
 

  

(財)財務会計基準機構会員 

平成 20 年２月期  第１四半期財務・業績の概況（連結） 
 

平成 19 年６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  

 責任者役職・氏名 財務ＩＲ室リーダー 加藤 雅也 ＴＥＬ：（03）6212－7100 

 
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 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 １社） 

GCA America Corporation は新規に設立したことにより、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 20 年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成 19 年３月１日～平成 19 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 ％

20 年２月期第 1四半期 1,635 59.0 858 33.2 863 34.9 597 63.3

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

(参考)19 年２月期 4,517 2,252 2,146  1,427 

 

 
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

20 年２月期第 1四半期 3,229 32 2,980 29 

19 年２月期第 1四半期 2,351 32 －  

(参考)19 年２月期 8,534 36 7,772 09 

(注)１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 
２．平成 19 年２月期第１四半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５月 31 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。 

４．期中平均株式数  平成 20 年２月期第１四半期 184,920 株 
平成 19 年２月期第１四半期 155,520 株 
平成 19 年２月期      167,224 株 

 
［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 
当第１四半期の連結売上高は 1,635 百万円、営業利益は 858 百万円、経常利益は 863 百万円、四半期純

利益は 597 百万円となりました（投資事業有限責任組合（ファンド）非連結におきましては、売上高は 1,772
百万円、営業利益は 1,003 百万円となっております）。前第１四半期と比較しますと売上高で 59.0％の増
収、営業利益で 33.2％の増益となりました。事業環境については、日本の国内企業同士のＭ＆Ａが増加し
ている一方で、外国企業による日本企業の買収及び日本企業による外国企業の買収、いわゆるクロスボー
ダー案件が急増しています。このような状況の下、前者については「米 Citigroup による日興コーディア
ルグループの公開買付」、後者については「リコーによる米国 IBＭのプリンター事業の買収」が代表的な
案件ですが、当社はいずれの案件についてもアドバイザーとして関与いたしました（なお、後者の案件に

 



ついてはクロージングが 2007 年６月１日ですので成功報酬は当第１四半期の売上高には計上されており
ません）。これらクロスボーダー案件対応を目的として、平成 19 年３月に GCA America Corporation を設
立したしました。このように当社は引き続き“For Client’s Best Interest”という経営理念を実践し企
業価値を高めて参ります。 
 
(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

20 年２月期第 1四半期 10,542 9,533 88.2 50,261 97

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

(参考)19 年２月期 10,265 9,499 88.9 49,352 65

(注) １．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。 

２．期末発行済株式数 平成 20 年２月期第１四半期 184,920 株 
平成 19 年２月期第１四半期 155,520 株 

                           平成 19 年２月期      184,920 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

20 年２月期第 1四半期 668 △120 △305 9,378 

19 年２月期第 1四半期 △1,082 △7 △305 1,500 

(参考)19 年２月期 △79 △392 6,710 9,133 

 

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

当第１四半期の総資産は前連結会計年度末に比べ 277 万円増加し 10,542 百万円となりました。 
なお、当第１四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 863 百万円あったものの、法人税等の支払額 354 百万円があったこと等
により 668 百万円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
敷金保証金の差入による支出が 95 百万円あったこと等により 120 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 305 百万円の支出となりました。 

以上の結果、現金及び預金が 245 百万円増加いたしました。 
 
３．平成 20 年２月期の連結業績予想（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 7,109 2,930 2,959 1,791

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  9,686 円 45  銭 
（注）１．１株当たり予想当期純利益（通期）は、予想期中平均株式数 184,920 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 19 年４月 17 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 

  
前第１四半期 
連結会計期間末 

（平成18年５月31日）

当第１四半期 
連結会計期間末 

（平成19年５月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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 
（％） 

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）  
 

 

Ⅰ 流動資産  
 

 

１．現金及び預金  1,500 9,378
 

 9,133

２．売掛金  515 361
 

 455

３．たな卸資産  －
 

－
 

 12
 

４．繰延税金資産  43 96
 

 67

５．その他  36 57
 

 38

流動資産合計  2,095 87.3 9,894 93.9  9,706 94.6

Ⅱ 固定資産  
 

 

１．有形固定資産 ※１ 
 

 

(1) 建物及び構築物  124 153
 

 161

(2) その他  53 105
 

 106

有形固定資産合計  177 7.4 258 2.4  267 2.6

２．無形固定資産  1 0.0 4 0.0  0 0.0

３．投資その他の資産  
 

 

(1) 投資有価証券  2 2
 

 2

(2) 繰延税金資産  － 19
 

 22

(3) その他  123 364
 

 265

投資その他の資産合計  125 5.3 385 3.7  289 2.8

固定資産合計  304 12.7 648 6.1  558 5.4

資産合計  2,399 100.0 10,542 100.0  10,265 100.0

    

（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。 
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前第１四半期 
連結会計期間末 

（平成18年５月31日）

当第１四半期 
連結会計期間末 

（平成19年５月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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 
（％） 

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．未払法人税等  229 456   393

２．賞与引当金  60 107   40

３．その他  260 396   275

流動負債合計  550 22.9 961 9.1  709 6.9

Ⅱ 固定負債    

１．長期未払費用  － 47   55

固定負債合計  － － 47 0.5  55 0.6

負債合計  550 22.9 1,008 9.6  765 7.5

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  116 4.9 3,312 31.4  3,312 32.3

２．資本剰余金  106 4.4 3,302 31.4  3,302 32.2

３．利益剰余金  1,450 60.5 2,680 25.4  2,511 24.4

株主資本合計  1,673 69.8 9,294 88.2  9,126 88.9

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．為替換算調整勘定  － － 2 0.0  － －

Ⅲ 少数株主持分  175 7.3 236 2.2  373 3.6

純資産合計  1,849 77.1 9,533 90.4  9,499 92.5

負債純資産合計  2,399 100.0 10,542 100.0  10,265 100.0

    

（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。 
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(2) 四半期連結損益計算書 

  

前第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）

当第１四半期 
  連結会計期間 

（自 平成19年３月１日 
  至 平成19年５月31日）   至 平成19年２月28日）

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年３月１日 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比 
（％） 

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ 売上高  1,028 100.0 1,635 100.0  4,517 100.0

Ⅱ 売上原価  249 24.3 533 32.6  1,521 33.7

売上総利益  778 75.7 1,102 67.4  2,996 66.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 134 13.0 243 14.9  744 16.5

営業利益  644 62.7 858 52.5  2,252 49.8

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  0 11  8 

２．その他  0 0 0.0 2 13 0.8 2 10 0.3

Ⅴ 営業外費用    

１．株式交付費  － －  25 

２．公開関連費用  4 －  89 

３．創立費  － 8  0 

４．その他  － 4 0.4 0 8 0.5 0 116 2.6

経常利益  640 62.3 863 52.8  2,146 47.5

Ⅵ 特別損失    

１．固定資産除売却損 ※２ － －  112 

２．本社移転費用  － － － － － － 35 147 3.3

税金等調整前四半期 

（当期）純利益 
 640 62.3 863 52.8  1,998 44.2

法人税、住民税及び事業

税 
 223 429  1,021 

法人税等調整額  69 293 28.6 △25 403 24.7 22 1,043 23.1

少数株主損失  19 1.9 137 8.4  472 10.5

四半期（当期）純利益  365 35.6 597 36.5  1,427 31.6

    

（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。 
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 

 

前第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）           （単位：百万円） 

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 116 106 1,786 2,010 － 2,010

四半期連結会計期間中の変動
額 

  

剰余金の配当(注)１ － － △499 △499 － △499

役員賞与(注)１ － － △201 △201 － △201

四半期純利益 － － 365 365 － 365

株主資本以外の項目の四半
期連結会計期間中の変動額
（純額） 

－ － － － 175 175

四半期連結会計期間中の変
動額合計 

－ － △336 △336 175 △160

平成18年５月31日残高 116 106 1,450 1,673 175 1,849

（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。 
      

 

当第１四半期連結会計期間（自平成19年３月１日 至平成19年５月31日）                 （単位：百万円） 

株主資本 
評価・換算 
差額等 

区分 

資本金 
資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

株主資本
合計 

為替換算 
調整勘定 

少数株主
持分 

純資産 
合計 

平成19年２月28日残高 3,312 3,302 2,511 9,126 － 373 9,499

四半期連結会計期間中の変動
額 

 
 

剰余金の配当(注)１ － － △429 △429 － － △429

四半期純利益 － － 597 597 － － 597

株主資本以外の項目の四半
期連結会計期間中の変動額
（純額） 

－ － － － 2 △137 △134

四半期連結会計期間中の変
動額合計 

－ － 168 168 2 △137 33

平成19年５月31日残高 3,312 3,302 2,680 9,294 2 236 9,533

（注）１．平成 19 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。 
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前連結会計年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28日）               （単位：百万円） 

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 116 106 1,786 2,010 － 2,010

連結会計年度中の変動額   

新株の発行 3,195 3,195 － 6,390 － 6,390

剰余金の配当(注)１ － － △499 △499 － △499

役員賞与(注)１ － － △201 △201 － △201

当期純利益 － － 1,427 1,427 － 1,427

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 

－ － － － 373 373

連結会計年度中の変動額合計 3,195 3,195 725 7,116 373 7,489

平成19年２月28日残高 3,312 3,302 2,511 9,126 373 9,499

（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。 
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前第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）

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成19年３月１日 
至 平成19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） 金額（百万円） 金額（百万円） 

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  640 863 1,998 

減価償却費  12 17 63 

固定資産除売却損  － － 112 

本社移転費用  － － 35 

賞与引当金の増加額
（△減少額） 

 20 67 0 

受取利息  △0 △11 △8 

株式交付費  － － 25 

売上債権の減少額 
（△増加額） 

 △315 94 △256 

たな卸資産の減少額
（△増加額） 

 5 12 △6 

その他  △183 △31 △143 

小計  179 1,011 1,822 

利息及び配当金の受
取額 

 0 11 8 

法人税等の支払額  △1,261 △354 △1,910 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △1,082 668 △79 

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 △16 △257 

有形固定資産の除売
却による収入 

 － － 14 

長期前払費用の取得
による支出 

 △3 △4 △4 

敷金保証金の差入に
よる支出 

 － △95 △251 

敷金保証金の解約に
よる収入 

 － － 106 

その他  △1 △3 △0 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △7 △120 △392 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

株式の発行による収
入 

 － － 6,364 

少数株主からの出資
受入額 

 194 － 845 

配当金の支払額  △499 △305 △499 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △305 △305 6,710 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 － 2 － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額 

 △1,394 245 6,238 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 2,895 9,133 2,895 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
期末残高 

※１ 1,500 9,378 9,133 

     

（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。 
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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 

前第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） 

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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。 

すべての子会社及び投資

事業組合を連結しておりま

す。 

連結子会社の数 ３社 

連結子会社の名称 

㈱メザニン 

㈱デューデリジェンス

   GCA America 

Corporation 

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 

GCA America Corporation

は新規に設立したことによ

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。 

すべての子会社及び投資

事業組合を連結しておりま

す。 

連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

㈱メザニン 

㈱デューデリジェンス

 

 

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 

㈱デューデリジェンスは

新規に設立したことにより、

また、MCo1号投資事業有限責

任組合及びMCo2号投資事業

有限責任組合は新規に組成

したことにより、当連結会計

年度より連結の範囲に含め

ております。 

㈱メザニンの決算日は、連結

決算日と一致しております。 

 

㈱メザニン、㈱デューデリ

ジェンス及びGCA America 

Corporationの決算日は、連

結決算日と一致しておりま

す。 

㈱メザニン及び㈱デュー

デリジェンスの決算日は、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。 

連結範囲に含めている

MCo1号投資事業有限責任組

合及びMCo2号投資事業有限

責任組合の決算日は12月31

日であります。 

連結範囲に含めている

MCo1号投資事業有限責任組

合及び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。 

２．連結子会社の決

算日等に関す

る事項 

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。 

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。 

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、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。 

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 

①有価証券 

同左 
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項目 

前第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） 

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日）

 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 

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～15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 

②無形固定資産 

同左 

(3) 繰延資産の処理方

法 

①株式交付費 
－ 

①株式交付費 
－ 

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。 

 ②創立費 
－ 

②創立費 
支出時に全額費用として

処理しております。 

②創立費 
同左 

(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 

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 

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

当連結会計年度負担額を計

上しております。 
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項目 

前第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） 

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日）

(5) 重要な外貨建の資

産又は負債の本

邦通貨への換算

基準 

－ 外貨建金銭債権債務は、連

結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しており

ます。 

在外子会社の資産及び負

債は、在外子会社の決算日の

直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定に

含めて計上しております。 

－ 

(6) その他連結財務諸

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 

消費税等の会計処理 

同左 

４．連結子会社の資産

及び負債の評価

に関する事項 

連結子会社の資産及び負

債の評価については、全面時

価評価法を採用しておりま

す。 

同左 同左 

５．四半期連結キャッ

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 同左 
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会計処理の変更 

前第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） 

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日） 

前連結会計年度 
（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1,673百万円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正によ

り、当第１四半期連結会計期間におけ

る連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。 

 

― 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より、「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。 

これによる当連結会計年度の損益

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） 

 当連結会計年度より、｢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9,126百万円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結貸借

対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表規則により作成し

ております。 

 

（繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い） 

 当連結会計年度より、「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。 

これによる当連結会計年度の損益

に与える影響はありません。 

10 



注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前四半期連結会計期間末 
（平成18年５月31日） 

当四半期連結会計期間末 
（平成19年５月31日） 

前連結会計年度末 
（平成19年２月28日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

56百万円  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

59百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

42百万円 

 
（四半期連結損益計算書関係） 

前第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） 

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日） 

前連結会計年度 
（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 19百万円 

賞与引当金

繰入額 

 

4    

給料手当 22    

地代家賃 16    

 

 

－ 

※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 28百万円

賞与引当金

繰入額 9   

給料手当 27   

地代家賃 38   

支払手数料 48   

 

－ 

※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 84百万円

賞与引当金

繰入額 6   

給料手当 100   

地代家賃 110      

支払手数料 83   

 

※２ 固定資産除売却損は、建物及び

構築物92百万円、その他19百万円

であります。 

 
 
（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

前第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 

株式数 

（株） 

当第 1四半期 

連結会計期間 

増加株式数 

（株） 

当第 1四半期 

連結会計期間 

減少株式数 

（株） 

当第 1四半期 

連結会計期間末 

株式数 

（株） 

発行済株式     

普通株式    15,552 （注）139,968 － 155,520

合計    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 配当に関する事項 

(１) 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 百万円 32,150 円 平成 18 年２月 28 日 平成 18 年５月 30 日
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当第１四半期連結会計期間（自平成19年３月１日 至平成19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 

株式数 

（株） 

当第 1四半期 

連結会計期間 

増加株式数 

（株） 

当第 1四半期 

連結会計期間 

減少株式数 

（株） 

当第 1四半期 

連結会計期間末 

株式数 

（株） 

発行済株式     

普通株式    184,920 － － 184,920

合計    184,920 － － 184,920

 

 

２ 配当に関する事項 

(１) 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 19 年５月 23 日 

定時株主総会 
普通株式 429 百万円 2,320 円 平成 19 年２月 28 日 平成 19 年５月 24 日

 
 

前連結会計年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28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） 

当連結会計年度 

増加株式数 

（株） 

当連結会計年度 

減少株式数 

（株） 

当連結会計年度末 

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 

(１) 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 百万円 32,150 円 平成 18 年２月 28 日 平成 18 年５月 30 日

 

(２) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 
株式の 

種類 

配当の 

原資 

配当金の

総額 

１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成19年５月23日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 429 百万円 2,320 円 平成 19 年２月 28 日 平成 19 年５月 24 日
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第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） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期

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四半期

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19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19年２月28日現在）

（百万円） 

現金及び預金 1,500 

現金及び現金同等物 1,500 
 

（百万円）

現金及び預金 9,378

現金及び現金同等物 9,378
 

（百万円）

現金及び預金 9,133

現金及び現金同等物 9,133

 

（リース取引関係） 

前第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）、当第１四半期連結会計期間（自平成19

年３月１日 至平成19年５月31日）及び前連結会計年度（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（百万円） 

その他有価証券  

 非上場株式 2 

計 2 

 
当第１四半期連結会計期間末（平成19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（百万円） 

その他有価証券  

 非上場株式 2 

計 2 

 

前連結会計年度末（平成19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（百万円） 

その他有価証券  

 非上場株式 2 

計 2 
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（デリバティブ取引関係） 

前第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）、当第１四半期連結会計期間（自平成19

年３月１日 至平成19年５月31日）及び前連結会計年度（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。 

 
（ストック・オプション等関係） 

前第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。 

勤務対象期間 
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。 

 
当第１四半期連結会計期間（自平成19年３月１日 至平成19年５月31日） 

該当事項はありません。 
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前連結会計年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28日） 

ストック･オプションの内容、規模及びその変動状況 

（１）ストック･オプションの内容 

 平成17年ストック・オプション 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 当社の従業員 26名 
当社の監査役  ２名 
当社の従業員等 43名 

ストック・オプション数 

（注）１ 
普通株式 5,670株（注）２ 普通株式 12,390株（注）２ 

付与日 平成17年11月21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 

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 

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19年12月１日から 
平成27年10月31日まで 

平成20年３月１日から 
平成28年１月31日まで 

（注） １．株式数に換算して記載しております。 

２．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、株式分割後の株数を記載

しております。 

 
（２）ストック･オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

 ①ストック・オプションの数 

 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション 

権利確定前  （株）   

  前連結会計年度末                    5,670            － 

  付与            － 12,390 

 失効           1,340 1,230 

 権利確定                     －                     － 

 未確定残                    4,330 11,160 

権利確定後  （株）   

  前連結会計年度末                     －                     － 

  権利確定                     －                     － 

 権利行使                     －                     － 

 失効                     －                     － 

 未行使残                     －                     － 

（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、株式分割後の株数を記載して

おります。 

 
②単価情報 
 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション 

権利行使価格          （円） 1,900 1,900 

 行使時平均株価         （円）                    －                    － 

公正な評価単価 （付与日） （円）           －           － 

（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、株式分割後の権利行使価格を

記載しております。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第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）、当第１四半期連結会計期間（自平成

19年３月１日 至平成19年５月31日）及び前連結会計年度（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】 

前第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18年３月

１日 至平成19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。 

 
当第１四半期連結会計期間（自平成19年３月１日 至平成19年５月31日） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高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、所在

地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
 
【海外売上高】 

前第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）、当第１四半期連結会計期間（自平成

19年３月１日 至平成19年５月31日）及び前連結会計年度（自平成18年３月１日 至平成19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） 

前第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） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 

至 平成19年５月31日） 

前連結会計年度 
（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 10,763.85円 

１株当たり 
四半期純利益金額 

2,351.32円 

  

  

 

１株当たり純資産額 50,261.97円

１株当たり四半期 
純利益金額 

3,229.32円

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益金額 

2,980.29円

  

 

１株当たり純資産額 49,352.65円

１株当たり 
純利益金額 

8,534.36円

潜在株式調整後１株
当たり 
純
 

利益金額 
7,772.09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。 

― 

 

 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。当連結会計年度の１株当た

り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。 

 

 （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。 

 

前第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）

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成19年３月１日
至 平成19年５月31日）

前連結会計年度 
（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    

四半期（当期）純利益金額（百万円） 365 597 1,427 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （－） 

普通株式に係る四半期（当期）純利益 

金額（百万円） 
365 597 1,427 

期中平均株式数（株） 155,520 184,920 167,224 

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（百万円） － － － 

普通株式増加数（株） － 15,452 16,401 

（うち新株予約権（株）） － （15,452） （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

－ 

 

－ 

 

 

 

17 



(重要な後発事象) 

前第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） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 

至 平成19年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

― 

 

― 

 

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．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。 
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前第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） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

  （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。 

なお、当社は平成18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。 
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前第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） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

  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。
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前第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） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

  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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(財)財務会計基準機構会員 

平成 20 年２月期  第１四半期財務・業績の概況（個別） 
 

平成 19 年６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  

 責任者役職・氏名 財務ＩＲ室リーダー 加藤 雅也 ＴＥＬ：（03）6212－7100 

 
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 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 20 年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成 19 年３月１日～平成 19 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 ％

20 年２月期第 1四半期 1,609 56.6 912 26.3 926 28.9 562 32.4

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

(参考)19 年２月期 4,512 2,606 2,499  1,357 

 

 
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

20 年２月期第 1四半期 3,043 62 2,808 91

19 年２月期第 1四半期 2,734 08 －  

(参考)19 年２月期 8,118 70 7,393 56

(注)１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 
２．平成 19 年２月期第１四半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５月 31 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。 

４．期中平均株式数  平成 20 年２月期第１四半期 184,920 株 
平成 19 年２月期第１四半期 155,520 株 
平成 19 年２月期      167,224 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

20 年２月期第 1四半期 10,156 9,191 90.5 49,707 26

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

(参考)19 年２月期 9,760 9,058 92.8 48,983 63

(注) １．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。 

 
 

 



２．期末発行済株式数 平成 20 年２月期第１四半期 184,920 株 
平成 19 年２月期第１四半期 155,520 株 
平成 19 年２月期      184,920 株 

 
３．平成 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）１．１株当たり予想当期純利益（通期）は、予想期中平均株式数 184,920 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］ 

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 19 年４月 17 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 

19 年２月期  2,320.00 2,320.00

20 年２月期（実績） － － － － － 

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。 

 



 
４．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

  
前第１四半期 
会計期間末 

（平成18年５月31日）

当第１四半期 
会計期間末 

（平成19年５月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（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 
（％） 

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）  
 

 

Ⅰ 流動資産  
 

 

１．現金及び預金  1,293 8,663
 

 8,569

２．売掛金  515 340
 

 455

３．仕掛品  －
 

－
 

 10
 

４．前払費用  32
 

44
 

 37
 

５．繰延税金資産  43 93
 

 62

６．その他  80 64
 

 2

流動資産合計  1,965 86.1 9,205 90.6  9,137 93.6

Ⅱ 固定資産  
 

 

１．有形固定資産 ※１ 
 

 

(1) 建物及び構築物  124 153
 

 161

(2) 器具備品  52 105
 

 106

有形固定資産合計  176 7.7 258 2.6  267 2.7

２．無形固定資産  
 

 

(1)ソフトウェア  0 3
 

 0

無形固定資産合計  0 0.0 3 0.0  0 0.0

３．投資その他の資産  
 

 

(1) 投資有価証券  2 2
 

 2

(2) 関係会社株式  15 305
 

 65

(3) 長期前払費用  16 17
 

 13

(4) 敷金保証金  107 344
 

 251

(5) 繰延税金資産  － 19
 

 22

投資その他の資産合計  140 6.2 688 6.8  354 3.7

固定資産合計  318 13.9 950 9.4  622 6.4

資産合計  2,283 100.0 10,156 100.0  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。 
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前第１四半期 
会計期間末 

（平成18年５月31日）

当第１四半期 
会計期間末 

（平成19年５月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（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 
（％） 

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．未払金  9 189   156

２．未払法人税等  229 418   339

３．未払消費税等  48 65   37

４．未払費用  14 40   49

５．賞与引当金  60 107   40

６．その他  185 95   23

流動負債合計  548 24.0 917 9.0  646 6.6

Ⅱ 固定負債    

１．長期未払費用  － 47   55

固定負債合計  － － 47 0.5  55 0.6

負債合計  548 24.0 964 9.5  702 7.2

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  116 5.1 3,312 32.6  3,312 33.9

２．資本剰余金    

(1) 資本準備金  106 3,302   3,302

資本剰余金合計  106 4.7 3,302 32.5  3,302 33.8

３．利益剰余金    

(1) 利益準備金  71 71   71

(2) その他利益剰余金    

  繰越利益剰余金  1,440 2,506   2,372

利益剰余金合計  1,511 66.2 2,577 25.4  2,443 25.1

株主資本合計  1,734 76.0 9,191 90.5  9,058 92.8

純資産合計  1,734 76.0 9,191 90.5  9,058 92.8

負債純資産合計  2,283 100.0 10,156 100.0  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。 
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(2) 四半期損益計算書 

  

前第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）

当第１四半期 
  会計期間 

（自 平成19年３月１日 
  至 平成19年５月31日）   至 平成19年２月28日）

前事業報告書年度の 
要約損益計算書 

（自 平成18年３月１日 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比 
（％） 

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ 売上高  1,028 100.0 1,609 100.0  4,512 100.0

Ⅱ 売上原価  189 18.5 482 30.0  1,277 28.3

売上総利益  838 81.5 1,127 70.0  3,235 71.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 115 11.2 214 13.3  628 14.0

営業利益  723 70.3 912 56.7  2,606 57.7

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  0 11  8 

２．その他  0 0 0.0 2 13 0.9 0 8 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１．株式交付費  － －  25 

２．公開関連費用  4 －  89 

３．その他  － 4 0.4 0 0 0.0 0 115 2.5

経常利益  718 69.9 926 57.6  2,499 55.4

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

税金等調整前四半期 

（当期）純利益 
 718 69.9 926 57.6  2,351 52.1

法人税、住民税及び事業

税  
 223 391  966 

法人税等調整額  69 293 28.5 △27 363 22.6 27 994 22.0

四半期（当期）純利益  425 41.4 562 35.0  1,357 30.1

    

（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。 
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

 

前第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）                （単位：百万円） 

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 116 106 106 － 1,787 1,787 2,011 2,011

四半期会計期間中の 
変動額 

   

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

役員賞与の支払 
(注)１ 

－ － － － △201 △201 △201 △201

利益準備金の積立 － － － 71 △71 － － －

四半期当期純利益 － － － － 425 425 425 425

四半期会計期間中の 
変動額合計 

－ － － 71 △347 △276 △276 △276

平成18年５月31日残高  116 106 106 71 1,440 1,511 1,734 1,734

（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。 
      

当第１四半期会計期間（自平成19年３月１日 至平成19年５月31日）                （単位：百万円） 

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19年２月28日残高 3,312 3,302 3,302 71 2,372 2,443 9,058 9,058

四半期会計期間中の 
変動額 

   

剰余金の配当(注)１ － － － － △429 △429 △429 △429

四半期当期純利益 － － － － 562 562 562 562

四半期会計期間中の 
変動額合計 

－ － － － 133 133 133 133

平成19年５月31日残高  3,312 3,302 3,302 71 2,506 2,577 9,191 9,191

（注）１．平成 19 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。 
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前事業年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28日）                    （単位：百万円） 

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

平成19年２月28日残高 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。 
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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 

前第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） 

当第１四半期 
会計期間 

（自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日） 

前事業年度 
（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。

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 

(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)たな卸資産 

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。 

建物及び構築物 
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。 

建物及び構築物 
８年～15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 

(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。 

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 

(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 

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。 
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項目 

前第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） 

当第１四半期 
会計期間 

（自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日）

５．外貨建の資産又は

負債の本邦通貨

への換算基準 

－ 外貨建金銭債権債務は、決

算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

－ 

６．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 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 
前第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） 

当第１四半期 
会計期間 

（自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日） 

前事業年度 
（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1,734百万円であります。 

 なお、財務諸表規則の改正により、

当第１四半期会計期間における貸借

対照表の純資産の部については、改正

後の財務諸表規則により作成してお

ります。 

― 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

（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。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前四半期会計期間末 
（平成18年５月31日） 

当四半期会計期間末 
（平成19年５月31日） 

前事業年度末 
（平成19年２月28日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

56百万円  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

59百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

42百万円 

 
（四半期損益計算書関係） 

前第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） 

当第１四半期 
会計期間 

（自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日） 

前事業年度 
（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 28百万円

賞与引当金

繰入額 9   

給料手当 20   

地代家賃 38   

支払手数料 41   
 

※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 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、建物及び

構築物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）、当第１四半期会計期間（自平成19年３月１

日 至平成19年５月31日）及び前事業年度（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）、当第１四半期会計期間（自平成19年３月１

日 至平成19年５月31日）及び前事業年度（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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（１株当たり情報） 

前第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） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年３月１日 

至 平成19年５月31日） 

前事業年度 
（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 11,154.77円 

１株当たり 
四半期純利益金額 

2,734.08円 

  

  

 

１株当たり純資産額 49,707.26円

１株当たり四半期 
純利益金額 

3,043.62円

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益金額 

2,808.91円

  

 

１株当たり純資産額 48,983.63円

１株当たり 
純利益金額 

8,118.70円

潜在株式調整後１株
当たり 
純
 

利益金額 
7,393.56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。 

― 

 

 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。 

 

 （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。 

 

前第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）

当第１四半期 
会計期間 

（自 平成19年３月１日
至 平成19年５月31日）

前事業年度 
（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    

四半期（当期）純利益金額（百万円） 425 562 1,357 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （－） 

普通株式に係る四半期（当期）純利益 

金額（百万円） 
425 562 1,357 

期中平均株式数（株） 155,520 184,920 167,224 

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（百万円） － － － 

普通株式増加数（株） － 15,452 16,401 

（うち新株予約権（株）） － （15,452） （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

－ 

 

－ 
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(重要な後発事象) 

前第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） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 

至 平成19年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

― 

 

― 

 

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．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。 
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前第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） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 

至 平成19年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

  （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。 

なお、当社は平成18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。 
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前第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） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 

至 平成19年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

  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。
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前第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） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 

至 平成19年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

  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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