
 

 
(財)財務会計基準機構会員 

平成 19 年 ２ 月期      個別財務諸表の概要        平成 19 年４月 17 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）6212－7100 
決算取締役会開催日   平成 19 年４月 17 日      配当支払開始予定日 平成 19 年５月 24 日 
定時株主総会開催予定日 平成 19 年５月 23 日           単元株制度採用の有無 無 
 
１． 19 年２月期の業績(平成 18 年３月１日～平成 19 年２月 28 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月期 4,512 2.4 2,606 △10.4 2,499 △13.7

18 年２月期 4,407 － 2,909 － 2,897 －
 
 

当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益 

 百万円    ％ 円   銭 円   銭

19 年２月期 1,357 △20.8 8,118 70 7,393 56

18 年２月期 1,714 － 135,892 35 － －
(注)①期中平均株式数 19 年２月期 167,224 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月期の潜在株式調整後１株当たり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。 
    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月期の１株当たり

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月期 9,760  9,058 92.8 48,983 63 

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月期    184,920 株  18 年２月期 15,552 株 

②期末自己株式数  19 年２月期    －株  18 年２月期      －株 
    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。 
 
２．20 年２月期の業績予想(平成 19 年３月１日～平成 20 年２月 29 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 6,040  2,774 2,878  1,706

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  9,229 円 19 銭 
 
（注）１株当たり予想当期純利益につきましては、予想期中平均株式数 184,920 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） 

 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） － － － 2,320.00  2,320.00 

20 年２月期（予想） － － － 2,910.00  2,910.00 

 
 

配当につきましては、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。 
 
※ 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。 
 
 
 
 

 

  



 

４．財務諸表 
(1) 貸借対照表 

  
前事業年度末 

（平成18年２月28日） 
当事業年度末 

（平成19年２月28日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

増減 
（百万円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産   
 

１．現金及び預金  2,883 8,569  

２．売掛金  199 455  

３．仕掛品  5 10  

４．前払費用  17 37  

５．繰延税金資産  112 62  

６．その他  0 2  

流動資産合計  3,218 90.8 9,137 93.6 5,919

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1) 建物  131 161  

(2) 器具備品  55 106  

有形固定資産合計  187 5.3 267 2.7 80

２．無形固定資産    

(1) ソフトウェア  0 0   

無形固定資産合計  0 0.0 0 0.0 △0

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  2 2  

(2) 関係会社株式  15 65  

(3) 長期前払費用  14 13  

(4) 敷金保証金  106 251  

(5) 繰延税金資産  － 22  

投資その他の資産合計  138 3.9 354 3.7 216

固定資産合計  325 9.2 622 6.4 296

資産合計  3,544 100.0 9,760 100.0 6,216

    

（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。 
なお、記載金額を千円単位から百万円単位へ変更しております。 
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前事業年度末 

（平成18年２月28日） 
当事業年度末 

（平成19年２月28日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

増減 
（百万円）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．未払金  14 156 
 

２．未払法人税等  1,281 339 
 

３．未払消費税  173 37 
 

４．未払費用  10 49 
 

５．賞与引当金  40 40 
 

６．その他  13 23 
 

流動負債合計  1,533 43.3 646 6.6 △886

Ⅱ 固定負債    

１．長期未払費用  － 55  

固定負債合計  － － 55 0.6 55

負債合計  1,533 43.3 702 7.2 △830

    

（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。 
なお、記載金額を千円単位から百万円単位へ変更しております。 
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前事業年度末 

（平成18年２月28日） 
当事業年度末 

（平成19年２月28日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

増減 
（百万円）

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２ 116 3.3 － － －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  106 －   

資本剰余金合計  106 3.0 － － －

Ⅲ 利益剰余金    

１．当期未処分利益  1,787 －   

利益剰余金合計  1,787 50.4 － － －

資本合計  2,011 56.7 － － －

負債及び資本合計  3,544 100.0 － － －

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  － － 3,312 33.9 －

２．資本剰余金    

(1) 資本準備金  － 3,302  

資本剰余金合計  － － 3,302 33.8 －

３．利益剰余金    

(1) 利益準備金  － 71  

(2) その他利益剰余金    

  繰越利益剰余金  － － 2,372 2,372  

利益剰余金合計  － － 2,443 25.1 －

株主資本合計  － － 9,058 92.8 －

純資産合計  － － 9,058 92.8 －

負債純資産合計  － － 9,760 100.0 －

    
（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。 

なお、記載金額を千円単位から百万円単位へ変更しております。 
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(2) 損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
  至 平成18年２月28日）

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

増減 
（百万円）

Ⅰ 売上高  4,407 100.0 4,512 100.0 105

Ⅱ 売上原価  1,080 24.5 1,277 28.3 196

売上総利益  3,326 75.5 3,235 71.7 △90

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 416 9.5 628 14.0 212

営業利益  2,909 66.0 2,606 57.7 △303

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  0 8   

２．その他  0 0 0.0 0 8 0.2 8

Ⅴ 営業外費用    

１．社債利息  2 －   

２．株式交付費  － 25   

３．新株発行費  0 －   

４．公開関連費用  9 89   

５．雑損失  － 12 0.2 0 115 2.5 103

経常利益  2,897 65.8 2,499 55.4 △398

Ⅵ 特別損失    

１．固定資産除売却損 ※２ － 111   

２．本社移転費用  － － － 35 147 3.3 147

税引前当期純利益  2,897 65.8 2,351 52.1 △545

法人税、住民税及び事業税  1,295 966   

法人税等調整額  △112 1,182 26.9 27 994 22.0 △188

当期純利益  1,714 38.9 1,357 30.1 △357

    

（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。 
なお、記載金額を千円単位から百万円単位へ変更しております。 
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売上原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 人件費  731 67.3 803 62.7

Ⅱ 外注費  79 7.3 － －

Ⅲ 経費 ※１ 275 25.4 478 37.3

総アドバイザリー費用  1,086 100.0 1,282 100.0

期首仕掛品たな卸高  － 5 

期末仕掛品たな卸高  5 10 

売上原価  1,080 1,277 

 

 

(注) 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

※１．経費の主な内訳は、次のとおりであります。 

支払手数料 104百万円

旅費交通費 56百万円

賃借料 51百万円
 

※１．経費の主な内訳は、次のとおりであります。 

支払手数料 116百万円

旅費交通費 123百万円

賃借料 107百万円
 

２．原価計算の方法 

個別原価計算による実際原価計算であります。 

２．原価計算の方法 

個別原価計算による実際原価計算であります。 
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(3) 株主資本等変動計算書 

当事業年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28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 
（百万円） 

116 106 106 － 1,787 1,787 2,011 2,011

事業年度中の変動額   

新株の発行 3,195 3,195 3,195 － － － 6,390 6,390

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

役員賞与（注）１ － － － － △201 △201 △201 △201

利益準備金の積立 － － － 71 △71 － － －

当期純利益 － － － － 1,357 1,357 1,357 1,357

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

3,195 3,195 3,195 71 584 655 7,046 7,046

平成19年２月28日残高  
（百万円） 

3,312 3,302 3,302 71 2,372 2,443 9,058 9,058

（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、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

なお、記載金額を千円単位から百万円単位へ変更しております。 
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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 

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～15年 

器具備品 ３年～15年 

 (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 新株発行費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

株式交付費 

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、支給見込額の当事業年度負担額を

計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

５．その他財務諸表作成のた

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 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、「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。

これによる当事業年度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） 

 当事業年度より、｢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9,058百万円で

あります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

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） 

 当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11日  実務

対応報告第19号）を適用しております。 

これによる当事業年度の損益に与える影響はありませ

ん。 

 

 

8 



 

追加情報 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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20百万円計上しております。 

― 

 

 

注記事項 

(貸借対照表関係) 

前事業年度末 
（平成18年２月28日） 

当事業年度末 
（平成19年２月28日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

44百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

42百万円 

※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 

                 ― 

 

(損益計算書関係) 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

役員報酬 69百万円

給料手当 39    

賞与引当金繰入額 7    

採用教育費 24    

消耗品費 42    

減価償却費 22    

地代家賃 51    
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

役員報酬 84百万円

給料手当 49    

賞与 60    

賞与引当金繰入額 2      

消耗品費 40      

減価償却費 31    

地代家賃 110    

租税公課 40    

支払手数料 60    
 

― ※２ 固定資産除売却損は、建物92百万円、器具備品19

百万円であります。 

 

(リース取引関係) 

前事業年度（自平成17年３月１日 至平成18年２月28日）及び当事業年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月

28日） 

該当事項はありません。 

 

(有価証券関係) 

前事業年度（自平成17年３月１日 至平成18年２月28日）及び当事業年度（自平成18年３月１日 至平成19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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（税効果会計関係） 

前事業年度末 
 (平成18年２月28日) 

当事業年度末 
(平成19年２月28日) 

１．繰延税金資産の主な原因別内訳 

 

未払事業税 96百万円

賞与引当金 16百万円

その他 0百万円

繰延税金資産合計 112百万円
 

１．繰延税金資産の主な原因別内訳 

 

未払事業税 30百万円

賞与引当金 16百万円

その他 15百万円

繰延税金資産(流動)小計 62百万円

その他 22百万円

繰延税金資産(固定)小計 22百万円

繰延税金資産合計 85百万円
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別内訳 

 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別内訳 

 

同左 

３．当事業年度の増資により税制区分上大法人となっ  

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。これに伴い、繰延税金資産を計算する

法定実効税率は42.1％から40.7％に変更されました。そ

の結果、繰延税金資産の金額が3,881千円減少し、法人

税等調整額の金額が3,881千円減少しております。 

― 

 

 

(１株当たり情報) 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

 

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 

  

 

１株当たり純資産額 48,983.63円 

１株当たり当期純利益金額 8,118.70円 

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額 

7,393.56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。 

 

  

 

  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。当事業年度の１株当たり当

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。 

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 
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（注）１株当たり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。 

 
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益金額（百万円） 1,714 1,357 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 201 － 

（うち利益処分による役員賞与金） （201） （－） 

普通株式に係る当期純利益金額（百万円） 1,513 1,357 

期中平均株式数（株） 11,135 167,224 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（株） － 16,401 

（うち新株予約権（株）） － （16,401） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり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） 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) 
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

１．        ― 

  

１．米国法人設立 

平成19年２月28日開催の当社取締役会決議にもとづ

き、平成19年３月16日に下記米国法人を設立いたしまし

た。 

（１）設立の目的 

クロスボーダー案件におけるＭ＆Ａアドバイザ

リーを提供できる独立系Ｍ＆Ａファームとして米

国に進出するための現地法人設立 

（２）子会社の概要 

① 商号：GCA America Corporation 

② 代表者名：益戸 宣彦（当社パートナー） 

③ 本店所在地：米国デラウェア州 

支店所在地：米国ニューヨーク州ニューヨーク

      米国カリフォルニア州サンフラ

ンシスコ 

④  設立：平成19年３月16日 

⑤  事業内容：Ｍ＆Ａアドバイザリー業務の提供 

⑥ 決算期：２月末 

⑦ 資本金及び追加払込資本金：200万USドル 

⑧ 株主構成：当社100％ 

 

２．        ― ２．会社分割による持株会社体制への移行 

平成19年４月17日開催の取締役会において、当社は、

平成19年９月３日を新設分割設立株式会社の成立の日と

する新設分割により、Ｍ＆Ａアドバイザリー事業に係る

権利義務を当該新設分割設立株式会社に承継し、持株会

社体制へ移行することを決定いたしました。 

（１）会社分割及び商号変更の目的 

① 会社分割 

持株会社体制への移行は、各事業会社がＭ＆Ａア

ドバイザリー並びに周辺事業をコア事業として、そ

れぞれのドメインでの成長を加速させることが第一

の目的です。 

かかる移行によって当社は持株会社となり、当社

の完全子会社としてＭ＆Ａアドバイザリー事業を行

う新会社のほか、メザニンファンドの運営事業を行

う株式会社メザニン及びデューデリジェンス事業を

行う株式会社デューデリジェンスの各事業会社を擁

することとなります。 

また、拡大するＭ＆Ａマーケットにおいて多角的

な事業展開を機動的に行い、クライアントへのサー

ビスを一層戦略的に向上させることにより、企業価

値の向上を目指し将来を見据えた体制整備を行うこ

とであります。 
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前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

 なお、当社は2006年10月６日東京証券取引所マザ

ーズ市場に株式公開した際、海外展開ならびに周辺

事業拡大のため新株式発行により約63億円の資金調

達をしております。持株会社体制では、上記資金を

含め会社資産を持株会社において集中管理し機動的

に各事業会社に配分することにより、グループの成

長を図り企業価値の向上を目指す体制が整うことに

なります。 

② 商号変更 

   上記主旨に基づく持株会社への移行に伴い、今後

の当社事業内容を適切に表現すべく、下記の通り商

号変更を行うことといたしました。 

   新商号 ＧＣＡホールディングス株式会社 

(英文名 GCA Holdings Corporation) 

（２）会社分割の要旨 

① 会社分割の日程 

    新設分割計画承認取締役会  

平成 19 年７月 17 日（予定） 

    分割期日  平成 19 年９月３日（予定） 

    分割登記  平成 19 年９月３日（予定） 

② 分割方式 

当社を新設分割会社とし、新設分割設立株式会社

（以下「新設会社」といいます。）であるＧＣＡ株

式会社を承継会社とする新設分割であります。なお、

分割会社である当社にとって、本件会社分割は会社

法第805条の簡易分割の要件（注）を充足するもので

あり、株主総会による新設分割計画の承認を得ずに

行うものです。 

（注）当事業年度末において当社資産の 87%は現預金であ

りますが、上記(1)①で記載した通り会社資産の機動

的な配分を行うため 80%以上を持株会社に残すこと

を計画しております。これにより、新設会社に承継

されるＭ＆Ａアドバイザリー事業を構成する資産は

当社資産の 20%以下となることから、会社法 805 条

の簡易分割の要件を充足するものです。 

③ 株式の割当 

新設会社は、本件会社分割に際して普通株式を発

行し、その全てを当社へ割当交付します。 

④ 分割交付金 

   分割交付金の支払いはありません。 

⑤ 新設会社が承継する権利義務の内容 

新設会社は、当社のＭ＆Ａアドバイザリー事業に

係る資産･負債、権利義務及び契約上の地位のすべて

（ただし、平成19年7月17日開催予定の当社取締役会

により承認される新設分割計画において特段の定め

があるものを除く。）を当社から承継いたします。

なお、当該分割における債務の承継については、免

責的債務引受の方法を予定しております。 
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前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

３．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。 

３．        ― 

４．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）及び従業員に対

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   23百万円 

(4)付与対象者  当社役員（監査役を含む）及び従 

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 

４．        ― 
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５．販売の状況 

 

（1）販売実績 

 当事業年度の販売実績を内容別に示すと、次のとおりであります。 

内容別 
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

Ｍ＆Ａアドバイザリー事業   

 基礎報酬（百万円） 1,027 1,482 

 成功報酬（百万円） 3,379 3,030 

合計（百万円） 4,407 4,512 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．主要な販売先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。 

 

前事業年度（自平成17年３月１日 至平成18年２月28日） 

相手先 金額（百万円） 割合（％） 

㈱ハーバーホールディングスアルファ 
（現㈱ワールド） 

2,003 45.5 

松下電器産業㈱ 524 11.9 

三共㈱（現第一三共㈱） 444 10.1 

 

当事業年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28日） 

相手先 金額（百万円） 割合（％） 

阪急ホールディングス㈱ 
（現阪急阪神ホールディングス㈱） 

1,509 33.4 

メルシャン㈱ 452 10.0 
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６．役員の異動 
 

 ※(  )内は平成 19 年４月 17 日付現職 
  
（１） 取締役の異動（平成 19 年５月 23 日付予定）  
 
  ① 任期満了による再任取締役候補  
 
  渡辺 章博 （現 代表取締役）  
       佐山 展生 （現 代表取締役） 
      米   正剛 （現 取締役） 
 
      なお、同定時株主総会終了後に開催される取締役会におきまして、渡辺章博及び佐山展生の代表取締役へ

の選任を決議する予定であります。 
     また、上記の取締役候補者のうち、米 正剛は、会社法施行規則第２条第 15 号に定める社外取締役の要件を

満たしております。 
 
  ② 退任予定取締役  
 
       山本 礼二郎 （現 取締役） 

  加藤 裕康   （現 取締役） 
     中村 正吾   （現 取締役） 
     坂倉 裕司   （現 取締役） 
 
（２） 監査役の異動（平成 19 年５月 23 日付予定）  
 
  ① 新任監査役候補  
       

露木 正人 
 
      上記監査役候補者の露木 正人は、会社法施行規則第２条第 16 号に定める社外監査役の要件を満たして

おります。  
   
 

＜新役員体制＞ 
 

上記の異動により、平成 19 年５月 23 日付にて、当社の役員体制は次のようになる予定です。 
 

取締役 
 
     代表取締役   渡辺 章博  

   代表取締役   佐山 展生 
    取締役       米   正剛 
 
   ※米 正剛は、会社法施行規則第２条第 15 号に定める社外取締役であります。 
 

監査役 
 
      監査役    井上 修 
     監査役    須藤 修 
      監査役    露木 正人 
 
   ※須藤 修及び露木 正人は、会社法施行規則第２条第 16 号に定める社外監査役であります。 
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