
 

  

(財)財務会計基準機構会員 

平成 19 年２月期  第３四半期財務・業績の概況（連結） 
 

平成 18 年 12 月 27 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３四半期財務・業績の概況（平成 18 年３月１日～平成 18 年 11 月 30 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３四半期 3,256 － 1,793 － 1,688 － 1,170 －

18 年２月期第３四半期 － － － － － － － －

(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３四半期 7,249 45 6,570 29

18 年２月期第３四半期 － －

(参考)18 年２月期 135,778 44 －

 (注)１．平成 18 年２月期第３四半期については、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．平成 18 年２月期の潜在株式調整後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、平成 18 年２月 28 日現在において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。 

     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３四半期の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。 

     ４．期中平均株式数 平成 19 年２月期第３四半期 161,432 株 平成 18 年２月期第３四半期  - 株 
                         平成 18 年２月期 11,135 株 
 
［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 
当第３四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堅調

に推移しております。これは、引き続き企業の統合・買収に関連する動きが活発になってきていることに
よるものと考えられます。このような状況下、「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強固なものとすべく
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（出資約束金総額 687 億円）を組成いたしました。平成 18 年 11
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３四半期の売上高は 3,256 百万円、営業利益は 1,793 百万円、経常利益は 1,688 百万円、

四半期純利益は 1,170 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３四半期 9,775 9,121 90.7 47,963 64

18 年２月期第３四半期 － － － － 

(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３四半期については、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３四半期の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．期末発行済株式数 平成 19 年２月期第３四半期 184,920 株 平成 18 年２月期第３四半期 - 株 
                           平成 18 年２月期 15,552 株 
 
 (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３四半期 △268 △270 6,426 8,781 

18 年２月期第３四半期 － － － － 

(参考)18 年２月期 2,960 △279 44 2,895 

(注) 平成 18 年２月期第３四半期については、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］ 

当第３四半期の総資産は前連結会計年度末に比べ 6,232 百万円増加し 9,775 百万円となりました。これ
は主に公募及び第三者割当増資による現金及び預金の増加によるものであります。 
なお、当第３四半期における各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。 
（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が 1,688 百万円あったものの、法人税等の支払額 1,908 百万円があったこと

により 268 百万円の支出となりました。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
本社移転に伴う敷金保証金の差入による支出が 250 百万円あったこと等により 270 百万円の支出となり

ました。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
配当金の支払額 499 百万円の支出があったものの、株式の発行による収入が 6,364 百万円あったことに

より 6,426 百万円の収入となりました。 
以上の結果、現金及び預金が 5,886 百万円増加いたしました。 

 
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

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）  8,952 円 06  銭 
（注）１．１株当たり予想当期純利益（通期）は、公募及び第三者割当増資による株式 29,400 株を含めて

計算した予定期中平均株式数 167,224 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、当社の主要事業であるＭ＆Ａアドバイザリー事業において、堅調に収益
を積み上げており、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３四半期連結会計期間末 

（平成18年11月30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  8,781,896  2,895,273

２．売掛金  258,133  199,197

３．たな卸資産  3,765  5,856

４．繰延税金資産  138,931  112,842

５．その他  46,049  19,347

流動資産合計  9,228,776 94.4  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  119,413  131,151

(2) その他  51,450  55,945

有形固定資産合計  170,863 1.8  187,096 5.3

２．無形固定資産  885 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  373,063  121,017

投資その他の資産合計  375,063 3.8  123,017 3.5

固定資産合計  546,813 5.6  310,660 8.8

資産合計  9,775,590 100.0  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３四半期連結会計期間末 

（平成18年11月30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  220,182  1,281,907

２．賞与引当金  266,500  40,000

３．その他  167,330  211,156

流動負債合計  654,012 6.7  1,533,063 43.3

負債合計  654,012 6.7  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  3,312,171 33.9  － －

２．資本剰余金  3,302,141 33.8  － －

３．利益剰余金  2,255,123 23.0  － －

株主資本合計  8,869,436 90.7  － －

Ⅱ 少数株主持分  252,141 2.6  － －

純資産合計  9,121,577 93.3  － －

負債純資産合計  9,775,590 100.0  － －

   

（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３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30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  3,256,530 100.0  4,407,032 100.0

Ⅱ 売上原価  974,600 29.9  1,080,904 24.5

売上総利益  2,281,929 70.1  3,326,128 75.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 488,132 15.0  417,101 9.5

営業利益  1,793,796 55.1  2,909,026 66.0

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  1,308 9 

２．その他  1,968 3,276 0.0 430 440 0.0

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  － 2,470 

２．株式交付費  25,976 － 

３．新株発行費  － 976 

４．公開関連費用  82,652 9,003 

５．創立費  － 108,628 3.3 505 12,955 0.3

経常利益  1,688,444 51.8  2,896,511 65.7

税金等調整前四半期 
（当期）純利益 

 1,688,444 51.8  2,896,511 65.7

法人税、住民税及び事業
税 

 853,305 1,295,660 

法人税等調整額  △26,089 827,216 25.4 △112,842 1,182,818 26.8

少数株主損失  309,065 9.5  － －

四半期（当期）純利益  1,170,293 35.9  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３四半期連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年11月30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  

新株の発行 3,195,427 3,195,397 － 6,390,825 － 6,390,825

剰余金の配当(注)１ － － △499,996 △499,996 － △499,996

役員賞与(注)１ － － △201,800 △201,800 － △201,800

四半期純利益 － － 1,170,293 1,170,293 － 1,170,293

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） 

－ － － － 252,141 252,141

四半期連結会計期間中の変動額 
合計 

（千円） 
3,195,427 3,195,397 468,497 6,859,322 252,141 7,111,463

平成18年11月30日残高 
（千円） 

3,312,171 3,302,141 2,255,123 8,869,436 252,141 9,121,577

（注）１．平成 18 年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
２．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３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30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 

 1,688,444 2,896,511 

減価償却費  39,128 44,670 

賞与引当金の増加額（△減少額）  226,500 40,000 

受取利息  △1,308 △9 

株式交付費  25,976 － 

新株発行費  － 976 

支払利息  － 2,470 

売上債権の減少額（△増加額）  △58,936 36,820 

たな卸資産の減少額（△増加額）  2,091 △5,856 

仕入債務の増加額（△減少額）  － △7,278 

その他  △283,093 50,484 

小計  1,638,801 3,058,787 

利息及び配当金の受取額  1,308 9 

利息の支払額  － △2,470 

法人税等の支払額  △1,908,962 △96,005 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △268,852 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  △14,123 △210,843 

長期前払費用の取得による支出  △4,459 △16,432 

敷金保証金の差入による支出  △250,900 △49,803 

その他  △1,100 △2,241 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △270,583 △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  6,364,848 142,511 

少数株主からの出資受入額  561,207 － 

配当金の支払額  △499,996 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  6,426,058 44,511 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  5,886,622 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 8,781,896 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３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30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。 

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３四半期

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

有限責任組合の四半期決算日は９月30

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 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30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株式交付費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

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（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３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 

至 平成18年11月30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8,869,436千

円であります。 

なお、中間連結財務諸表等規則の改正により、当四半

期連結会計期間における四半期連結貸借対照表の純資産

の部については、改正後の中間連結財務諸表等規則によ

り作成しております。 

 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

 当四半期連結会計期間より、「繰延資産の会計処理に

関する当面の取扱い」（実務対応報告第19号 平成18年

８月11日）を適用しております。 

これによる当四半期連結会計期間の損益に与える影響

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３四半期連結会計期間末 
（平成18年11月30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 

83,500千円 

※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３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 

至 平成18年11月30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 63,050千円

賞与引当金繰入額 49,200  

給料手当 72,995  

地代家賃 63,545  

支払手数料 57,583  
 

※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３四半期連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年11月30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 

株式数 

（株） 

当四半期連結会計 
期間増加株式数 

（株） 

当四半期連結会計 
期間減少株式数 

（株） 

当第３四半期連結 

会計期間末株式数 

（株） 

発行済株式     

普通株式    15,552 （注）169,368 － 184,920

合計    15,552 169,368 － 184,920

（注）普通株式の発行済株式総数の増加169,368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

たことによる増加 139,968株、平成18年10月６日に東京証券取引所マザーズ市場へ株式上場したことによる公

募及び第三者割当増資による増加 29,400株によるものであります。 

 
２．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
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３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 

至 平成18年11月30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11月30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 8,781,896

現金及び現金同等物 8,781,896
 

（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３四半期連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年11月30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３四半期連結会計期間末（平成18年11月30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３四半期連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年11月30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３四半期連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年11月30日） 

ストック･オプションの内容及び規模 

当四半期連結会計期間において付与したストック･オプションは、以下のとおりであります。 

 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 40名（注）２ 

株式種類別のストック・オプションの

付与数（注）１ 
普通株式 11,160株（注）３、４ 

付与日 平成18年４月28日 

権利確定条件 

東京証券取引所マザーズ市場への
上場日（平成18年10月６日）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 
東京証券取引所マザーズ市場への
上場日（平成18年10月６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 

付与日における公正な評価単価 ― 

（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40名は、退職者２名及び内定辞退者１名を除いた人数であります。 

３．退職及び内定辞退により、権利を喪失した者のストック・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。 

 
（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年11月30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３四半期連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年11月30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３四半期連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年11月30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３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30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株当たり純資産額 47,963.64円 

１株当たり四半期純利益金額 7,249.45円 

潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益金額 

6,570.29円 

  

 

１株当たり純資産額 116,275.36円 

１株当たり当期純利益金額 135,778.44円 
 

 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。当四半期連結会計期間の１

株当たり四半期純利益金額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。 

また、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 

 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３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30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）純利益金額（千円） 1,170,293 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）純利益金額
（千円） 

1,170,293 1,511,892 

期中平均株式数（株） 161,432 11,135 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額 
  

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 16,687 － 

（うち新株予約権（株）） （16,687） － 

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 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。 
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(重要な後発事象) 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30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    11,627.54円  

１株当たり当期純利益金額 13,577.48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３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30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．子会社設立 

平成18年11月14日開催の当社取締役会決議にもとづ

き、平成18年12月１日に下記子会社を設立いたしまし

た。 

（１）設立の目的 

Ｍ＆Ａアドバイザリー周辺事業への進出の一環

として、財務デューデリジェンスの業務提供を中心

とした独立系の職業的専門会社の設立 

（２）子会社の概要 

① 商号：株式会社デューデリジェンス 

② 代表者名：渡辺章博、加藤裕康 

③ 所在地：東京都千代田区丸の内1-11-1 

パシフィックセンチュリープレイス 

丸の内30階 

④  設立：平成18年12月１日 

⑤  事業内容：財務デューデリジェンスの業務提供

⑥ 決算期：２月末 

⑦ 資本金：50,000千円 

⑧ 発行株式数：100,000株 

⑨ 株主構成：当社100％ 

（３）当社が取得する株式数及び取得価額 

①  取得株式数      100,000株 

   ②  取得価額        50,000千円 

 

３．        ― 
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(財)財務会計基準機構会員 

平成 19 年２月期  第３四半期財務・業績の概況（個別） 
 

平成 18 年 12 月 27 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３四半期財務・業績の概況（平成 18 年３月１日～平成 18 年 11 月 30 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３四半期 3,256 － 2,040 － 1,933 － 1,134 －

18 年２月期第３四半期 － － － － － － － －

(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 

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３四半期 7,026 48 6,368 21

18 年２月期第３四半期 － －

(参考)18 年２月期 135,892 35 －

 (注)１．平成 18 年２月期第３四半期については、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．平成 18 年２月期の潜在株式調整後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、平成 18 年２月 28 日現在において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。 

     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３四半期の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。 

   ４．期中平均株式数 平成 19 年２月期第３四半期 161,432 株 平成 18 年２月期第３四半期  - 株 
                         平成 18 年２月期 11,135 株 
 
(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３四半期 9,455 8,834 93.4 47,775 85

18 年２月期第３四半期 － － － － 

(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３四半期については、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３四半期の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．期末発行済株式数 平成 19 年２月期第３四半期 184,920 株 平成 18 年２月期第３四半期 - 株 
                           平成 18 年２月期 15,552 株 
 
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 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） 8,700 円 90 銭 
（注）１．１株当たり予想当期純利益（通期）は、公募及び第三者割当増資による株式 29,400 株を含めて

計算した予定期中平均株式数 167,224 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）１．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。 
   ２．当社は、株主への利益還元を重要な経営方針として位置づけており、期末発行済株式数による

１株当たり当期純利益（連結）の 30%を配当の基準としております。 

 



５．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

  
当第３四半期会計期間末 
（平成18年11月30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  8,387,304  2,883,065

２．売掛金  258,133  199,197

３．仕掛品  3,765  5,856

４．前払費用  27,510  17,651

５．繰延税金資産  138,931  112,842

６．その他  78,873  111

流動資産合計  8,894,519 94.1  3,218,725 90.8

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１  

(1) 建物  119,413  131,151

(2) 器具備品  50,852  55,945

有形固定資産合計  170,265 1.8  187,096 5.3

２．無形固定資産   

(1) ソフトウェア  444  546

無形固定資産合計  444 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  14,709  14,163

(4) 敷金保証金  358,354  106,853

投資その他の資産合計  390,063 4.1  138,017 3.9

固定資産合計  560,773 5.9  325,660 9.2

資産合計  9,455,293 100.0  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。 
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当第３四半期会計期間末 
（平成18年11月30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  59,483  14,282

２．未払法人税等  191,933  1,281,847

３．未払消費税等  41,214  173,062

４．未払費用  43,660  10,101

５．賞与引当金  266,500  40,000

６．その他  17,792  13,709

流動負債合計  620,584 6.6  1,533,003 43.3

負債合計  620,584 6.6  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３四半期会計期間末 
（平成18年11月30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  3,312,171 35.0  － －

２．資本剰余金   

(1) 資本準備金  3,302,141  －

資本剰余金合計  3,302,141 34.9  － －

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  2,149,396  －

利益剰余金合計  2,220,396 23.5  － －

株主資本合計  8,834,709 93.4  － －

純資産合計  8,834,709 93.4  － －

負債純資産合計  9,455,293 100.0  － －

   
（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３四半期会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30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  3,256,530 100.0  4,407,032 100.0

Ⅱ 売上原価  794,600 24.4  1,080,904 24.5

売上総利益  2,461,929 75.6  3,326,128 75.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  421,732 13.0  416,399 9.5

営業利益  2,040,196 62.6  2,909,728 66.0

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  1,268 9 

２．その他  424 1,692 0.1 430 440 0.0

Ⅴ 営業外費用   

１．社債利息  － 2,470 

２．株式交付費  25,976 － 

３．新株発行費  － 976 

４．公開関連費用  82,652 108,628 3.3 9,003 12,449 0.2

経常利益  1,933,260 59.4  2,897,719 65.8

税引前四半期（当期） 
純利益 

 1,933,260 59.4  2,897,719 65.8

法人税、住民税及び 
事業税 

 825,052 1,295,600 

法人税等調整額  △26,089 798,962 24.6 △112,842 1,182,758 26.9

四半期（当期）純利益  1,134,298 34.8  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３四半期会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年11月30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 

  

新株の発行 3,195,427 3,195,397 3,195,397 － － － 6,390,825 6,390,825

剰余金の配当（注）１ － － － － △499,996 △499,996 △499,996 △499,996

役員賞与（注）１ － － － － △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 － － － － 1,134,298 1,134,298 1,134,298 1,134,298

四半期会計期間中の 
変動額合計 

（千円） 
3,195,427 3,195,397 3,195,397 71,000 361,501 432,501 6,823,326 6,823,326

平成18年11月30日残高  
（千円） 

3,312,171 3,302,141 3,302,141 71,000 2,149,396 2,220,396 8,834,709 8,834,709

（注）１．平成 18 年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
２．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３四半期会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30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．資産の評価基準及び 

評価方法 

(1) 有価証券 

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) 有価証券  

子会社株式 

同左 

 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。 

その他有価証券 

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 

仕掛品 

同左 

２．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 

３．繰延資産の処理方法 株式交付費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

新株発行費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

４．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。 

５．その他四半期財務諸表（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３四半期会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30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8,834,709千

円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当四半期会

計期間における四半期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等規則により作成しておりま

す。 

 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

 当四半期会計期間より、「繰延資産の会計処理に関す

る当面の取扱い」（実務対応報告第19号 平成18年８月

11日）を適用しております。 

これによる当四半期会計期間の損益に与える影響はあ

りません。 

― 

 

 
追加情報 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 

至 平成18年11月30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３四半期会計期間末 
（平成18年11月30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 

83,228千円 

※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３四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 

至 平成18年11月30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 38,695千円

無形固定資産 102  

  合計 38,797  
 

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３四半期会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年11月30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３四半期会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年11月30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３四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30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 47

１ 7,

潜
6,

１ 11

１ 13

株当たり純資産額 ,775.85円

株当たり四半期純利益金額 026.48円

在株式調整後１株当たり四
期純利益金額 半

  

368.21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

  

 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。当四半期会計期間の１株当た

り四半期純利益金額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。 

また、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 

 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３四半期会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30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）純利益金額（千円） 1,134,298 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）純利益金額

（千円） 
1,134,298 1,513,161 

期中平均株式数（株） 161,432 11,135 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額 
  

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 16,687 － 

（うち新株予約権（株）） （16,687） － 

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 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。 
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 (重要な後発事象) 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30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３四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30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．子会社設立 

平成18年11月14日開催の当社取締役会決議にもとづ

き、平成18年12月１日に下記子会社を設立いたしまし

た。 

（１）設立の目的 

Ｍ＆Ａアドバイザリー周辺事業への進出の一環

として、財務デューデリジェンスの業務提供を中心

とした独立系の職業的専門会社の設立 

（２）子会社の概要 

① 商号：株式会社デューデリジェンス 

② 代表者名：渡辺章博、加藤裕康 

③ 所在地：東京都千代田区丸の内1-11-1 

パシフィックセンチュリープレイス 

丸の内30階 

④  設立：平成18年12月１日 

⑤  事業内容：財務デューデリジェンスの業務提供

⑥ 決算期：２月末 

⑦ 資本金：50,000千円 

⑧ 発行株式数：100,000株 

⑨ 株主構成：当社100％ 

（３）当社が取得する株式数及び取得価額 

①  取得株式数      100,000株 

   ②  取得価額        50,000千円 

 

３．        ― 
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