
 

 
(財)財務会計基準機構会員 

平成 19 年 ２ 月期    個別中間財務諸表の概要        平成 18 年 10 月 12 日 

上 場 会 社 名         ＧＣＡ株式会社                  上場取引所     東証マザーズ 
コ ー ド 番 号           ２１２６                            本社所在都道府県  東京都 
（ＵＲＬ http://www.gcakk.com/ ） 
代  表  者 役職名 代表取締役    氏名 渡辺 章博 
問合せ先責任者 役職名 取締役ＣＦＯ   氏名 坂倉 裕司  ＴＥＬ （03）3519－1911 
決算取締役会開催日 平成 18 年 10 月 12 日 
単元株制度採用の有無            無 
１． 19 年２月中間期の業績(平成 18 年３月１日～平成 18 年８月 31 日) 
(1) 経営成績                             （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 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

19 年２月中間期 
18 年２月中間期 

2,830 
－ 

－
－

2,090
－

－
－

2,083 
－ 

－
－

18 年２月期 4,407 2,909 2,897 
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭

19 年２月中間期 
18 年２月中間期 

1,231 
－ 

－
－

7,916
－

19

18 年２月期 1,714  135,892 35

 
 

(注)①期中平均株式数 19 年２月中間期 155,520 株  18 年２月中間期 －株  18 年２月期 11,135 株 
    ②会計処理の方法の変更   無 
    ③平成 18 年２月中間期については、中間財務諸表を作成しておりませんので、各項目の前年同中間期実績及び対前

年同中間期増減率は記載を省略しております。 
    ④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月中間期の１株当

たり中間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 
 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月中間期 
18 年２月中間期 

3,748 
－ 

 
 

2,540
－

67.8 
－ 

16,336
－

88

18 年２月期 3,544  2,011 56.7 116,356 92
(注)①期末発行済株式数 19 年２月中間期 155,520 株  18 年２月中間期   －株  18 年２月期 15,552 株 

②期末自己株式数  19 年２月中間期    －株   18 年２月中間期     －株  18 年２月期      －株 
    ③平成 18 年２月中間期については、中間財務諸表を作成しておりませんので、各項目の前年同中間期実績は記載を

省略しております。 
    ④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月中間期の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。 
 
２．19 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     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

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) 8,723 円 49 銭 
 
（注）１株当たり予想当期純利益につきましては、オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資に

よる増加分 5,400 株分を含めて計算した予想期中平均株式数 166,791 株により算出しております。 

  



 
３．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間末 中間期末 第３中間末 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 

 
 

 
※ 業績予想につきましては、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ます。実際

の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

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．中間財務諸表 
(1) 中間貸借対照表 

  
当中間会計期間末 

（平成18年８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  2,971,691  2,883,065

２．売掛金  212,247  199,197

３．仕掛品  620  5,856

４．前払費用  25,312  17,651

５．繰延税金資産  147,503  112,842

６．その他  69  111

流動資産合計  3,357,443 89.6  3,218,725 90.8

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１  

(1) 建物  117,586  131,151

(2) 器具備品  57,085  55,945

有形固定資産合計  174,671 4.6  187,096 5.3

２．無形固定資産   

(1) ソフトウェア  478  546

無形固定資産合計  478 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  16,256  14,163

(4) 敷金保証金  182,723  106,853

投資その他の資産合計  215,980 5.8  138,017 3.9

固定資産合計  391,130 10.4  325,660 9.2

資産合計  3,748,573 100.0  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 



 

 

  
当中間会計期間末 

（平成18年８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  11,649  14,282

２．未払法人税等  900,080  1,281,847

３．未払消費税等 ※３ 74,794  173,062

４．未払費用  13,393  10,101

５．賞与引当金  190,800  40,000

６．その他  17,144  13,709

流動負債合計  1,207,861 32.2  1,533,003 43.3

負債合計  1,207,861 32.2  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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当中間会計期間末 

（平成18年８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 ※２ － －  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 3.1  － －

２．資本剰余金   

(1) 資本準備金  106,744  －

資本剰余金合計  106,744 2.9  － －

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  2,246,223  －

利益剰余金合計  2,317,223 61.8  － －

株主資本合計  2,540,711 67.8  － －

純資産合計  2,540,711 67.8  － －

負債純資産合計  3,748,573 100.0  － －

   
（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) 中間損益計算書 

  
当中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８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  2,830,964 100.0  4,407,032 100.0

Ⅱ 売上原価  490,412 17.3  1,080,904 24.5

売上総利益  2,340,552 82.7  3,326,128 75.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  249,753 8.8  416,399 9.5

営業利益  2,090,798 73.9  2,909,728 66.0

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  207 9 

２．その他  324 531 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  8,248 8,248 0.3 9,003 12,449 0.2

経常利益  2,083,081 73.6  2,897,719 65.8

税引前中間（当期）純利益  2,083,081 73.6  2,897,719 65.8

法人税、住民税及び事業税  886,617 1,295,600 

法人税等調整額  △34,661 851,956 30.1 △112,842 1,182,758 26.9

中間（当期）純利益  1,231,125 43.5  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) 中間株主資本等変動計算書及び利益処分計算書 

中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年８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

中間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 － － －

中間純利益 － － － － 1,231,125 1,231,125 1,231,125 1,231,125

中間会計期間中の変動額
合計 

（千円） 
－ － － 71,000 458,329 529,329 529,329 529,329

平成18年８月31日 残高 
（千円） 

116,744 106,744 106,744 71,000 2,246,223 2,317,223 2,540,711 2,540,711

（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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８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、支給見込額の当中間会計期間負担

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、支給見込額の当期負担額を計上し

ております。 

６．その他中間財務諸表作成

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 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８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） 

当中間会計期間より、「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。 

これによる当中間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） 

 当中間会計期間より、｢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９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2,540,711千円

であります。 

 なお、中間財務諸表規則の改正により、当中間会計期間

における中間貸借対照表の純資産の部については、改正後

の中間財務諸表規則により作成しております。 

 

― 
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追加情報 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８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。 

 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

当中間会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前事業年度 
（平成18年２月28日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

70,032千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

44,533千円 

２          ― 

 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数        普通株式 80,000株 

発行済株式総数      普通株式 15,552株 

※３ 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流

動負債の「未払消費税」として表示しております。 

― 

 

(中間損益計算書関係) 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８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 25,498千円

無形固定資産 68  

  合計 25,567  
 

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  
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(リース取引関係) 

当中間会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年８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) 

当中間会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年８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。 

 

(１株当たり情報) 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８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株当たり純資産額 16,336.88円 

１株当たり中間純利益金額 7,916.19円 
 

 

１株当たり純資産額 116,356.92円 

１株当たり当期純利益金額 135,892.35円 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につい

ては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であったため、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。当中間会計期間の１株当た

り中間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。 

 

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。 

なお、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 

 （注）１株当たり中間（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。 

 
当中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８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） 

中間（当期）純利益（千円） 1,231,125 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） 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 1,231,125 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株当たり中間（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) 

 

 

（注） 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。 
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(重要な後発事象) 
当中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８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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当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８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

しました。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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