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上 場 会 社 名         ＧＣＡホールディングス株式会社      上場取引所  東証マザーズ 
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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）財務 IR 室リーダー（氏名）加藤 雅也  ＴＥＬ （03）6212－7100 
 

（百万円未満切捨て） 
１．20 年２月期第３四半期の連結業績（平成 19 年３月１日～平成 19 年 11 月 30 日） 
(1) 連結経営成績                            （％表示は対前年同期増減率） 

 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３四半期 
19 年２月期第３四半期 

5,063 
3,256 

55.5
－

2,093
1,793

16.7
－

2,146
1,688

27.1 
－ 

1,464 
1,170 

25.2
－

19 年２月期 4,517 2.5 2,252 △22.6 2,146 △25.9 1,427 △16.7
 

 
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３四半期 
19 年２月期第３四半期 

7,920 
7,249 

87
45

7,316
6,570

21
29

19 年２月期 8,534 36 7,772 09
(参考) 持分法投資損益 20 年２月中期第３四半期 －百万円 19 年２月期第３四半期 －百万円 19 年２月期 －百万円 
 
(2)連結財政状態 
 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

20 年２月期第３四半期 
19 年２月期第３四半期 

19,844 
9,775 

18,327
9,121

51.1   
90.7  

54,874 
47,963 

09
64

19 年２月期 10,265 9,499 88.9  49,352 65
（参考）自己資本 20 年２月期第３四半期 10,147 百万円 

19 年２月期第３四半期  8,869 百万円 
19 年２月期            9,126 百万円 

 

(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３四半期 
19 年２月期第３四半期 

△7,940 
△268 

△1,185
△270

7,811
6,426

 
 

7,812 
8,781 

19 年２月期 △79 △392 6,710  9,133 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

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

 
３．20 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）       （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円     ％  百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％  円 銭

通  期 7,109 57.4 2,930 30.1 2,959 37.9  1,791 25.5 9,686 45
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 有 

新規 １ 社（ＧＣＡ株式会社） 除外 － 社 
（注）詳細は、１ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 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 
(3) 近連結会計年度からの会計処理の変更の有無 ：有 

（注）詳細は、12 ページ「四半期連結財務諸表作成のための重要な事項の変更」をご覧ください。 
(4) 会計監査人の関与 

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
る規則の取り扱い」の別添に定められている「四半期連結財務諸表作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。   

 
(参考)個別業績の概要  
１． 20 年２月期第３四半期の業績(平成 19 年３月１日～平成 19 年 11 月 30 日)  
(1) 個別経営成績                            （％表示は対前年同期増減率） 

 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３四半期 
19 年２月期第３四半期 

3,226 
3,256 

△0.9
－

1,278
2,040

△37.3
－

1,316
1,933

△31.9 
－ 

770 
1,134 

△32.1
－

19 年２月期 4,512 2.4 2,606 △10.4 2,499 △13.7 1,357 △20.8
 
 

 
１株当たり四半期

(当期)純利益 

 円  銭

20 年２月期第３四半期 
19 年２月期第３四半期 

4,166 
7,026 

31
48

19 年２月期 8,118 70
 

(2)個別財政状態 
 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

20 年２月期第３四半期 
19 年２月期第３四半期 

10,091 
9,455 

9,399
8,834

93.1 
93.4 

50,829
47,775

94
85

19 年２月期 9.760 9,058 92.8 48,983 63
 
２．20 年２月期の個別業績予想（平成 19 年３月１日～平成 20 年２月 29 日）      （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

通  期 3,320 △26.4% 1,330 △49.0 1,369 △45.2% 815 △39.9% 4,409 06
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 

平成 20 年２月期の通期連結業績の見通しについては、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。 

  なお、平成 20 年２月期の通期単体業績の見通しについては、当社は平成 19 年９月３日をもちまして、
会社分割により純粋持株会社体制に移行いたしました。これにともないＭ＆Ａアドバイリー事業を新設会
社であるＧＣＡ株式会社へ移管しております。従いまして、上期にはＭ＆Ａアドバイザリー事業の売上高
を単体の業績に計上しておりましたが、下期におきましては新設会社であるＧＣＡ株式会社で計上するた
め、単体の業績予想に関しましては、平成 19 年４月 17 日に公表いたしました業績予想を平成 19 年 10
月２日に修正しております。なお、新設会社であるＧＣＡ株式会社は当社の 100%子会社であり連結にお
ける業績予想につきましては上記のとおり変更ありません。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
 
１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間の当社グループの業績は、主要事業であるＭ＆Ａアドバイザリー事業にお

いて前年度に続き、２つのメガ案件の成約により引き続き業績を伸ばすことができました。なかでも、

米Citigroupによる日興コーディアルグループの公開買付および米Citigroupによる普通株式を対価（三

角株式交換）とした株式会社日興コーディアルグループの完全子会社化（いずれも株式会社日興コーデ

ィアルグループへのアドバイザリー）の案件を成約したことは、独立系としての強みを発揮できた案件

であり、「独立系Ｍ＆Ａアドバイザリーファーム」としての地位をさらに確固たるものといたしました。

また、株式会社リコーによる米国IBＭのプリンター事業の買収（株式会社リコーへのアドバイザリー）

や株式会社ケンウッド及びスパークスインターナショナル（ホンコン）リミテッドによる日本ビクター

株式会社の第三者割当増資の引受け（株式会社ケンウッドへのアドバイザリー）等、クロスボーダー(海

外案件)や難易度の高い案件を助言する体制が整ってきていることを内外に示すことができました。 

一方、当連結会計年度は「投資の年」と位置づけており、今後ますます拡大する日本のＭ＆Ａ市場に

対応すべく積極的な人材の採用を行っております。また、周辺事業拡大により「独立系Ｍ＆Ａアドバイ

ザリーファーム」から「独立系Ｍ＆Ａソリューショングループ(注)」へと発展するため、平成19年９月

３日より持株会社の下でグループ形成を行いました。Ｍ＆Ａ周辺事業については、当第３四半期連結会

計期間にメザニン事業において２つの投資を実行いたしました。さらにエクイティ投資を行うインテグ

ラル株式会社への投資を行いました。 

以上のような活動により、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高5,063百万円、営業利益2,093

百万円、経常利益2,146百万円、当期純利益1,464百万円（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5,474百万円、営業利益は2,529百万円）となりました。 

なお、有料会員組織である「ＧＣＡクラブ」（平成17年11月発足）におきましては、当第３四半期連結

会計年度末現在の会員数は60社となりました。 

 

(注) 独立系Ｍ＆Ａソリューショングループとは、どの資本系列にも属さずＭ＆Ａアドバイザリー事業

を主たる事業とし、周辺事業についても主たる事業と相乗効果がある事業だけを展開する事業組

織であります。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は7,812百万円となりました。各キャッシ

ュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結会計期間において営業活動の結果支出した資金は7,940百万円となりました。これは、

メザニンファンド連結により、メザニンファンドにて取得した営業投資有価証券が8,035百万円あったこ

とによります。これを除外すると、営業活動によるキャッシュ・フローは95百万円の収入となります。

これは主に、税金等調整前四半期純利益2,146百万円を計上したものの、法人税等の支払額859百万円が

あったこと、売上債権の増加額が1,504百万円あったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は1,185百万円となりました。これは主に、

持分法非適用関連会社であるインテグラル株式会社への投資（関係会社株式の取得による支出）が1,000

百万円あったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は7,811百万円となりました。これは、

メザニンファンドの投資家からの出資受入が8,238百万円あったものの、配当金の支払額426百万円があ

ったことによるものであります。メザニンファンドの出資受入を除くと426百万円の支出となります。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

 

通期の業績見通しとしましては、米国サムプライムローン問題はあるものの日本のＭ＆Ａ市場は好環

境であること、マネーゲーム的なＭ＆Ａが減少し日本の大手企業は戦略的Ｍ＆Ａに取り組み始めたこと

から、案件の受注も好調であり通期の連結業績見通しに変更はありません。 

 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

当社は平成19年９月３日付で会社分割により純粋持株会社体制に移行したことに伴い、商号を「ＧＣ

Ａホールディングス株式会社」に変更し、Ｍ＆Ａアドバイザリー事業を新設会社であるＧＣＡ株式会社

へ移管いたしました。これに伴い、当第３四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

その結果、 近事業年度における当該子会社の当社に対する仕入高の総額が当社の売上高の総額の100

分の10以上に相当するため、当社の特定子会社に該当することになりました。 
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５．第３四半期連結財務諸表 

 
(1) 第３四半期連結貸借対照表 

  
前第３四半期 
連結会計期間末 

（平成18年11月30日）

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成19年11月30日）

対前年
同期比 

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） 

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）   
 

 

Ⅰ 流動資産   
 

 

１．現金及び預金   8,781 5,812
 

 9,133

２．売掛金   258 1,959
 

 455

３．有価証券   － 2,000
 

 －

４．営業投資有価証券   － 8,035
 

 －

５．たな卸資産   3
 

10
  

 12
 

６．繰延税金資産   138 246
 

 67

７．その他   46 105
 

 38

流動資産合計   9,228 94.4 18,170 91.6 8,942  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   119 174
 

 161

(2) その他   51 117
 

 106

有形固定資産合計   170 1.8 292 1.5 121  267 2.6

２．無形固定資産   0 0.0 3 0.0 2  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   － 1,000
 

 －

(3) 繰延税金資産   － 12
 

 22

(4) その他   373 363
 

 265

投資その他の資産合
計 

  375 3.8 1,377 6.9 1,002  289 2.8

固定資産合計   546 5.6 1,673 8.4 1,126  558 5.4

資産合計   9,775 100.0 19,844 100.0 10,068  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３四半期 
連結会計期間末 

（平成18年11月30日）

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成19年11月30日）

対前年
同期比 

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） 

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．未払法人税等   220 802   393

２．賞与引当金   266 365   40

３．その他   167 318   275

流動負債合計   654 6.7 1,486 7.5 832  709 6.9

Ⅱ 固定負債     

１．長期未払費用   － 30   55

固定負債合計   － － 30 0.1 30  55 0.6

負債合計   654 6.7 1,517 7.6 863  765 7.5

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   3,312 33.9 3,312 16.7 －  3,312 32.3

２．資本剰余金   3,302 33.8 3,302 16.6 －  3,302 32.2

３．利益剰余金   2,255 23.0 3,547 17.9 1,292  2,511 24.4

株主資本合計   8,869 90.7 10,162 51.2 1,292  9,126 88.9

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．為替換算調整勘定   － － △14 △0.0 △14  － －

Ⅲ 少数株主持分   252 2.6 8,179 41.2 7,927  373 3.6

純資産合計   9,121 93.3 18,327 92.4 9,205  9,499 92.5

負債純資産合計   9,775 100.0 19,844 100.0 10,068  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) 第３四半期連結損益計算書 

  

前第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）

当第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成19年３月１日 
  至 平成19年11月30日） 

対前年
同期比 

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 
  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 
（％） 

金額（百
万円） 

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ 売上高  3,256 100.0 5,063 100.0 1,807 4,517 100.0

Ⅱ 売上原価  974 29.9 1,962 38.8 987 1,521 33.7

売上総利益  2,281 70.1 3,101 61.2 819 2,996 66.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 488 15.0 1,008 19.9 520 744 16.5

営業利益  1,793 55.1 2,093 41.3 299 2,252 49.8

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  1 35   8

２．消費税等免税益  － 13   －

３．その他  1 3 0.0 13 62 1.2 59 2 10 0.3

Ⅴ 営業外費用    

１．株式交付費  25 －   25

２．公開関連費用  82 －   89

３．創立費  － 8   0

４．その他  － 108 3.3 0 9 0.2 △99 0 116 2.6

経常利益  1,688 51.8 2,146 42.3 458 2,146 47.5

Ⅵ 特別損失    

１．固定資産除売却損 ※２ － 0   112

２．本社移転費用  － － － － 0 0.0 0 35 147 3.3

税金等調整前四半期 

（当期）純利益 
 1,688 51.8 2,146 42.3 457 1,998 44.2

法人税、住民税 

及び事業税 
 853 1,282   1,021

法人税等調整額  △26 827 25.4 △169 1,113 21.9 286 22 1,043 23.1

少数株主損失  309 9.5 432 8.5 122 472 10.5

四半期（当期）純利益  1,170 35.9 1,464 28.9 294 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)第３四半期連結株主資本等変動計算書 
 
前第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）          （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

第３四半期連結会計期間中の
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

第３四半期純利益  1,170 1,170  1,170

株主資本以外の項目の第３
四半期連結会計期間中の変
動額（純額） 

 252 252

第３四半期連結会計期間中
の変動額合計 

3,195 3,195 468 6,859 252 7,111

平成18年11月30日残高 3,312 3,302 2,255 8,869 252 9,121

（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３四半期連結会計期間（自平成 19 年３月１日 至平成 19 年 11 月 30 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

第３四半期連結会計期間中の
変動額 

 
 

剰余金の配当  △429 △429  △429

第３四半期当期純利益  1,464 1,464  1,464

株主資本以外の項目の第３
四半期連結会計期間中の変
動額（純額） 

 △14 7,806 7,791

第３四半期連結会計期間中
の変動額合計 

－ － 1,035 1,035 △14 7,806 8,827

平成19年11月30日残高 3,312 3,302 3,547 10,162 △14 8,179 18,327

（注）１．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) 第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前第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）

当第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成19年３月１日 
  至 平成19年11月30日） 

対前期比 

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） 
金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  
  

 

税金等調整前第３四半
期（当期）純利益 

 1,688 2,146 
 

1,998 

減価償却費  39 59  63 

固定資産除売却損  － 0  112 

本社移転費用  － －  35 

賞与引当金の増加額
（△減少額） 

 226 324 
 

0 

受取利息  △1 △35  △8 

営業投資有価証券の減
少額（△増加額） 

 － △8,035 
 

－ 

株式交付費  25 －  25 

売上債権の減少額 
（△増加額） 

 △58 △1,504 
 

△256 

たな卸資産の減少額
（△増加額） 

 2 1 
 

△6 

その他  △283 △73  △143 

小計  1,638 △7,117 △8,755 1,822 

利息及び配当金の受取
額 

 1 35 
 

8 

法人税等の支払額  △1,908 △859  △1,910 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △268 △7,940 △7,671 △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 

 △14 △80 
 

△257 

有形固定資産の除売却
による収入 

 － － 
 

14 

関係会社株式の取得に
よる支出 

 － △1,000 
 

－ 

長期前払費用の取得に
よる支出 

 △4 △4 
 

△4 

敷金保証金の差入によ
る支出 

 △250 △99 
 

△251 

敷金保証金の解約によ
る収入 

 － － 
 

106 

その他  △1 △0  △0 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △270 △1,185 △914 △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 －  6,364 

少数株主からの出資受
入額 

 561 8,238 
 

845 

配当金の支払額  △499 △426  △499 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 6,426 7,811 1,385 6,710 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 － △7 △7 － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額 

 5,886 △1,321 △7,208 6,238 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 2,895 9,133 6,238 2,895 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第
３四半期末（期末）残高

※１ 8,781 7,812 △969 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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(5) 第３四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） 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年11月30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 

すべての子会社及び投資

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。 

すべての子会社及び投資

事業組合を連結しておりま

す。 

連結子会社の数 ４社 

連結子会社の名称 

ＧＣＡ㈱ 

㈱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。 

ＧＣＡ㈱は新設分割によ

り当第３四半期連結会計期

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。 

２．持分法の適用に関

する事項 

－ 持分法を適用しない非連

結関連会社の名称等 

インテグラル㈱ 

（持分法を適用しない理由） 

持分法を適用しない関連

会社１社は、連結純損益及び

利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、持分

法の適用から除外しており

ます。 

－ 

３．連結子会社の四半

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。 

 

ＧＣＡ㈱、㈱メザニン、㈱

デューデリジェンス及びGCA 

America Corporation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。 

㈱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

合及び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。 

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

責任組合の四半期決算日は

９月30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。 

 

 

 



ＧＣＡホールディングス㈱（2126） 平成 20 年２月期第３四半期財務・業績の概況 

10 

項目 
前第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） 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年11月30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）

 

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。 

４．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 

その他有価証券 

時価のないもの 

（営業投資有価証券及び

内国法人が発行する譲渡

性預金を含む） 

移動平均法による原

価法によっております。

 

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。

 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 

支出時に全額費用として処

理しております。 

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 
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項目 
前第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） 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年11月30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。 

(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) その他四半期連結

（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 

５．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 

６．四半期連結キャッ

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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年11月30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8,869百万円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正

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」（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。 

これによる当四半期連結会計期間

の損益に与える影響はありません。 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

（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。 
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前第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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年11月30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） 

― （減価償却資産の減価償却の方法） 

当四半期連結会計期間から、法人税

法の改正(「所得税法等の一部を改正

する法律(法律第６号 平成19年３月

30日)」及び「法人税法施行令の一部

を改正する政令(政令第83号 平成19

年３月30日)」)に伴い、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しております。こ

の変更の損益に与える影響は軽微で

あります。 

― 

 
 
表示方法の変更 

前第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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年11月30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） 

― （第３四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間におい

て「現金及び預金」に含めていた「譲

渡性預金」について、金融商品に関す

る会計基準等の改正により内国法人

の発行する譲渡性預金の預金証書等

の扱いが変更されたのを受け、当第３

四半期連結会計期間より「有価証券」

に含めて表示しております。 

なお、前第３四半期連結会計期間の

「現金及び預金」に含まれている「有

価証券」は1,000百万円であります。

― 
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注記事項 
（第３四半期連結貸借対照表関係） 

前第３四半期連結会計期間末 
（平成18年11月30日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成19年11月30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 

83百万円  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

100百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

42百万円 

 

（第３四半期連結損益計算書関係） 

前第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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年11月30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 63百万円 

賞与引当金

繰入額 

 

49    

給料手当 72    

地代家賃 63    

支払手数料 57    

 

－ 

※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 143百万円

地代家賃 111   

支払手数料 201   

 

 

 

 

※２ 固定資産除売却損は、その他0

百万円であります。 

※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。 

 

（第３四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

前第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） 

当第３四半期 

連結会計期間 

増加株式数 

（株） 

当第３四半期 

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 

(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３四半期連結会計期間（自平成 19 年３月１日 至平成 19 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） 

当第３四半期 

連結会計期間 

増加株式数 

（株） 

当第３四半期 

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    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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（第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年11月30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11月30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19年２月28日現在）

（百万円） 

現金及び預金 8,781 

現金及び現金同等物 8,781 
 

（百万円）

現金及び預金 5,812

有価証券勘定 

（譲渡性預金） 
2,000

現金及び現金同等物 7,812
 

（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）、当第３四半期連結会計期間（自

平成 19 年３月１日 至平成 19 年 11 月 30 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。 
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（有価証券関係） 

前第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 

 第３四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３四半期連結会計期間末（平成 19 年 11 月 30 日） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 第３四半期連結貸借対照表計上額（百万円） 

関係会社株式  

 非上場株式 1,000 

その他有価証券  

 営業投資有価証券に属するもの  

  非上場株式 8,035 

 投資有価証券に属するもの  

  非上場株式 2 

  その他  

   譲渡性預金 2,000 

計 11,037 

 

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 

 

（デリバティブ取引関係） 

前第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）、当第３四半期連結会計期間（自

平成 19 年３月１日 至平成 19 年 11 月 30 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。 
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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）、当第３四半期連結会計期間（自平

成 19 年３月１日 至平成 19 年 11 月 30 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３四半期連結会計期間（自平成 19 年３月１日 至平成 19 年 11 月 30 日） 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、90％を超えるため、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。 

 

当第３四半期連結会計期間（自平成 19 年３月１日 至平成 19 年 11 月 30 日） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

前第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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年11月30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 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 54,874.09円

１株当たり 
四半期純利益金額 

7,920.87円

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益金額 

7,316.21円

   

１株当たり純資産額 49,352.65円 

１株当たり 
当期純利益金額 

8,534.36円 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額 

7,772.09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。 

― 
 

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）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
前第３四半期 
連結会計期間末 

（平成18年11月30日）

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成19年11月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年２月28日）

純資産の部の合計 9,121百万円  18,327百万円  9,499百万円 

純資産の部の合計から控除する金額 252百万円  8,179百万円  373百万円 

（うち新株予約権） (－) (－) (－) 

（うち少数株主持分） (252百万円) (8,179百万円) (373百万円) 

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産
額 

8,869百万円 10,147百万円 9,126百万円 

四半期末（期末）の普通株式の数 184,920株 184,920株 184,920株 

２．１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎 

 

前第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）

当第３四半期 
連結会計期間 

（自平成19年３月１日 
至平成19年11月30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）

四半期（当期）純利益金額 1,170百万円 1,464百万円 1,427百万円 

普通株主に帰属しない金額          － － － 

普通株式に係る四半期（当期）純利益 1,170百万円 1,464百万円 1,427百万円 

普通株式の期中平均株式数 161,432株 184,920株 167,224株 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益の算定に用いられた当期純利益調整

額の主要な内訳 

－ － － 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益の算定に用いられた普通株

式増加数の主要な内訳 

 

新株予約権16,687株 

 

新株予約権15,283株 新株予約権 16,401株 

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 

－ － － 
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(重要な後発事象) 

前第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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30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．ファイナンス事業準備会社の設立

当社は、平成19年12月17日開催の取

締役会において、Ｍ＆Ａアドバイザリ

ー周辺業務を強化すべく、下記の通り

ファイナンス事業準備会社を設立す

ることを決議いたしました。 

（１）設立・出資の目的 

Ｍ＆Ａ案件の増加と多様化によ

り、ファイナンスのニーズも様々な

形で広がってきております。当社は

経営理念である FCBI（For Client’s 
Best Interest）に基づき、クライア

ントに対するソリューション提供の

拡大という観点から、Ｍ＆Ａアドバ

イザリー周辺事業強化の一環とし

て、ファイナンス事業準備会社であ

る MCo 株式会社を設立することとい

たしました。 

今後の準備期間を経た２００８年

９月末頃迄を目途に普通株式にて

大 66.7%を出資し当社の連結子会社

とする予定です。MCo 株式会社は、今

後ファイナンス関連業務を幅広く展

開する計画であります。 

（２）対象会社の概要 

①商 号：MCo 株式会社 

②所在地：東京都千代田区丸の内一丁

目１1 番１号 パシフィッ

クセンチュリープレイス

丸の内 

③設立時期：平成 19 年１2 月（予定）

④資本金：1,000 万円（設立時） 

⑤株主：ＧＣＡホールディングス株式

会社 66.7% 

その他役職員 33.3% 

⑥代表者：笹山 幸嗣 

⑦事業内容：ファイナンス事業 

⑧決算期：12 月末日（予定） 

― 
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前第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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30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．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 

― 

 

― 

 



ＧＣＡホールディングス㈱（2126） 平成 20 年２月期第３四半期財務・業績の概況 

22 

前第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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30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．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％ 
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前第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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30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） 

― 

 

― 

 

４．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。 

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。 
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前第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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30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

当社資産の 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

社法第 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。 
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前第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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30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 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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６．第３四半期財務諸表 
 
(1) 第３四半期貸借対照表 

  
前第３四半期 
会計期間末 

（平成18年11月30日）

当第３四半期 
会計期間末 

（平成19年11月30日）

対前年
同期比 

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） 

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）   
 

 

Ⅰ 流動資産   
 

 

１．現金及び預金   8,387 4,829
 

 8,569

２．売掛金   258 586
 

 455

３．有価証券   －
 

2,000
  

 －
 

４．仕掛品   3
 

－
  

 10
 

５．未収入金   －
 

513
  

 －
 

６．前払費用   27
 

60
  

 37
 

７．繰延税金資産   138 116
 

 62

８．その他   78 2
 

 2

流動資産合計   8,894 94.1 8,108 80.4 △785  9,137 93.6

Ⅱ 固定資産   
 

 

１．有形固定資産 ※１  
 

 

(1) 建物   119 174
 

 161

(2) 器具備品   50 117
 

 106

有形固定資産合計   170 1.8 291 2.9 121  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 2  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 1,315
 

 65

(3) 長期前払費用   14 12
 

 13

(4) 敷金保証金   358 345
 

 251

(5) 繰延税金資産   － 12
 

 22

投資その他の資産合
計 

  390 4.1 1,687 16.7 1,296  354 3.7

固定資産合計   560 5.9 1,982 19.6 1,421  622 6.4

資産合計   9,455 100.0 10,091 100.0 635  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３四半期 
会計期間末 

（平成18年11月30日）

当第３四半期 
会計期間末 

（平成19年11月30日）

対前年
同期比 

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） 

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．未払金   59 219   156

２．未払法人税等   191 135   339

３．未払消費税等   41 7   37

４．未払費用   43 40   49

５．賞与引当金   266 219   40

６．その他   17 39   23

流動負債合計   620 6.6 660 6.6 40  646 6.6

Ⅱ 固定負債     

１．長期未払費用   － 30   55

固定負債合計   － － 30 0.3 30  55 0.6

負債合計   620 6.6 691 6.9 71  702 7.2

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   3,312 35.0 3,312 32.8 －  3,312 33.9

２．資本剰余金     

(1) 資本準備金   3,302 828   3,302

(2) その他資本剰余金   － 2,474   －

資本剰余金合計   3,302 34.9 3,302 32.7 －  3,302 33.8

３．利益剰余金     

(1) 利益準備金   71 －   71

(2) その他利益剰余金     

  繰越利益剰余金   2,149 2,785   2,372

利益剰余金合計   2,220 23.5 2,785 27.6 564  2,443 25.1

株主資本合計   8,834 93.4 9,399 93.1 564  9,058 92.8

純資産合計   8,834 93.4 9,399 93.1 564  9,058 92.8

負債純資産合計   9,455 100.0 10,091 100.0 635  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) 第３四半期損益計算書 

  
前第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）

当第３四半期会計期間
（自 平成19年３月１日 
  至 平成19年11月30日） 

対前年
同期比 

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 
 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 
（％） 

金額（百
万円） 

 金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ 売上高   3,256 100.0 3,226 100.0 △29  4,512 100.0

Ⅱ 売上原価 ※２  794 24.5 1,026 31.8 232  1,277 28.3

売上総利益   2,461 75.6 2,200 68.2 △261  3,235 71.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１,２  421 13.0 921 28.6 499  628 14.0

営業利益   2,040 62.6 1,278 39.6 △761  2,606 57.7

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  1 27  8 

２．有価証券利息  － 8  － 

３．その他  0 1 0.1 2 38 1.2 36 0 8 0.2

Ⅴ 営業外費用     

１．株式交付費  25 －  25 

２．公開関連費用  82 －  89 

３．その他  － 108 3.3 0 0 0.0 △108 0 115 2.5

経常利益   1,933 59.4 1,316 40.8 △616  2,499 55.4

Ⅵ 特別損失     

１．固定資産除売却損 ※３ － 0  111 

２．本社移転費用  － － － － 0 0.0 0 35 147 3.3

税引前四半期（当期）

純利益 
  1,933 59.4 1,315 40.8 △617  2,351 52.1

法人税、住民税及び

事業税  
 825 589  966 

法人税等調整額  △26 798 24.6 △43 545 16.9 △253 27 994 22.0

四半期（当期） 

純利益 
  1,134 34.8 770 23.9 △363  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）           （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

第３四半期会計期間中
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  1,134 1,134 1,134 1,134

四半期会計期間中の 
変動額合計 

3,195 3,195 3,195 71 361 432 6,823 6,823

平成18年11月30日残高  3,312 3,302 3,302 71 2,149 2,220 8,834 8,834

（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３四半期会計期間（自平成19年３月１日 至平成19年11月30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 

その他
資本 
剰余金

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

第３四半期会計期間中の 
変動額 

 
 

 

剰余金の配当  △429 △429 △429 △429

第３四半期当期純利益  770 770 770 770

資本準備金の取崩  △2,474 2,474  － －

利益準備金の取崩  △71 71  － －

第３四半期会計期間中の 
変動額合計 

－ △2,474 2,474 － △71 412 341 341 341

平成19年11月30日残高  3,312 828 2,474 3,302 － 2,785 2,785 9,399 9,399

（注）１．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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(5) 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） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年３月１日 
  至 平成19年11月30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 

子会社株式及び関連会

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 

（内国法人が発行する譲

渡性預金を含む） 

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 

 

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。 

 (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。 

株式交付費 

－ 

株式交付費 

支出時に全額費用として

処理しております。 
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項目 
前第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） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年３月１日 
  至 平成19年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日）

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。 

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） 

当第３四半期 
会計期間 

（自 平成19年３月１日 
  至 平成19年11月30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8,834百万円であります。 

 なお、中間財務諸表規則の改正によ

り、当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

の中間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」

（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。 

これによる当四半期会計期間の損

益に与える影響はありません。 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

（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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前第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） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年３月１日 
  至 平成19年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

― （減価償却資産の減価償却の方法）

当四半期会計期間から、法人税法の

改正(「所得税法等の一部を改正する

法律(法律第６号 平成19年３月30

日)」及び「法人税法施行令の一部を

改正する政令(政令第83号 平成19年

３月30日)」)に伴い、平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しております。この

変更の損益に与える影響は軽微であ

ります。 

― 
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表示方法の変更 

前第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） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

― （第３四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間において「現

金及び預金」に含めていた「譲渡性預

金」について、金融商品に関する会計

基準等の改正により内国法人の発行

する譲渡性預金の預金証書等の扱い

が変更されたのを受け、当第３四半期

会計期間より「有価証券」に含めて表

示しております。 

なお、前第３四半期会計期間の「現

金及び預金」に含まれている「有価証

券」は1,000百万円であります。 

 

― 

― 前第３四半期会計期間において「未

収入金」を流動資産の「その他」に含

めて表示しておりましたが、資産の総

額の100分の５を超えたため区分掲記

しております。 

なお、前第３四半期会計期間の「そ

の他」に含まれている「未収入金」は

78百万円であります。 

 

― 

― （第３四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間において「受

取利息」に含めていた「譲渡性預金に

係る預金利息」について、金融商品に

関する会計基準等の改正により内国

法人の発行する譲渡性預金の預金証

書等の扱いが変更されたのを受け、当

第３四半期連結会計期間より「有価証

券利息」に含めて表示しております。

なお、前第３四半期会計期間の「受

取利息」に含まれている「有価証券利

息」は１百万円であります。 

― 

 
注記事項 
（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 
（平成18年11月30日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年11月30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 

83百万円  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

99百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

42百万円 
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（四半期損益計算書関係） 
前第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） 

当第３四半期 
会計期間 

（自 平成19年３月１日 
  至 平成19年11月30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 143百万円

給与手当 58   

採用教育費 64   

地代家賃 111   

支払手数料 231   
 

※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 減価償却費実施額 

有形固定資産 38百万円 

無形固定資産 0   

  合計 38   
 

※２ 減価償却費実施額 

有形固定資産 58百万円

無形固定資産 0   

  合計 59   
 

－ 

 

－ ※３ 固定資産除売却損は、器具備品

0百万円であります。 

※３ 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）、当第３四半期会計期間（自平成 19

年３月１日 至平成 19 年 11 月 30 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。 
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（有価証券関係） 

前第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）、当第３四半期会計期間（自平成 19

年３月１日 至平成 19 年 11 月 30 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。 

 

（１株当たり情報） 

前第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） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年３月１日 
  至 平成19年11月30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 47,775.85円 

１株当たり四半期純
利益金額 

7,026.48円 

潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益
金額 

6,368.21円 

 

１株当たり純資産額 50,829.94円

１株当たり 
四半期純利益金額 

4,166.31円

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益金額 

3,848.27円

 

 

１株当たり純資産額 48,983.63円 

１株当たり 
四半期純利益金額 

8,118.70 円 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益金額 

7,393.56 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。 

― 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）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
前第３四半期 
会計期間末 

（平成18年11月30日）

当第３四半期 
会計期間末 

（平成19年11月30日） 

前事業年度末 
（平成19年２月28日）

純資産の部の合計 8,834百万円 9,399百万円 9,058百万円 

純資産の部の合計から控除する金額 －       －       －       

（うち新株予約権） (－) (－) (－) 

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産
額 

   8,834百万円        9,399百万円         9,058百万円 

四半期末（期末）の普通株式の数 184,920株 184,920株 184,920株 

２．１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎 

 

前第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）

当第３四半期 
会計期間 

（自平成19年３月１日 
至平成19年11月30日） 

前事業年度 
（自平成18年３月１日 
至平成19年２月28日）

四半期（当期）純利益 1,134百万円 770百万円 1,357百万円 

普通株主に帰属しない金額 － － － 

普通株式に係る四半期（当期）純利益 1,134百万円 770百万円 1,357百万円 

普通株式の期中平均株式数 161,432株 184,920株 167,224株 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益の算定に用いられた当期純利益調整

額の主要な内訳 

－ 

 

－ － 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益の算定に用いられた普通株

式増加数の主要な内訳 

新株予約権16,687株 

 

新株予約権15,283株 新株予約権 16,401株 

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 

－ 

 

－ 

 

－ 
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(重要な後発事象) 

前第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） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年３月１日 
  至 平成19年11月30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．ファイナンス事業準備会社の設立

当社は、平成19年12月17日開催の取

締役会において、Ｍ＆Ａアドバイザリ

ー周辺業務を強化すべく、下記の通り

ファイナンス事業準備会社を設立す

ることを決議いたしました。 

（１）設立・出資の目的 

Ｍ＆Ａ案件の増加と多様化によ

り、ファイナンスのニーズも様々な

形で広がってきております。当社は

経営理念である FCBI（For Client’s 
Best Interest）に基づき、クライア

ントに対するソリューション提供の

拡大という観点から、Ｍ＆Ａアドバ

イザリー周辺事業強化の一環とし

て、ファイナンス事業準備会社であ

る MCo 株式会社を設立することとい

たしました。 

今後の準備期間を経た２００８年

９月末頃迄を目途に普通株式にて

大 66.7%を出資し当社の連結子会社

とする予定です。MCo 株式会社は、今

後ファイナンス関連業務を幅広く展

開する計画であります。 

（２）対象会社の概要 

①商 号：MCo 株式会社 

②所在地：東京都千代田区丸の内一丁

目１1 番１号 パシフィッ

クセンチュリープレイス丸

の内 

③設立時期：平成 19 年１2 月（予定）

④資本金：1,000 万円（設立時） 

⑤株主：ＧＣＡホールディングス株式

会社 66.7% 

その他役職員 33.3% 

⑥代表者：笹山 幸嗣 

⑦事業内容：ファイナンス事業 

⑧決算期：12 月末日（予定） 

― 
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前第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） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年３月１日 
  至 平成19年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

２．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 

― 

 

― 
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前第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） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年３月１日 
  至 平成19年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

― 

 

― 

 

３．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％ 
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前第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） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年３月１日 
  至 平成19年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

― 

 

― 

 

４．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。 

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。 
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前第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） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年３月１日 
  至 平成19年11月30日） 

前事業年度 
（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当

社資産の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

第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。 
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前第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） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年11月30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 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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６．その他 
 
 
(１) 連結売上高に関する補足情報 
 
      a. 事業別売上高                                                                    （単位：百万円） 

 第２期 第３期 第４期第３四半期 第４期通期予想

決算年月 平成18年２月 平成19年２月 平成19年11月 平成20年２月 

Ｍ＆Ａアドバイザリー事業 4,407 4,504 4,833 6,090 

 基礎報酬  1,027  1,473  2,327  2,284 

 成功報酬  3,379  3,030  2,506  3,805 

デューデリジェンス事業 ― 13 220 240 

メザニンファイナンス事業 ― 434 460 1,236 

全社消去 ― △434 △451 △457 

売上高 4,407 4,517 5,063 7,109 

    基礎報酬：着手金、作業報酬（案件の進行に伴い作業時間に基づき請求）、リテイナー報酬等 
成功報酬：作業が終了し案件が成立したときに計上 

 
    （注）第３期より株式会社メザニン及び同社が運営する投資事業組合（２組合）を連結しております。株式会社

メザニンが投資事業組合から収受する管理報酬等は連結上内部取引として相殺されております。 
 
 
      b. Ｍ＆Ａアドバイザリー事業売上高の中のメガ案件                                    （単位：百万円） 

 第２期 第３期 第４期第３四半期 第４期通期予想

決算年月 平成18年２月 平成19年２月 平成19年11月 平成20年２月 

Ｍ＆Ａアドバイザリー事業 4,407 4,504 4,833 6,090 

 メガ案件  2,003  1,509  2,327  1,090 

 その他  2,403  2,995  2,505  5,000 

    （注）一案件で 10 億円以上の売上高のあったものをメガ案件としております。 
 
 
      c. 当四半期連結会計期間の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 
 
   当第３四半期連結会計期間（自平成 19 年３月１日 至平成 19 年 11 月 30 日） 

相手先 金額（百万円） 割合（％） 

㈱日興コーディアルグループ  2,327 46.0 

 
d. 役職員数の推移（連結）                                                                (単位：人） 

 第２期 第３期 第４期第３四半期

決算年月 平成18年２月 平成19年２月 平成19年11月 

加重平均 
全社 

（うちプロフェッショナル） 

 
31.3  
(22.3) 

 
54.8  
(37.2) 

 
78.7  
(58.7) 

期末 
全社 

（うちプロフェッショナル） 

 
44  
(30) 

 
65  
(47) 

 
92  
(71) 

 
    （注）役職員とは取締役、社外取締役および従業員等であります。月末の役職員数を期間月数で除したものを加

重平均としております。 
全社には社外取締役、監査役、社外監査役、財務 IR 室及びサポートチームが含まれております。 
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