) 売却する優先株式の総数、新株予約権の個数及び劣後社債の総額

　①　優先株式　　　 50,000株

　②　新株予約権　 　75,000個

　③　劣後社債　　1,000百万円

(4) 売却価額

　①　優先株式　　2,000百万円

　②　新株予約権　　　0百万円

　③　劣後社債　　1,000百万円

　当該優先株式、新株予約権及び劣後社債の売却による損益に与える影響は軽微であります。
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

３．自己株式の取得について

　当社は平成22年11月９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

　　　48,170株

　③　取得する期間

　　　平成22年11月10日

　④　取得価額の総額

　　　3,333百万円

　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22年11月10日

(4) その他

　　上記ToSTNeT-3による取得の結果、当社普通株式

　48,170株（取得価額3,333百万円）を取得いたしました。

　

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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 　

平成22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

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 酒井　弘行　　印

 
指定有限責任社員
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３四半期連結会計期間（平成22年７月

１日から平成22年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22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22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。

追記情報

１．重要な後発事象１．に記載されているとおり、会社は平成22年11月８日にインテグラル株式会社の発行する社債

の引受を行っている。

２．重要な後発事象２．に記載されているとおり、会社は平成22年11月９日開催の取締役会において、連結子会社が保

有するインテグラル株式会社の優先株式、新株予約権及び劣後社債をＧＣＡサヴィアングループ株式会社取締役佐

山展生氏及び同従業員山本礼二郎氏に売却し、同社への出資を解消することを決議している。

３．重要な後発事象３．に記載されているとおり、会社は平成22年11月９日開催の取締役会において、自己株式の取得

を決議し、平成22年11月10日に自己株式の取得を行っている。

　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）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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