
 

 

 

平成 18 年 10 月６日 

各  位 

東 京 都 千 代 田 区 内 幸 町 一 丁 目 １ 番 ７ 号

大 和 生 命 ビ ル 2 3 階

Ｇ Ｃ Ａ 株 式 会 社

代 表 取 締 役  渡 辺  章 博

     （コード番号：2126）

問い合わせ先: 取締役ＣＦＯ 坂倉 裕司

電 話 番 号 : 0 3 - 3 5 1 9 - 1 9 1 1 （代表）

 

 

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 
 

 

 

当社は、本日、平成 18 年 10 月６日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後とも、な

お一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

 

以上

 



  

(財)財務会計基準機構会員 

平成 19 年２月期  第１四半期財務・業績の概況（連結） 
 

平成 18 年 10 月６日 

上場会社名 ＧＣＡ株式会社 （コード番号：2126 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.gcakk.com/ ）   

問 合 せ 先      代表者役職・氏名 代表取締役   渡辺 章博 ＴＥＬ：（03）3519－1911 

 責任者役職・氏名 取締役ＣＦＯ 坂倉 裕司  

 
１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 有（新規 ２組合） 

MCo1 号投資事業有限責任組合および MCo2 号投資事業有限責任組合は新規に組成したことにより、当四半

期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

④ 会計監査人の関与 ： 有 
   四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開

示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基
準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
２．平成 19 年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18 年３月１日～平成 18 年５月 31 日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況       （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年２月期第 1四半期 1,028 － 644 － 640 － 365 －

18 年２月期第 1四半期 － － － － － － － －

(参考)18 年２月期 4,407 2,909 2,896  1,713

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

19 年２月期第 1四半期 2,351 32 －

18 年２月期第 1四半期 － －

(参考)18 年２月期 135,778 44 －

 (注)１．平成 18 年２月期第１四半期については、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、各項
目の前年同四半期実績及び対前年同四半期増減率は記載を省略しております。 

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、新株予約権の残高はありますが、
当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

     ３．平成 18 年５月８日付をもちまして、１株を 10 株にする株式分割をいたしました。平成 19 年２
月期第１四半期の１株当たり四半期純利益の算定につきましては、株式分割が期首に行われたも
のとして算出しております。 

 
［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 
当第１四半期における当社グループの業績は、主要業務であるＭ＆Ａアドバイザリー事業において引き

続き順調に推移しております。これは、今まで以上に企業の統合・買収に関連する動きに拍車がかかって
きていることによるものと考えられます。こうした流れを受け、「事業再編のための企業統合」、「敵対的買
収の防衛」等に対するアドバイザリーのニーズは益々高まっており、当社といたしましても主力事業を磐
石なものとするべく展開を図ってまいりました。 
また、当第１四半期において、当社の子会社である㈱メザニンでは、エクイティファイナンスと銀行ロ

ーン等の借り入れの中間に位置する「メザニン投資」に特化したファンドである MCo1 号投資事業有限責任
組合及び MCo2 号投資事業有限責任組合を組成いたしました。平成 18 年５月末時点においては投資事業組
合からの投資実績はありませんが、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

以上より、当第１四半期の売上高は 1,028 百万円、営業利益は 644 百万円、経常利益は 640 百万円、四
半期純利益は 365 百万円となりました。 
 

 



 
(2) 連結財政状態の変動状況 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 
１株当たり 
純 資 産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

19 年２月期第 1四半期 2,399 1,849 69.8 10,763 85

18 年２月期第 1四半期 － － － － 

(参考)18 年２月期 3,543 2,010 56.7 116,275 36

(注) １．平成 18 年２月期第１四半期については、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、各項
目の前年同四半期実績は記載を省略しております。 

２．平成 18 年５月８日付をもちまして、１株を 10 株にする株式分割をいたしました。平成 19 年２
月期第１四半期の１株当たり純資産の算定につきましては、当該分割を考慮して算出しておりま
す。 

 
 (3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年２月期第 1四半期 △1,082 △7 △305 1,500 

18 年２月期第 1四半期 － － － － 

(参考)18 年２月期 2,960 △279 44 2,895 

(注) 平成 18 年２月期第１四半期については、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、各項目の
前年同四半期実績は記載を省略しております。 

 

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

財政状態の主な変動といたしましては、法人税等の支払額 1,261 百万円及び配当金の支払額 499 百万円
の支出があったことにより、現金及び預金が 1,394 百万円減少いたしました。 
 
 
３．平成 19 年２月期の連結業績予想（平成 18 年３月１日～平成 19 年２月 28 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円

上     期 2,760 1,970 1,963 1,215

通     期 4,300 2,499 2,405 1,497

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  8,338 円 90  銭 
（注）１．１株当たり予想当期純利益（通期）は、公募による募集株式 24,000 株を含めた予定期末発行済    

株式数 179,520 株により算出しております。 
２．上記の予想は、本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績は、さまざまな要因によって、予想数値と異なる場合があります。 
 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

連結業績予想につきましては、現時点では平成 18 年９月４日に公表いたしました業績予想に変更はあり
ません。 

 



 

 
４．四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

  
当第１四半期連結会計期間末 

（平成18年５月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  1,500,508  2,895,273

２．売掛金  515,180  199,197

３．たな卸資産  －  5,856

４．繰延税金資産  43,060  112,842

５．その他  36,290  19,347

流動資産合計  2,095,039 87.3  3,232,517 91.2

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１  

(1) 建物及び構築物  124,368  131,151

(2) その他  53,284  55,945

有形固定資産合計  177,653 7.4  187,096 5.3

２．無形固定資産  1,004 0.0  546 0.0

３．投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  2,000  2,000

(2) その他  123,782  121,017

投資その他の資産合計  125,782 5.3  123,017 3.5

固定資産合計  304,439 12.7  310,660 8.8

資産合計  2,399,479 100.0  3,543,178 100.0

   

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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当第１四半期連結会計期間末 

（平成18年５月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．未払法人税等  229,125  1,281,907

２．賞与引当金  60,300  40,000

３．その他  260,920  211,156

流動負債合計  550,345 22.9  1,533,063 43.3

負債合計  550,345 22.9  1,533,063 43.3

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  － －  116,744 3.3

Ⅱ 資本剰余金  － －  106,744 3.0

Ⅲ 利益剰余金  － －  1,786,626 50.4

資本合計  － －  2,010,114 56.7

負債及び資本合計  － －  3,543,178 100.0

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  116,744 4.9  － －

２．資本剰余金  106,744 4.4  － －

３．利益剰余金  1,450,506 60.5  － －

株主資本合計  1,673,994 69.8  － －

Ⅱ 少数株主持分  175,139 7.3  － －

純資産合計  1,849,133 77.1  － －

負債純資産合計  2,399,479 100.0  － －

   

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(2) 四半期連結損益計算書 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  1,028,254 100.0  4,407,032 100.0

Ⅱ 売上原価  249,712 24.3  1,080,904 24.5

売上総利益  778,542 75.7  3,326,128 75.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 134,289 13.0  417,101 9.5

営業利益  644,253 62.7  2,909,026 66.0

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  0 9 

２．その他  250 250 0.0 430 440 0.0

Ⅴ 営業外費用   

１．社債利息  － 2,470 

２．新株発行費  － 976 

３．公開関連費用  4,405 9,003 

４．創立費  － 4,405 0.4 505 12,955 0.3

経常利益  640,098 62.3  2,896,511 65.7

税金等調整前四半期 
（当期）純利益 

 640,098  2,896,511

法人税、住民税及び事業
税 

 223,978 1,295,660 

法人税等調整額  69,781 293,759 28.6 △112,842 1,182,818 26.8

少数株主損失  19,338 1.9  － －

四半期（当期）純利益  365,676 35.6  1,713,692 38.9

   

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書及び連結剰余金計算書 
 

四半期連結株主資本等変動計算書 

当第１四半期連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年５月31日） 

株主資本 

区分 
資本金 

資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

株主資本
合計 

少数株主 
持分 

純資産 
合計 

平成18年２月28日 残高 
（千円） 

116,744 106,744 1,786,626 2,010,114 － 2,010,114

四半期連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 － － △499,996 △499,996 － △499,996

役員賞与の支払 － － △201,800 △201,800 － △201,800

四半期純利益 － － 365,676 365,676 － 365,676

株主資本以外の項目の四半連結
会計期間中の変動額（純額） 

－ － － － 175,139 175,139

四半期連結会計期間中の変動額 
合計 

（千円） 
－ － △336,120 △336,120 175,139 △160,980

平成18年５月31日 残高 
（千円） 

116,744 106,744 1,450,506 1,673,994 175,139 1,849,133

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
 

 
   連結剰余金計算書 

前連結会計年度（自平成17年３月１日 至平成18年２月28日） 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年３月１日 
   至 平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  35,000

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１．増資による新株の発行  71,744 71,744

Ⅲ 資本剰余金期末残高  106,744

  

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  72,933

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．当期純利益  1,713,692 1,713,692

Ⅲ 利益剰余金期末残高  1,786,626

  

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度の要約 
連結キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期（当期）純利
益 

 640,098 2,896,511 

減価償却費  12,055 44,670 

賞与引当金の増加額（△減少額）  20,300 40,000 

受取利息  △0 △9 

新株発行費  － 976 

支払利息  － 2,470 

売上債権の減少額（△増加額）  △315,982 36,820 

たな卸資産の減少額（△増加額）  5,856 △5,856 

仕入債務の減少額（△減少額）  － △7,278 

その他  △183,229 50,484 

小計  179,098 3,058,787 

利息及び配当金の受取額  0 9 

利息の支払額  － △2,470 

法人税等の支払額  △1,261,194 △96,005 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,082,096 2,960,321 

Ⅱ 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  △2,569 △210,843 

長期前払費用の取得による支出  △3,480 △16,432 

敷金保証金の差入による支出  － △49,803 

その他  △1,100 △2,241 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △7,150 △279,321 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

社債の償還による支出  － △98,000 

株式の発行による収入  － 142,511 

少数株主からの出資受入額  194,477 － 

配当金支払額  △499,996 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △305,518 44,511 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  △1,394,765 2,725,512 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,895,273 169,761 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,500,508 2,895,273 

    

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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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 

項目 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１.連結の範囲に関する事項 すべての子会社および投資事業組合を

連結しております。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

㈱メザニン 

投資事業組合の数 ２組合 

投資事業組合の名称 

MCo1号投資事業有限責任組合 

MCo2号投資事業有限責任組合 

MCo1号投資事業有限責任組合および

MCo2号投資事業有限責任組合は新規に

組成したことにより、当四半期連結会計

期間より連結の範囲に含めております。

すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

㈱メザニン 

㈱メザニンは新規に株式を取得した

ことにより、当連結会計度より連結の範

囲に含めております。 

２．連結子会社の第１四半期

決算日（決算日）等に関

する事項 

㈱メザニンの四半期決算日は、四半期

連結決算日と一致しております。 

連結範囲に含めているMCo1号投資事

業有限責任組合およびMCo2号投資事業

有限責任組合の決算日は12月31日であ

ります。 

四半期連結財務諸表の作成に当たっ

て、これらの投資事業組合については、

四半期連結決算日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用しておりま

す。 

すべての連結子会社の事業年度の末

日は、連結決算日と一致しております。

３．会計処理基準に関する事

項 

  

 

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法によっ

ております。 

①有価証券 

同左 

 ②たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法によっており

ます。 

②たな卸資産 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

です。 

建物及び構築物 ８年～10年 
器具備品    ３年～15年 

①有形固定資産 

同左 

 ②無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。 

②無形固定資産 

同左 

 

6 



 

項目 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

(3) 繰延資産の処理方法 ― 

 

①新株発行費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

  ②創立費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

(4) 重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

①貸倒引当金 

同左 

 ②賞与引当金 

従業員に支給する賞与の支払に備

えて、支給見込額の当四半期連結会計

期間負担額を計上しております。 

②賞与引当金 

従業員に支給する賞与の支払に備

えて、支給見込額の当連結会計年度負

担額を計上しております。 

(5) その他四半期連結財務諸

表作成のための重要な事

項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

４．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書（連結キャ

ッシュ・フロー計算書）

における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３か月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。

同左 
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会計処理の変更 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 

至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より、「固定資産の減損に

係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を

適用しております。 

これによる当第１四半期連結会計期間の損益に与える

影響はありません。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号

平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月19日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は1,673,994千

円であります。 

 

― 
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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18年５月31日） 

前連結会計年度末 
（平成18年２月28日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

56,546千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

44,533千円 

 
（四半期連結損益計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 

至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28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。 

役員報酬 19,100千円

賞与引当金繰入額 4,448  

給料手当 22,949  

地代家賃 16,243  
 

※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。 

役員報酬 69,350千円

賞与引当金繰入額 7,000  

消耗品費 42,297  

地代家賃 51,178  
 

 
（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年５月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前連結会計年度末 増加 減少 

当第一四半期連結 

会計期間末 

発行済株式     

普通株式（株） 15,552 （注）139,968 － 155,520

合計（株） 15,552 139,968 － 155,520

（注）普通株式の発行済株式総数の増加139,968株は、平成18年５月８日付をもって普通株式１株につき10株に分割し

たことによるものであります。 

 
２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

区分 内訳 

目的とな

る株式の

種類 
前連結会

計年度末
増加 減少 

当第一四

半期 

連結会計

期間末 

当第一四

半期連結

会計期間

末残高 

（千円）

提出会社 
ストック・オプション

としての新株予約権 
普通株式 567

17,412

(注)２,３

1,219 

(注)１,４ 
16,760 －

連結子会社 － － － － － － －

合計 普通株式 567 17,412 1,219 16,760 －

（注）１．当社従業員１名の退職により、新株予約権の数９個と新株予約権の目的となる株式の数９株は失権し、前

期末残高より減少しております。 

２．平成 18 年４月 28 日付で当社役員（監査役を含む）および従業員等に対して、旧商法第 280 条ノ 20 及び第

280条ノ 21の規定に基づき新株予約権の付与をいたしており新株予約権の数 1,239 個と新株予約権の目的

となる株式の 1,239 株増加しております。 

３．平成 18 年５月８日付で株式１株につき 10 株の株式分割を行っており、16,173 株数増加しております。 

４．内定者１名の辞退により、新株予約権の数 121 個と新株予約権の目的となる株式の数 1,210 株（分割後)

は失権しており、当期に減少しております。 

 
３ 配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成 18 年５月 30 日 

定時株主総会 
普通株式 499,996 千円 32,150 円 平成 18 年２月 28 日 平成 18 年５月 30 日
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 

至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

※１ 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18年５月31日現在）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年２月28日現在）

（千円）

現金及び預金 1,500,508

現金及び現金同等物 1,500,508
 

（千円）

現金及び預金 2,895,273

現金及び現金同等物 2,895,273

         ― 

 

２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結

開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額

と取得のための支出（純額）との関係は次のとおりで

あります。 

㈱メザニン（平成17年10月28日現在） 

（単位：千円）

流動資産 15,000

㈱メザニン株式の取得価額 15,000

㈱メザニンの現金及び現金同等物 15,000

㈱メザニン取得のための支出 －
 

 

（リース取引関係） 

当第１四半期連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年５月31日）及び前連結会計年度（自平成17年３月１

日 至平成18年２月28日） 

該当事項はありません。 

 
（有価証券関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成18年５月31日） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式 2,000 

計 2,000 

 

前連結会計年度末（平成18年２月28日） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式 2,000 

計 2,000 
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（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年５月31日）及び前連結会計年度（自平成17年３月１

日 至平成18年２月28日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、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18年３月１日 至平成18年５月31日） 

１．ストック･オプションの内容及び規模 

 平成18年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社の監査役  ２名 
当社の従業員等 42名（注）２ 

ストック・オプション付与数（注）１ 普通株式 11,180株（注）３、４ 

付与日 平成18年４月28日 

権利確定条件 

いずれかの証券取引所に上場され
た日（以下、｢上場日｣という。）か
ら２年を経過するまで継続して勤
務していること。 

対象勤務期間 
付与日（平成18年４月28日）以降上
場日から２年を経過した日まで 

権利行使期間 
平成20年３月１日から 
平成28年１月31日まで 

権利行使価格 （円） 1,900 （注）４ 

公正な評価単価（付与日） ― 

（注） １．株式数に換算して記載しております。 

２．当社の従業員等42名は、内定辞退者１名を除いた人数であります。 

３．内定辞退により、権利を喪失した内定者のストック・オプション付与数は除外しております。 

４．平成18年５月８日付で株式１株につき10株の株式分割を行っており、株式分割後の株数及び権利行

使価格を記載しております。 

 

２．当第１四半期連結会計期間への影響額 

会社法施行日以前に付与されたストック・オプションであるため、影響はありません。 

 
（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年５月31日）及び前連結会計年度（自平成17年３月１

日 至平成18年２月28日） 

Ｍ＆Ａアドバイザリー事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高及び営業利益の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年５月31日）及び前連結会計年度（自平成17年３月１

日 至平成18年２月28日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

当第１四半期連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年５月31日）及び前連結会計年度（自平成17年３月１

日 至平成18年２月28日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 

１ 10

１ 2

１ 1

１ 1

株当たり純資産額 ,763.85円

株当たり四半期純利益金額 ,351.32円

  

 

株当たり純資産額 16,275.36円

株当たり当期純利益金額 35,778.44円
 

 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、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できませんので、記載して

おりません。 

なお、当社は平成18年５月８日付で株式１株につき10

株の株式分割を行っております。当第１四半期連結会計

期間の１株当たり四半期純利益の算定につきましては、

株式分割が期首に行われたものとして算出しておりま

す。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握できませんので、記載

しておりません。 

 

 （注）１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

四半期（当期）純利益（千円） 365,676 1,713,692 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 201,800 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （201,800） 

普通株式に係る四半期（当期）純利益（千
円） 

365,676 1,511,892 

期中平均株式数（株） 155,520 11,135 

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（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

平成17年11月21日 

臨時株主総会決議 

新株予約権 5,580株 

 

平成18年２月28日 

臨時株主総会決議 

新株予約権 11,180株 

平成17年11月21日 

臨時株主総会決議 

新株予約権 567株 (注)１ 

 

 

  （注）１．当社従業員１名の退職により、新株予約権の数９個と新株予約権の目的となる株式の数９株は失権して

おります。 
    ２．株式分割について 

当社は平成18年５月８日付をもって普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度における１株当たり情報は以下の

とおりとなります。 

１株当たり純資産額     11,627.54円 

１株当たり当期純利益金額  13,577.48円 
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(重要な後発事象) 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１．        ― 

 

１．株式分割 

 平成18年４月18日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。 

(1) 平成18年５月８日付をもって普通株式１株につき10

株に分割します。 

① 分割により増加する株式数 

   普通株式       139,968株 

② 分割方法 

 平成18年２月28日最終の株主名簿に記載された株

主の所有株式数を、１株につき10株の割合をもって分

割します。 

(2) 配当起算日 

   平成18年３月１日 

 当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の

当期における１株当たり情報は以下のとおりとなりま

す。 

１株当たり純資産額    11,635.69円  

１株当たり当期純利益金額 13,588.87円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、新株予約権の残高はありますが、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把握できませんの

で、記載しておりません。 

２．        ― 

 

２．新株予約権の付与 

平成18年２月28日開催の臨時株主総会決議及び平成

18年４月28日開催の取締役会の決議に基づき、平成18年

４月28日付で当社役員（監査役を含む）および従業員に

対して、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基

づき新株予約権の付与（ストックオプション）をいたし

ております。その概要は次のとおりであります。 

(1)発行株式数  普通株式1,239株 

(2)発行価格   １株につき19,000円 

(3)発行総額   23,541千円 

(4)付与対象者  当社役員（監査役を含む）および従

業員等 45名 

(5)発行予定期間 平成20年３月１日から 

         平成28年１月31日まで 
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当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

３．株式上場及び新株式発行 

当社は平成18年９月４日に東京証券取引所マザーズ市

場より上場承認を受け、平成18年10月６日に株式上場い

たします。株式上場にあたり、平成18年９月４日及び同

年９月19日の取締役会において新株式発行を決議し、平

成18年10月５日に払込が完了いたしました。  

①発行する株式の種類及び数： 普通株式24,000株  

②募集方法  ：一般募集（ブックビルディング方式）

③発行価格  ：１株につき235,000円  

④引受価額  ：１株につき217,375円  

⑤発行価額  ：１株につき191,250円  

⑥資本組入額：１株につき108,688円 

⑦払込金額の総額  ：5,217,000千円  

⑧資本組入額の総額：2,608,512千円  

⑨払込期日  ：平成18年10月５日  

 ⑩資金の使途：海外への事業展開を強化するため国外

        の同業他社への資本業務提携、また、

        資本業務提携による効果を推進するた

        め海外拠点の設置費用に充当する予定

        であります。さらに、子会社投融資、

        本社移転に伴う設備投資に充当する予

定であります。 

３．        ― 

４．第三者割当増資 

当社では、当社普通株式株券の東京証券取引所マザー

ズ市場への上場に伴う公募新株式発行並びに株式売出し

に関連し、当社株主より当社普通株式を賃借した日興シ

ティグループ証券株式会社が売出人となり、当社普通株

式5,400株の売出し（以下、「オーバーアロットメントに

よる売出し」）を行います。 本件第三者割当増資は、こ

のオーバーアロットメントによる売出しに関連して、平

成18年９月４日及び平成18年９月19日開催の取締役会に

基づき、日興シティグループ証券株式会社を割当先とし

て行うものであり、その概要は次のとおりであります。 

①発行する株式の種類及び数： 普通株式5,400株  

②割当価格  ：１株につき217,375円  

③発行価額  ：１株につき191,250円  

④資本組入額：１株につき108,688円 

⑤払込金額の総額  ：1,173,825千円  

⑥資本組入額の総額：  586,915千円  

⑦払込期日  ：平成18年11月８日  

 ⑧資金の使途：海外への事業展開を強化するため国外

        の同業他社への資本業務提携、また、

        資本業務提携による効果を推進するた

        め海外拠点の設置費用に充当する予定

        であります。さらに、子会社投融資、

        本社移転に伴う設備投資に充当する予

定であります。 

４．        ― 
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(財)財務会計基準機構会員 

平成 19 年２月期  第１四半期財務・業績の概況（個別） 
 

平成 18 年 10 月６日 

上場会社名 ＧＣＡ株式会社 （コード番号：2126 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://gcakk.com/ ）   

問 合 せ 先      代表者役職・氏名 代表取締役  渡辺 章博 ＴＥＬ：（03）3519－1911 

 責任者役職・氏名 取締役ＣＦＯ 坂倉 裕司  

 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
 
２．平成 19 年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18 年３月１日～平成 18 年５月 31 日） 
(1) 経営成績の進捗状況       （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年２月期第１四半期 1,028 － 723 － 718 － 425 －

18 年２月期第１四半期 － － － － － － － －

(参考)18 年２月期 4,407 2,909 2,897  1,714

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円 銭

19 年２月期第１四半期 2,734 08

18 年２月期第１四半期 － 

(参考)18 年２月期 135,892 35

 (注)１．平成 18 年２月期第１四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、各項目の
前年同四半期実績及び対前年同四半期増減率は記載を省略しております。 

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式
は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

     ３．平成 18 年５月８日付をもちまして、１株を 10 株にする株式分割をいたしました。平成 19 年２
月期第１四半期の１株当たり四半期純利益の算定につきましては、株式分割が期首に行われたも
のとして算出しております。 

 
(2) 財政状態の変動状況 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 
１株当たり 
純 資 産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

19 年２月期第１四半期 2,283 1,734 76.0 11,154 77

18 年２月期第１四半期 － － － － 

(参考)18 年２月期 3,544 2,011 56.7 116,356 92

 (注) １．平成 18 年２月期第１四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、各項目の
前年同四半期実績は記載を省略しております。 

２．平成 18年５月８日付をもちまして、１株を 10株にする株式分割をいたしました。平成 18 年２
月期第１四半期の１株当たり純資産の算定につきましては、当該分割を考慮して算出しており
ます。 

 

 



３．平成 19 年２月期の業績予想（平成 18 年３月１日～平成 19 年２月 28 日） 

 売上高 経常利益 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円

中  間  期 2,760 2,137 2,130 1,235

通     期 4,300 2,829 2,734 1,455

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 8,104 円 95 銭 
（注）１．１株当たり予想当期純利益（通期）は、公募による募集株式 24,000 株を含めた予定期末発行

済株式数 179,520 株により算出しております。 
２．上記の予想は、本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績は、さまざまな要因によって、予想数値と異なる場合があります。 
 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

個別業績予想につきましては、現時点では平成 18 年９月４日に公表いたしました業績予想に変更はあり
ません。 

 
 

４．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円） 

         第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 

18 年２月期  32,150.00  32,150.00 

19 年２月期（実績） － － － － － 

19 年２月期（予想） － － － 2,400.00  2,400.00 

（注）平成 18 年５月８日付で株式１株につき 10 株の株式分割を行っております。 
 
 

 



 

５．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

  
当第１四半期会計期間末 
（平成18年５月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  1,293,889  2,883,065

２．売掛金  515,180  199,197

３．仕掛品  －  5,856

４．前払費用  32,164  17,651

５．繰延税金資産  43,060  112,842

６．その他  80,764  111

流動資産合計  1,965,059 86.1  3,218,725 90.8

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１  

(1) 建物  124,368  131,151

(2) 器具備品  52,453  55,945

有形固定資産合計  176,822 7.7  187,096 5.3

２．無形固定資産   

(1) ソフトウェア  512  546

無形固定資産合計  512 0.0  546 0.0

３．投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  2,000  2,000

(2) 関係会社株式  15,000  15,000

(3) 長期前払費用  16,328  14,163

(4) 敷金保証金  107,453  106,853

投資その他の資産合計  140,782 6.2  138,017 3.9

固定資産合計  318,117 13.9  325,660 9.2

資産合計  2,283,176 100.0  3,544,386 100.0

   

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
 

 

1 



 

  
当第１四半期会計期間末 
（平成18年５月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．未払金  9,738  14,282

２．未払法人税等  229,080  1,281,847

３．未払消費税等  48,705  173,062

４．未払費用  14,695  10,101

５．賞与引当金  60,300  40,000

６．その他  185,867  13,709

流動負債合計  548,387 24.0  1,533,003 43.3

負債合計  548,387 24.0  1,533,003 43.3

   

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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当第１四半期会計期間末 
（平成18年５月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  － －  116,744 3.3

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  － 106,744 

資本剰余金合計  － －  106,744 3.0

Ⅲ 利益剰余金   

１．当期未処分利益  － 1,787,894 

利益剰余金合計  － －  1,787,894 50.4

資本合計  － －  2,011,382 56.7

負債及び資本合計  － －  3,544,386 100.0

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  116,744 5.1  － －

２．資本剰余金   

(1) 資本準備金  106,744  －

資本剰余金合計  106,744 4.7  － －

３．利益剰余金   

(1) 利益準備金  71,000  －

(2) その他利益剰余金   

  繰越利益剰余金  1,440,301  －

利益剰余金合計  1,511,301 66.2  － －

株主資本合計  1,734,789 76.0  － －

純資産合計  1,734,789 76.0  － －

負債純資産合計  2,283,176 100.0  － －

   
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(2) 四半期損益計算書 

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  1,028,254 100.0  4,407,032 100.0

Ⅱ 売上原価  189,712 18.5  1,080,904 24.5

売上総利益  838,542 81.5  3,326,128 75.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  115,469 11.2  416,399 9.5

営業利益  723,073 70.3  2,909,728 66.0

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  0 9 

２．その他  250 250 0.0 430 440 0.0

Ⅴ 営業外費用   

１．社債利息  － 2,470 

２．新株発行費  － 976 

３．公開関連費用  4,405 4,405 0.4 9,003 12,449 0.2

経常利益  718,918 69.9  2,897,719 65.8

税引前四半期（当期）純
利益 

 718,918 69.9  2,897,719 65.8

法人税、住民税及び事業
税 

 223,933 1,295,600 

法人税等調整額  69,781 293,714 28.5 △112,842 1,182,758 26.9

四半期（当期）純利益  425,203 41.4  1,714,961 38.9

   

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

当四半期より株主資本等変動計算書を作成しているので、前事業年度に係る「株主資本等変動計算書」は記載

しておりません。 

 
当第１四半期会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年５月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益
剰余金 

区分 
資本金 資本 

準備金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

繰越利益
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

株主資本 
合計 

純資産 
合計 

平成18年２月28日残高 
（千円） 

116,744 106,744 106,744 － 1,787,894 1,787,894 2,011,382 2,011,382

四半期会計期間中の 
変動額 

   

剰余金の配当 － － － － △499,996 △499,996 △499,996 △499,996

役員賞与の支払 － － － － △201,800 △201,800 △201,800 △201,800

利益準備金の積立 － － － 71,000 △71,000 － － －

四半期純利益 － － － － 425,203 425,203 425,203 425,203

四半期会計期間中の 
変動額合計 

（千円） 
－ － － 71,000 △347,593 △276,593 △276,593 △276,593

平成18年５月31日残高  
（千円） 

116,744 106,744 106,744 71,000 1,440,301 1,511,301 1,734,789 1,734,789

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式 

移動平均法による原価法によって

おります。 

(1) 子会社株式 

同左 

 (2) その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法によって

おります。 

(2) その他有価証券 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

仕掛品 

個別法による原価法によっており

ます。 

仕掛品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

です。 

建物   ８年～10年 

器具備品 ３年～15年 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっており

ます。 

(2) 無形固定資産 

同左 

４．繰延資産の処理方法 ― 新株発行費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員に支給する賞与の支払に備

えて、支給見込額の当四半期負担額を

計上しております。 

(2) 賞与引当金 

   従業員に支給する賞与の支払に備

えて、支給見込額の当期負担額を計上

しております。 

６．その他四半期財務諸表作

成のための基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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 会計処理の変更 
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第１四半期会計期間より、「固定資産の減損に係る

会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））

及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。 

これによる当第１四半期会計期間の損益に与える影響

はありません。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当第１四半期会計期間より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平

成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月19日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は1,734,789千

円であります。 

 

― 

 

 
追加情報 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 

至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

― 

 

（法人事業税の外形標準課税制度） 

当事業年度の増資により税制区分上大会社となったこ

とから、法人事業税に外形標準課税が適用されることと

なりました。「法人事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16

年２月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12

号)に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割について

は、販売費及び一般管理費に20,132千円計上しておりま

す。 
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注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年５月31日） 

前事業年度末 
（平成18年２月28日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

56,507千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

44,533千円 

 
(四半期損益計算書関係) 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 

至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１ 減価償却費実施額 

有形固定資産 11,973千円

無形固定資産 34  

  合計 12,008  
 

１ 減価償却費実施額 

有形固定資産 44,533千円

無形固定資産 136  

  合計 44,670  
 

 
(リース取引関係) 

当第１四半期会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年５月31日）及び前事業年度（自平成17年３月１日 至

平成18年２月28日） 

該当事項はありません。 

 
(有価証券関係) 

当第１四半期会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年５月31日）及び前事業年度（自平成17年３月１日 至

平成18年２月28日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 
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(１株当たり情報) 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 

１ 11

１ 2,

１ 11

１ 13

株当たり純資産額 ,154.77円

株当たり四半期純利益金額 734.08円

  

 

株当たり純資産額 6,356.92円

株当たり当期純利益金額 5,892.35円

  
 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、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できませんので、記載して

おりません。 

 なお、当社は平成18年５月８日付で株式１株につき10

株の株式分割を行っております。当第１四半期の１株当

たり四半期純利益の算定につきましては、株式分割が期

首に行われたものとして算出しております。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握できませんので、記載

しておりません。 

 （注）１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

四半期（当期）純利益（千円） 425,203 1,714,961 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 201,800 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （201,800） 

普通株式に係る四半期（当期）純利益（千

円） 
425,203 1,513,161 

期中平均株式数（株） 155,520 11,135 

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（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

平成17年11月21日 

臨時株主総会決議 

新株予約権 5,580株 

 

平成18年２月28日 

臨時株主総会決議 

新株予約権 11,180株 

平成17年11月21日 

臨時株主総会決議 

新株予約権 567株 (注)１ 

 

 

（注）１．当社従業員１名の退職により、新株予約権の数９個と新株予約権の目的となる株式の数９株は失権してお

ります。 
２．株式分割について 

当社は平成18年５月８日付をもって普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における１株当たり情報は以下のとおり

となります。 

１株当たり純資産額     11,635.69円 

１株当たり当期純利益金額  13,588.87円 
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(重要な後発事象) 
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１．        ― 

 

１．株式分割 

 平成18年４月18日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。 

(1) 平成18年５月８日付をもって普通株式１株につき10

株に分割します。 

① 分割により増加する株式数 

   普通株式       139,968株 

② 分割方法 

 平成18年２月28日最終の株主名簿に記載された株

主の所有株式数を、１株につき10株の割合をもって分

割します。 

(2) 配当起算日 

   平成18年３月１日 

 当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の

当期における１株当たり情報は以下のとおりとなりま

す。 

１株当たり純資産額    11,635.69円  

１株当たり当期純利益金額 13,588.87円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、新株予約権の残高はありますが、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把握できませんの

で、記載しておりません。 

２．        ― 

 

２．新株予約権の付与 

平成18年２月28日開催の臨時株主総会決議及び平成

18年４月28日開催の取締役会の決議に基づき、平成18年

４月28日付で当社役員（監査役を含む）および従業員に

対して、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基

づき新株予約権の付与（ストックオプション）をいたし

ております。その概要は次のとおりであります。 

(1)発行株式数  普通株式1,239株 

(2)発行価格   １株につき19,000円 

(3)発行総額   23,541千円 

(4)付与対象者  当社役員（監査役を含む）および従

業員等 45名 

(5)発行予定期間 平成20年３月１日から 

         平成28年１月31日まで 
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当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

３．株式上場及び新株式発行 

当社は平成18年９月４日に東京証券取引所マザーズ市

場より上場承認を受け、平成18年10月６日に株式上場い

たします。株式上場にあたり、平成18年９月４日及び同

年９月19日の取締役会において新株式発行を決議し、平

成18年10月５日に払込が完了いたしました。  

①発行する株式の種類及び数： 普通株式24,000株  

②募集方法  ：一般募集（ブックビルディング方式）

③発行価格  ：１株につき235,000円  

④引受価額  ：１株につき217,375円  

⑤発行価額  ：１株につき191,250円  

⑥資本組入額：１株につき108,688円 

⑦払込金額の総額  ：5,217,000千円  

⑧資本組入額の総額：2,608,512千円  

⑨払込期日  ：平成18年10月５日  

 ⑩資金の使途：海外への事業展開を強化するため国外

        の同業他社への資本業務提携、また、

        資本業務提携による効果を推進するた

        め海外拠点の設置費用に充当する予定

        であります。さらに、子会社投融資、

        本社移転に伴う設備投資に充当する予

定であります。 

３．         ― 

４．第三者割当増資 

当社では、当社普通株式株券の東京証券取引所マザー

ズ市場への上場に伴う公募新株式発行並びに株式売出し

に関連し、当社株主より当社普通株式を賃借した日興シ

ティグループ証券株式会社が売出人となり、当社普通株

式5,400株の売出し（以下、「オーバーアロットメントに

よる売出し」）を行います。 本件第三者割当増資は、こ

のオーバーアロットメントによる売出しに関連して、平

成18年９月４日及び平成18年９月19日開催の取締役会に

基づき、日興シティグループ証券株式会社を割当先とし

て行うものであり、その概要は次のとおりであります。 

①発行する株式の種類及び数： 普通株式5,400株  

②割当価格  ：１株につき217,375円  

③発行価額  ：１株につき191,250円  

④資本組入額：１株につき108,688円 

⑤払込金額の総額  ：1,173,825千円  

⑥資本組入額の総額：  586,915千円  

⑦払込期日  ：平成18年11月８日  

 ⑧資金の使途：海外への事業展開を強化するため国外

        の同業他社への資本業務提携、また、

        資本業務提携による効果を推進するた

        め海外拠点の設置費用に充当する予定

        であります。さらに、子会社投融資、

        本社移転に伴う設備投資に充当する予

定であります。 

４．         ― 
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