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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２四半期連結
累計期間

第４期
第２四半期連結
累計期間

第３期
第２四半期連結
会計期間

第４期
第２四半期連結
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
６月30日

自平成23年
１月１日
至平成23年
６月30日

自平成22年
４月１日
至平成22年
６月30日

自平成23年
４月１日
至平成23年
６月30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） 3,435 8,905 2,014 1,740 14,947

経常利益（百万円） 36 1,985 301 140 1,818

四半期（当期）純利益

（△は損失）（百万円）
△378 275 △83 △94 38

純資産額（百万円） － － 37,013 31,290 37,373

総資産額（百万円） － － 37,932 32,553 39,821

１株当たり純資産額（円） － － 29,517.5522,960.4823,084.56

１株当たり四半期（当期）純利益

（△は損失）金額（円）
△1,131.65 964.77 △248.84 △331.85 116.54

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ 908.55 － － 114.84

自己資本比率（％） － － 25.8 20.2 16.6

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△3,440 5,306 － － △1,928

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△95 14 － － 1,912

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
3,012 △8,356 － － 1,952

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 6,306 5,525 8,568

従業員数（人） － － 217 225 215

（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２四半期連結累計（会計）期間及び第４期第２四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。
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２【事業の内容】

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

変更はありません。

  

３【関係会社の状況】

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

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成23年６月30日現在

従業員数（人） 225  

　（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６月30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２四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２四半期連結会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

前年同四半期比（％）

アドバイザリー事業（百万円） 1,226 －

アセットマネジメント事業（百万円） 160 －

ファンド事業（百万円） 514 －

合計（百万円） 1,900 －

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

績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

取引先

前第２四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）　

　金額（百万円） 　割合（％） 　金額（百万円） 割合（％）

Ａ社　※１ 　　　 　　　　－ 　　　　　　　－ 　　　　　　　269 　　　　　　14.2

　※１　前第２四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２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価

証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

 　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

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２四半期連結会計期間（平成23年４月１日～平成23年６月30日）の世界経済は、ユーロ圏加盟国における政府

債務問題の深刻化、米国の景気減速、中東情勢の緊迫化等の懸念材料を抱えながらも、全体としては緩やかな回復基調

が継続しました。国内経済においては、堅調な外需を背景に景気が持ち直していくことが期待されましたが、３月11日

に発生した東日本大震災の影響により企業の生産活動が停滞し、個人消費も弱含みで推移いたしました。

国内Ｍ＆Ａ市場においては、平成21年第４四半期を底に回復基調が続いておりましたが、震災による案件の中断・

中止により４～５月は取引の停滞がみられました。その影響によりクロージングのタイミングが第３四半期以降にず

れ込む案件が複数あり、中でも数件の大型案件が７月１日に完了したことから約７億円の売上が７月に計上されてお

ります。従いまして、第２四半期までの通期の業績予想に対する進捗率は低くなっているものの、現時点の進捗は予定

通りとなっております。なお、国際Ｍ＆Ａ（クロスボーダーＭ＆Ａ）、とりわけ日本企業による海外企業の買収は引き

続き増加傾向であり、米国Ｍ＆Ａ市場も引き続き堅調に推移しております。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２四半期のランキングでは件数ベースで９位（マージャーマーケット調べ）に加え、インドの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５位（ブルームバーグ調べ）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、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３月にはインドのムンバイ、５月には中国上海において現

地法人を設立いたしました。

　

以上により、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高1,740百万円（前年同四半期比13.6％減）、営業利益132百

万円（前年同四半期比57.5％減）、経常利益140百万円（前年同四半期比53.4％減）、四半期純損失94百万円（前年同

四半期は四半期純損失83百万円）（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1,386百万円
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（前年同四半期比17.0％減）、営業損失200百万円（前年同四半期は営業損失17百万円））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1,226百万円（前年同四半期比20.4％減）、アセットマネジメント事業160百万

円（前年同四半期比22.6％増）、ファンド事業514百万円（前年同四半期比8.4％増）となっております。

なお、当第２四半期連結累計期間の海外拠点における損益項目の換算レートは82.05円/USドル、132.60円/英ポンド

となっております。業績予想における想定レートは85円/USドル、135円/英ポンドであります。また、前年同四半期の換

算レートは91.37円/USドル、139.40円/英ポンドであります。

　

　(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は5,525百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は2,756百万円（前年同四半期は2,512百万円の支

出）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益137百万円を計上したこと及び、売上債権の回収額が1,131

百万円、営業貸付金の回収額が602百万円あったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において投資活動の結果支出した資金は79百万円（前年同四半期は46百万円の収入）と

なりました。これは主に、関係会社株式の取得による支出が91百万円あったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において財務活動の結果支出した資金は5,502百万円（前年同四半期は3,143百万円の収

入）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が5,533百万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２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

　(4）研究開発活動

　　　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　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２四半期会計期間末
現在発行数（株）
(平成23年６月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成23年８月11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）

当社は単元株制度

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８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社第１回新株予約権

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成23年６月30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２四半期会計期間末現在
（平成23年６月30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

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２四半期会計期間末現在
（平成23年６月30日）

新株予約権の数（個） 54,944（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） 54,944（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１ １株当たり　　　89,900

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）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）当社の平成23年12月期乃至平成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。

４．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）３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）１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）３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）３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）３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、（注）４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。
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ＧＣＡサヴィアングループ株式会社第５回新株予約権

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成23年６月30日）

新株予約権の数（個） 1,000

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） 1,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１ １株当たり　　　130,200

新株予約権の行使期間
自　平成24年２月15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　　　 130,200

資本組入額 　　 65,100

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月期乃至平成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）２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）１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、（注）３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。
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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23年４月１日～

平成23年６月30日
－ 350,719 － 513 － 138

 

（６）【大株主の状況】

 平成23年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社

代表取締役　渡辺　章博

東京都千代田区丸の内一丁目11番１号パシ

フィックセンチュリープレイス丸の内30階
64,831 18.49

渡辺　章博 東京都世田谷区 37,356 10.65

トッド・ジェイ・カーター
アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフラン

シスコ
22,329 6.37

クラーク・エヌ・カランダー
アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフラン

シスコ
16,687 4.76

加藤　裕康 東京都世田谷区 15,800 4.51

ジェフェリー・ディ・バルドウィン
アメリカ合衆国カリフォルニア州ウッドサイ

ド
15,192 4.33

ジェイムズ・ビー・エイブリー
アメリカ合衆国カリフォルニア州ヒルズボ

ロー
15,071 4.30

マーク・ジェイ・マキナニー
アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフラン

シスコ
14,948 4.26

佐山　展生 東京都渋谷区 12,772 3.64

山本　礼二郎 東京都目黒区 7,304 2.08

計 － 222,290 63.38

　（注）１．トッド・ジェイ・カーター氏は、所有する当社株式22,329株のうち、2,652株をファイブ・シー・パートナー

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

簿に記載されております。

　　　　２．クラーク・エヌ・カランダー氏は、所有する当社株式16,687株のうち、4,721株をタラク　パートナーズ、エルエル

シーに信託しており、同社の名義で株主名簿に記載されております。

　　　　３．マーク・ジェイ・マキナニー氏は、所有する当社株式14,948株のうち、746株をマーク・マキナニー・2007・ジー

アールエーティーに信託しており、同社の名義で株主名簿に記載されております。
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　なお、当社は平成20年３月３日に旧ＧＣＡホールディングス㈱と旧サヴィアン㈱との共同株式移転（以下「株式　　　　　

　　　移転」）の方法により、両社の完全親会社となる共同持株会社である当社を設立しました。その際、両社の役職員株

主の間で下記の株主間契約を締結しております。

　

　（１）ロックアップ

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

下記ロックアップスケジュールに従い解除された株式について、下記（３）に記載のとおり、株式移転後４年間

（平成23年３月30日付で２年間の延長を本株主間等で合意しております。）は当社の管理するプログラムにより株

式の限定的売却は可能としております。

　

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

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

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

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

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

　

（２）権利放棄

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

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

るものとされ、当社は放棄された株式を無償で取得できるものとされています。

なお、株式移転後に７名の役職員が自己都合で退職しており、当該役職員保有株の7,925株については当社が無償

で取得しております。

　

（３）売却規制プログラム

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

を除き、その保有する株式を売却しようとする場合には、株式移転後４年間（平成23年３月30日付で２年間の延長

を本株主間等で合意しております。）は原則として、当社が設定する一定の売却規制プログラムにしたがって株式

を売却することが求められています。

　

（４）スタンドスティル

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

任状勧誘等を行わないこと等に合意しています。

　

（５）その他

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

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

配権の異動があった場合は解約される可能性があります。
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また、当社は、役職員株主から、当社の取締役及び監査役の選解任、役員の報酬、企業買収等による支配権の異動、解散

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

ております。これにより、下記役職員による共同保有として大量保有報告書が提出されております。

　

共同保有における株券等保有割合の内訳

　 平成23年６月30日現在

提出者及び共同保有者名
保有株券等の数
（総数）（株・口）

（注）１　

株券等保有割合
（％）
（注）２　

渡辺　章博 37,456 　9.96
佐山　展生       12,872 3.42
山本　礼二郎     　7,404   1.97
加藤　裕康 16,550 4.40
益戸　宣彦     3,900 1.04
福谷　尚久 3,500 0.93
林　啓之   3,200    0.85
高橋　元   3,650  0.97
ジェームス・ビー・エイブリー    17,171  4.57
ウィリアム・エイチ・ヴェイカー・フォース   1,285  0.34
ジェフェリー・ディ・バルドウィン    17,292 4.60
クラーク・エヌ・カランダー 14,066     3.74
タラク・パートナーズ・エルエルシー      4,721     1.26
トッド・ジェイ・カーター       24,429    6.50
ブライス・ピー・ダイキン      1,857     0.49
マイケル・ジェイ・エドワーズ      1,352     0.36
スティーブン・シー・フレッチャー     5,436     1.45
マーク・エイ・グリーンバウム      3,164     0.84
リチャード・エス・ジェイセン     4,414     1.17
アーサー・エス・キルシュ     1,207     0.32
ジョン・エフ・ランブロス      5,435     1.45
マーク・ジェイ・マキナニー       17,048     4.53
ジョン・ジー・ムレー      5,141     1.37
ダニエル・エイチ・ビーチ    1,332    0.35
マーク・ワイサー      7,874     2.09

合計        221,756     58.99

（注）１．保有株券等の数には、新株予約権の個数も含まれております。 

　　　２．株券等保有割合は、共同保有者の新株予約権の総数（25,225個）と発行済株式総数（350,719株）の合計

　　　　　375,944株を基に算出しております。　
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

   平成23年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

 無議決権株式 － － －

 議決権制限株式（自己株式等） － － －

 議決権制限株式（その他） － － －

 完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　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６月30日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

 自己名義所有

  株式数（株）

 他人名義所有

  株式数（株）

 所有株式数の

  合計（株）

 発行済株式総数

 に対する所有株

 式数の割合

（％）

ＧＣＡサヴィア

ングループ株式

会社  

東京都千代田区

丸の内1-11-1
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

平成23年
４月

平成23年
５月

平成23年
６月

最高（円） 141,000209,000194,500147,200147,000126,000

最低（円） 89,200110,100100,000121,000106,400105,700

        （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２四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成22年１月１日から平成22年６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２四半期連結

会計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成23年１月１日から

平成23年６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２四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平

成22年６月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成23年１月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、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。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,209 8,257

売掛金 631 847

有価証券 316 310

営業投資有価証券 8,247 11,734

営業貸付金 15,935 16,853

その他 735 759

貸倒引当金 △3 －

流動資産合計 31,073 38,762

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 174 197

その他（純額） 133 148

有形固定資産合計 ※
 308

※
 346

無形固定資産 33 34

投資その他の資産

投資有価証券 110 128

関係会社株式 140 48

その他 899 524

貸倒引当金 △11 △24

投資その他の資産合計 1,138 677

固定資産合計 1,480 1,058

資産合計 32,553 39,821
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

負債の部

流動負債

未払法人税等 102 32

賞与引当金 414 －

その他 491 2,161

流動負債合計 1,009 2,193

固定負債

その他 253 254

固定負債合計 253 254

負債合計 1,263 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 1,092 1,102

自己株式 △4,217 △4,217

株主資本合計 6,842 6,852

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － 8

為替換算調整勘定 △277 △262

評価・換算差額等合計 △277 △253

新株予約権 513 －

少数株主持分 24,212 30,775

純資産合計 31,290 37,373

負債純資産合計 32,553 39,821
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年６月30日)

売上高 3,435 8,905

売上原価 2,259 5,851

売上総利益 1,175 3,054

販売費及び一般管理費 ※1
 1,135

※1
 1,089

営業利益 40 1,965

営業外収益

受取利息 3 7

受取配当金 － 15

還付加算金 10 －

その他 0 2

営業外収益合計 14 24

営業外費用

為替差損 17 4

その他 0 －

営業外費用合計 18 4

経常利益 36 1,985

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 18 2

特別損失合計 18 2

税金等調整前四半期純利益 24 1,982

法人税等 ※2
 △62

※2
 198

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,784

少数株主利益 466 1,508

四半期純利益又は四半期純損失（△） △378 275
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

売上高 2,014 1,740

売上原価 1,182 1,152

売上総利益 831 588

販売費及び一般管理費 ※1
 519

※1
 455

営業利益 311 132

営業外収益

受取利息 1 3

受取配当金 － 15

還付加算金 9 －

その他 0 0

営業外収益合計 10 19

営業外費用

為替差損 21 11

その他 0 －

営業外費用合計 21 11

経常利益 301 140

特別損失

投資有価証券評価損 0 2

特別損失合計 0 2

税金等調整前四半期純利益 300 137

法人税等 ※2
 57

※2
 △96

少数株主損益調整前四半期純利益 － 234

少数株主利益 326 329

四半期純損失（△） △83 △94
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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２四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 24 1,982

減価償却費 76 68

投資有価証券評価損益（△は益） 18 2

賞与引当金の増減額（△は減少） 195 418

受取利息及び受取配当金 △3 △22

営業投資有価証券の増減額（△は増加） － 3,485

営業貸付金の増減額（△は増加） △3,526 917

売上債権の増減額（△は増加） △245 215

未払金の増減額（△は減少） － △1,590

その他 △392 △38

小計 △3,852 5,438

利息及び配当金の受取額 3 22

法人税等の支払額 △32 △378

法人税等の還付額 440 223

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,440 5,306

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 △164 △17

投資有価証券の売却による収入 20 －

関係会社株式の取得による支出 － △91

敷金の回収による収入 93 106

その他 △44 17

投資活動によるキャッシュ・フロー △95 14

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △0 △284

少数株主からの払込みによる収入 3,150 96

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 △7,959

その他 △7 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,012 △8,356

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41 △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △565 △3,042

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 －

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 ※
 6,306

※
 5,525
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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２四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項の変更 (1）連結の範囲の変更

　　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。

　　ＧＣＡアドバイザリー㈱については、当第２四半期連結会計期間において

ＧＣＡサヴィアン㈱に吸収合併されたため、連結の範囲から除いておりま

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）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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、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。

(2）税金費用の計算方法の変更

　税金費用については、従来、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する方法によっておりましたが、四半期会計期

間の税金費用をより適切に計算するため、当第２四半期連結会計期間より、

年度決算と同様の方法で、納付税額の算出にあたり加味する加減算項目や

税額控除項目を重要なものに限定する方法に変更しております。

　主に当社の連結子会社であるＧＣＡサヴィアン㈱とＧＣＡアドバイザ

リー㈱の合併に伴い、将来減算一時差異等のスケジューリングを再検討し

た結果、当第２四半期連結会計期間に繰延税金資産が新たに認識可能と

なったことから、従来の方法を当第２四半期連結累計期間に適用した場合

と比較して、四半期純利益は128百万円増加しております。また、変更後の方

法を当第１四半期連結会計期間に適用した場合、四半期純利益に与える影

響は軽微であります。　

　

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

24/37



【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日）

（四半期連結損益計算書）

１．「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

２四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。

２．前第２四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「受取配当金」は、営業

外収益の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四半期連

結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取配当金」は０百万円であります。

３．前第２四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外収益の「還付加算金」は、営業外収益の100分の

20以下となったため、当第２四半期連結累計期間では営業外収益の「その他」に含めて表示することとしました。な

お、当第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「還付加算金」は１百万円であります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

　前第２四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２四半期連結累計期間では区分掲記することとしました。な

お、前第２四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△492百万円であります。

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

（四半期連結損益計算書）

１．「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

２四半期連結会計期間では、「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。

２．前第２四半期連結会計期間において区分掲記しておりました営業外収益の「還付加算金」は、営業外収益の100分の

20以下となったため、当第２四半期連結会計期間では営業外収益の「その他」に含めて表示することとしました。な

お、当第２四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「還付加算金」は０百万円であります。

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日）

固定資産の減価償却費の算定方法   定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定する方法によっております。

 

【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】

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成23年６月30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

492百万円

※　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２四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日）

※１　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。

※１　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 223百万円

賞与引当金繰入額 12百万円

貸倒引当金繰入額 4百万円

支払手数料 229百万円

※２　「法人税等」は「法人税、住民税及び事業税」と「法

人税調整額」を一括して記載しております。

給与手当 150百万円

賞与引当金繰入額 31百万円

貸倒引当金繰入額 3百万円

支払手数料 140　
百万円

　

※２　　　　　　　　　　同左

 

前第２四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

※１　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。

※１　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 85百万円

賞与引当金繰入額 7百万円

貸倒引当金繰入額 5百万円

支払手数料 92百万円

※２　「法人税等」は「法人税、住民税及び事業税」と「法

人税調整額」を一括して記載しております。

給与手当 77百万円

賞与引当金繰入額 17百万円

支払手数料　 62　百万円

　 　　

※２　　　　　　　　　　同左　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年６月30日）

（百万円）

現金及び預金 5,967

有価証券勘定（ＭＭＦ） 339

現金及び現金同等物 6,306

　

※　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６月30日）

（百万円）

現金及び預金 5,209

有価証券勘定（譲渡性預金） 125

有価証券勘定（ＭＭＦ） 190

現金及び現金同等物 5,525

　

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

26/37



（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成23年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成23年１月１日　至　

平成23年６月30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　　　　　　　　 　　54,944株

　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　親会社　　502百万円

　

(2) 第５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　　　　　　　　 　 　1,000株

　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　親会社　 　11百万円

（注）第５回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 

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２四半期連結会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）

 
アドバイザリー

事業
アセットマネジ
メント事業

計
消去又は
全社

連結

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,546 468 2,014 － 2,014

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 1,546 468 2,014 － 2,014

営業利益 289 359 649 (337) 311

　（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

 

前第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日　至平成22年６月30日）

 
アドバイザリー

事業
アセットマネジ
メント事業

計
消去又は
全社

連結

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 2,671 764 3,435 － 3,435

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 2,671 764 3,435 － 3,435

営業利益 224 550 774 (734) 40

　（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２四半期連結会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）

 
日本 米国  その他 計

消去又は
全社

連結

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 1,347 664 2 2,014 － 2,014

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 36 － 36 (36) －

計 1,347 701 2 2,050 (36) 2,014

営業利益（又は営業損失） 632 97 (80) 649 (337) 311

 （注）「その他」に属する主な国は英国であります。

　

前第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日　至平成22年６月30日）

 
日本 米国  その他 計

消去又は
全社

連結

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 2,477 951 6 3,435 － 3,435

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 36 － 36 (36) －

計 2,477 987 6 3,471 (36) 3,435

営業利益（又は営業損失） 1,075 (157) (148) 769 (729) 40

 （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２四半期連結会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）

 米国 その他 計 　

Ⅰ　海外売上高　(百万円） 664 2 666  

Ⅱ　連結売上高　（百万円） － － 2,014  

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
33.0 0.1 33.1  

　（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２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日　至平成22年６月30日）

 米国 その他 計 　

Ⅰ　海外売上高　(百万円） 951 6 958  

Ⅱ　連結売上高　（百万円） － － 3,435  

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
27.7 0.2 27.9  

　（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。

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

29/37



【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２四半期連結累計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年６月30日）

 

アドバイ
ザリー
事業

アセット
マネジメ
ント事業

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 3,378 － 3,3785,5278,905 － 8,905

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 291 291 － 291 (291) －

計 3,378 291 3,6705,5279,197 (291) 8,905

セグメント利益 396 45 441 1,5231,965 － 1,965

 

　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 2,061 1,310 6 3,378

営業利益（又は営業損失） 258 245 (108) 396

　（注）「その他」に属する主な国は英国であります。
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当第２四半期連結会計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

 

アドバイ
ザリー
事業

アセット
マネジメ
ント事業

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 1,226 － 1,226 514 1,740 － 1,740

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 160 160 － 160 (160) －

計 1,226 160 1,386 514 1,900 (160) 1,740

セグメント利益

（又はセグメント損失）
(222) 22 (200) 332 132 － 132

 

　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 645 577 3 1,226

営業利益（又は営業損失） (229) 55 (48) (222)

　（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。
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（金融商品関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成23年６月30日）

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) 営業投資有価証券 211 211 －

（注）１．金融商品の時価の算定方法

(1) 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「(1) 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２四半期連結会計期間末（平成23年６月30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２四半期連結会計期間末（平成23年６月30日）

　該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30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２四半期連結会計期間末
（平成23年６月30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 22,960.48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２四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △1,131.65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 964.77円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
908.55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２四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６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） △378 275

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）
△378 275

期中平均株式数（株） 334,809 285,878

         

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） － 17,688

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　17,455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５回新株予約権   1,000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２四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △248.84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株当たり四半期純損失金額（△） △331.85円

同左　

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額         

四半期純損失（△）（百万円） △83 △94

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損失（△）（百万円） △83 △94

期中平均株式数（株） 334,185 285,888

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　17,455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５回新株予約権   1,000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８月13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２四半期連結会計期間（平成22年４月

１日から平成22年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年６月30日まで）に係る四

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

ついて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

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

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

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

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

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

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＧＣＡサヴィアングループ株式会社及び連結子会社の平成22年６月30日

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

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

られなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。　
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年８月11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２四半期連結会計期間（平成23年４月

１日から平成23年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成23年１月１日から平成23年６月30日まで）に係る四

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

ついて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

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

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

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

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

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

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＧＣＡサヴィアングループ株式会社及び連結子会社の平成23年６月30日

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

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

られなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。　
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