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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３期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第４期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第３期

会計期間

自平成22年
１月１日
至平成22年
３月31日

自平成23年
１月１日
至平成23年
３月31日

自平成22年
１月１日
至平成22年
12月31日

売上高（百万円） 1,421 7,165 14,947

経常利益（△は損失）（百万円） △264 1,844 1,818

四半期（当期）純利益

（△は損失）（百万円）
△295 370 38

純資産額（百万円） 33,592 36,596 37,373

総資産額（百万円） 34,428 37,869 39,821

１株当たり純資産額（円） 29,603.8223,459.1023,084.56

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（△は損失）（円）
△881.61 1,296.67 116.54

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ 1,217.39 114.84

自己資本比率（％） 28.9 17.7 16.6

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△927 2,549 △1,928

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△141 93 1,912

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△130 △2,853 1,952

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
5,669 8,398 8,568

従業員数（人） 220 213 215

　（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。 
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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23年３月31日現在

従業員数（人） 213     

　（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23年３月31日現在

従業員数（人） 8     

　（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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

前年同四半期比（％）

アドバイザリー事業（百万円） 2,152 －

アセットマネジメント事業（百万円） 131 －

ファンド事業（百万円） 5,013 －

合計（百万円） 7,296 －

（注）１．上記の金額はセグメント間取引の相殺消去前の数値であります。

　　　２．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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）　

　金額（百万円） 　割合（％） 　金額（百万円） 割合（％）

Ａ社　※１ 　　　 　　　　－ 　　　　　　　－ 　　　　　　　4,530 　　　　　　63.2

　※１　前第１四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．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　　３．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。
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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23年１月１日～平成23年３月31日）におけるわが国の経済は、雇用情勢が依然

厳しいながらも、主要国での景気対策の効果や輸出の回復に伴い、企業の生産活動は全般的に回復基調で推移いたし

ました。Ｍ＆Ａ市場におきましては、欧米は引き続き極めて順調な回復を示し、国内においても日本企業による海外企

業買収の増加により力強い回復傾向が見られました。しかしながら、本年３月11日に発生した東日本大震災は電力供

給や物流網をはじめとする社会インフラに深刻な打撃をあたえ、今後の日本経済に多大な影響を及ぼしつつありま

す。今回の震災による当社グループの業績への影響は現時点では軽微であると考えておりますが、今後も引き続き震

災がＭ＆Ａ市場に及ぼす影響を注視してまいります。

　このような環境の中、当社グループにおきましては、経営理念である「Trusted Advisor For Client's Best

Interest」を実現し、クライアントの価値創出のために社員一丸となって、付加価値の高い助言業務に取り組んでま

いりました。その結果、日本のＭ＆Ａ市場の平成23年第１四半期のランキングでは件数ベースで６位、金額ベースで７

位（共にマージャーマーケット調べ）と健闘いたしました。

　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米国拠点において経験豊富なシニアバンカーを増員し、また４月にはインドのムン

バイにおいて現地法人を設立いたしました。

　

以上により、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高7,165百万円（前年同四半期比404.2％増）、営業利益

1,832百万円（前年同四半期は営業損失271百万円）、経常利益1,844百万円（前年同四半期は経常損失264百万円）、

四半期純利益370百万円（前年同四半期は四半期純損失295百万円）（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2,283百万円（前年同四半期比80.2％増）、営業利益641百万円（前年同四半期は営業損失413百

万円）となりました。報告セグメント別の売上は、アドバイザリー事業2,152百万円（前年同四半期比89.3％増）、ア

セットマネジメント事業131百万円（前年同四半期比0.6％増）、ファンド事業5,013百万円（前年同四半期は283百万

円）となっております。

　

　(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8,398百万円となりました。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得られた資金は2,549百万円（前年同四半期は927百万円の支

出）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,844百万円を計上したこと及び、メザニンファンド連結

による営業投資有価証券の回収による減少額が3,488百万円、営業貸付金の減少額が315百万円あったものの、未払金

の減少額が1,613百万円、売上債権の増加額が916百万円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）

　当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は93百万円（前年同四半期は141百万円の支出）

となりました。これは主に、敷金の回収による収入が104百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が13百

万円あったことによるものであります。

（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2,853百万円（前年同四半期は130百万円の支

出）となりました。これは主に、メザニンファンドの投資家への分配金の支払額2,425百万円及び出資払戻しによる支

出209百万円、株主への配当金の支払額276百万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。
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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

　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
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
(平成23年３月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成23年５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 350,719 350,719
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 350,719 350,719 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成23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23年３月31日）

新株予約権の数（個） 　　　　　　　　　　　　　14（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） 140（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23年３月31日）

新株予約権の数（個） 　　　　　　　　　　　　　47（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） 470（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４回新株予約権

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成23年３月31日）

新株予約権の数（個） 55,934

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） 55,934

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１ １株当たり　　　89,900

新株予約権の行使期間
自　平成23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　　　 89,900

  資本組入額　　 44,950

新株予約権の行使の条件 （注）２

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）３

　（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．新株予約権の行使の条件

(1）当社の平成23年12月乃至平成26年12月期のいずれかの事業年度末におけるROEが20％以上となった場合に

初めて新株予約権の行使を行うことができる。なお、ROEは、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成

23年12月期乃至平成26年12月期の各有価証券報告書に記載された連結財務諸表における当期純利益を株

主資本合計で除して計算されるものとする。

(2）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。

３．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　　　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点におい

て残存する本新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新

株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅

するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、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において定めた場合に限るものと

する。

(ⅰ)　交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存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。
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(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、上記（注）１に準じて決定する。

(ⅳ)  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）２に準じて決定する。

(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)  新株予約権の行使の条件

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）２に準じて決定する。

(ⅶ)  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

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）２に準じて決定する。

(ⅷ)  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いては、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(ⅸ)  新株予約権の取得条項

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）２に準じて決定する。　　

(ⅹ)  組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）２に準じて決定する。　

　(xi)  新株予約権を行使した新株予約権者に対する株式の数に１株に満たない端数が生じた場合

これを切り捨てるものとする。

　

（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23年１月１日～

平成23年３月31日
   60 350,719   0 513   0 138

　（注）新株予約権の行使による増加であります。
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（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。 

　

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

   平成23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 　64,831 － －

 完全議決権株式（その他） 普通株式　285,888 285,888 －

 単元未満株式 － － －

 発行済株式総数 350,719 － －

 総株主の議決権 － 285,888 －

　　　　（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23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
64,831 － 64,831 18.49

計  － 64,831 － 64,831 18.49

 

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23年
１月

平成23年
２月

平成23年
３月

最高（円） 141,000209,000194,500

最低（円） 89,200110,100100,000

        （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。

　なお、前第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）及び前第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23年１月１日から平成23年３月31日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成23年１月１日から

平成23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）及び前第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は、あずさ監査法人による四半期レビューを受け、当第１四半期連結会計期間（平成23年１

月１日から平成23年３月31日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成23年１月１日から平成23年３月31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１四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,104 8,257

売掛金 1,769 847

有価証券 1,294 310

営業投資有価証券 8,250 11,734

営業貸付金 16,537 16,853

その他 1,478 759

貸倒引当金 △4 －

流動資産合計 36,430 38,762

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 185 197

その他（純額） 144 148

有形固定資産合計 ※
 329

※
 346

無形固定資産 32 34

投資その他の資産

投資有価証券 131 128

関係会社株式 48 48

その他 907 524

貸倒引当金 △11 △24

投資その他の資産合計 1,076 677

固定資産合計 1,438 1,058

資産合計 37,869 39,821
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日)

負債の部

流動負債

未払法人税等 255 32

引当金 222 －

その他 531 2,161

流動負債合計 1,009 2,193

固定負債

その他 263 254

固定負債合計 263 254

負債合計 1,273 2,447

純資産の部

株主資本

資本金 513 513

資本剰余金 9,453 9,453

利益剰余金 1,187 1,102

自己株式 △4,217 △4,217

株主資本合計 6,936 6,852

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9 8

為替換算調整勘定 △240 △262

評価・換算差額等合計 △230 △253

新株予約権 511 －

少数株主持分 29,377 30,775

純資産合計 36,596 37,373

負債純資産合計 37,869 39,821
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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22年１月１日
　至　平成22年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年３月31日)

売上高 1,421 7,165

売上原価 1,077 4,698

売上総利益 344 2,466

販売費及び一般管理費 ※
 615

※
 634

営業利益又は営業損失（△） △271 1,832

営業外収益

受取利息 2 4

為替差益 3 7

その他 2 1

営業外収益合計 7 12

営業外費用

その他 0 －

営業外費用合計 0 －

経常利益又は経常損失（△） △264 1,844

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（△）

△276 1,844

法人税等 △120 295

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,549

少数株主利益 139 1,178

四半期純利益又は四半期純損失（△） △295 370
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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22年１月１日
　至　平成22年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23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（△）

△276 1,844

減価償却費 43 36

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） △0 △9

賞与引当金の増減額（△は減少） 72 221

受取利息及び受取配当金 △2 △4

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △11 3,488

営業貸付金の増減額（△は増加） △146 315

売上債権の増減額（△は増加） △213 △916

未払金の増減額（△は減少） － △1,613

その他 △380 △765

小計 △898 2,597

利息及び配当金の受取額 2 4

法人税等の支払額 △31 △102

法人税等の還付額 － 51

営業活動によるキャッシュ・フロー △927 2,549

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 △161 △13

投資有価証券の売却による収入 20 －

敷金の回収による収入 － 104

その他 － 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △141 93

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △0 △276

少数株主からの払込みによる収入 2 57

少数株主への出資払戻しによる支出 － △209

少数株主への分配金の支払額 △129 △2,425

その他 △3 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △130 △2,853

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24 40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,224 △169

現金及び現金同等物の期首残高 6,862 8,568

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四半期末残高 ※
 5,669

※
 8,398
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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23年１月１日
至　平成23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、MCo3号投資事業有限責任組合を新たに設

立したため、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

２．会計処理基準に関する事項の変更 (1）資産除去債務に関する会計基準の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」　　

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31

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

響は軽微であります。

 

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第

１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。　

（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、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりま

した「未払金の増減額」は重要性が増加したため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。な

お、前第１四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「未払金の増減

額」は458百万円であります。

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23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23年１月１日
至　平成23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23年３月31日）

前連結会計年度末
（平成22年12月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額 

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　  473百万円

※　有形固定資産の減価償却累計額 

    　　　　　　　　　 　　　　　　　　　444百万円

 

（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22年１月１日
至　平成22年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23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 7百万円

支払手数料 136百万円

賞与引当金繰入額 14百万円

貸倒引当金繰入額 4百万円

租税公課 184百万円

 

（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22年１月１日
至　平成22年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23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

※　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23年３月31日）

（百万円）

現金及び預金 7,104

有価証券勘定（譲渡性預金） 1,097

有価証券勘定（ＭＭＦ） 196

現金及び現金同等物 8,398

　

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成23年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成23年１月１日　至　

平成23年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　350,719株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　 　　64,831株

 

３．新株予約権等に関する事項

(1) 第4回新株予約権

　　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　　　　　　　　 　　55,934株

　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　親会社　　511百万円

 

４．配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成23年２月16日

取締役会
普通株式 285百万円 利益剰余金 1,000円 平成22年12月31日平成23年３月16日
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（セグメント情報等）

【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

 

【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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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうちに分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、アドバイザリー事業及びアセットマネジメント事業について、それぞれ事業拠点を設立し、事業活

動を展開しております。このほか、投資事業有限責任組合（ファンド）を設立しております。

　したがって、当社は、事業別を基礎としたセグメントから構成されており、「アドバイザリー事業」、「ア

セットマネジメント事業」に「ファンド事業」を加えた３つを報告セグメントとしております。

　各報告セグメントにおける主要な事業は以下のとおりです。

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

ファンド事業 メザニン投資

　　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23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

ファンド
非連結
計

ファンド
事業

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

（百万円）（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 2,152 － 2,1525,0137,165 － 7,165

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 131 131 － 131 (131) －

計 2,152 131 2,2835,0137,296 (131) 7,165

セグメント利益 619 22 641 1,1901,832 － 1,832

 

　なお、アドバイザリー事業の地域別内訳は以下のとおりです。

 
日本 米国 その他 計

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高 1,415 733 3 2,152

営業利益（又は営業損失） 487 190 (59) 619

　（注）「その他」に属する主な国は英国であります。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

（追加情報）

　当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号　平成20年３月21日）を適用しております。

　

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

21/26



（金融商品関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成23年３月31日）

売掛金及び営業投資有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、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ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含ま

れておりません。

　

四半期連結貸借

対照表計上額

（百万円）　

時　価

（百万円）　

差　額

（百万円）　

(1) 売掛金 1,769 1,769 －

(2) 営業投資有価証券 214 214 －

（注）１．金融商品の時価の算定方法

(1) 売掛金

　短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。　

(2) 営業投資有価証券

　取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。

　

　　２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　

四半期連結貸借

対照表計上額

（百万円）　

営業投資有価証券に属するもの 　

非上場株式 8,035

　上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(2) 営業投資有価証

券」には含めておりません。

　

（有価証券関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成23年３月31日）

　その他有価証券で時価のあるもののうち、企業集団の事業の運営において重要なものであり、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るものはありません。

　

（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23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23年１月１日　至　平成23年３月31日）

該当事項はありません。
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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23年３月31日）

前連結会計年度末
（平成22年12月31日）

１株当たり純資産額 23,459.10円 １株当たり純資産額 23,084.56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22年１月１日
至　平成22年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

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。　

１株当たり四半期純利益金額 1,296.67円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
1,217.39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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23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） △295 370

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）
△295 370

期中平均株式数（株） 335,440 285,868

         

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） － 18,615

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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年５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23年１月１日から平成23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23年１月

１日から平成23年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年１月１日から平成23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23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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