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（百万円未満切捨て） 
１．平成 20 年２月期ＧＣＡホールディングス株式会社の連結業績（平成 19 年３月１日～平成 20 年２月 29 日） 
(1) 連結経営成績                              （％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 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

20 年２月期 6,478 43.4 2,313 2.7 2,379 10.9 1,666 16.8

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 
当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

 円  銭 円  銭

20 年２月期 9,014 12 8,326 92

19 年２月期 8,534 36 7,772 09
(参考) 持分法投資損益    20 年２月期  －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 24,970  23,588 41.4  55,927 95

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 10,342 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 △7,239  △1,201 13,028  13,706

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） － － － 2,710 00 2,710 00

20 年 12 月期（予想）    2,450 00 2,450 00
（注）平成 20 年２月期の期末配当金はＧＣＡホールディングス株式会社が実施し、平成 20 年 12 月期（10 ヶ月決算によ

る予想）の期末配当金は、ＧＣＡサヴィアングループ株式会社にて実施する予定です。 
 
３．平成 20 年 12 月期のＧＣＡサヴィアングループ株式会社の連結業績予想 

（平成 20 年３月３日～平成 20 年 12 月 31 日：10 ヶ月） 
（％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 12,832  －  4,577 － 4,609   －  2,746   －  8,167 96
 

(財)財務会計基準機構会員 



ＧＣＡサヴィアングループ㈱（2174) 平成 20 年２月期決算短信 

 

 

 

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 ２社（ＧＣＡ株式会社及び GCA America Corporation） 
 除外 － 社 
   (注)詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

なお、ＧＣＡ株式会社は平成 20 年３月３日付でＧＣＡサヴィアン株式会社に商号変更しております。 
(2)連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの） 
   ① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
   ② ①以外の変更         有 
   
(3)発行済株式数（普通株式） 
   ①期末発行済株式数(自己株式を含む) 20 年２月期 184,920 株 19 年２月期    184,920 株 

   ②期末自己株式数          20 年２月期     -  株  19 年２月期          - 株 

   (注)１株当たり当期純利益（連結）の基礎となる株式数については、26 ページ｢１株当たり情報｣をご覧ください。 
 
(参考) ＧＣＡホールディングス株式会社の個別業績の概要 
１． 平成 20 年２月期ＧＣＡホールディングス株式会社の個別業績(平成 19 年３月１日～平成 20 年２月 29 日)  
(1) 個別経営成績                              （％表示は対前年増減率） 

 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    ％

20 年２月期 3,550 △21.3 1,285 △50.7 1,330 △46.8 773 △43.0

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 
当期純利益 

 円  銭 

20 年２月期 4,183 75 

19 年２月期 8,118 70 
（注） ＧＣＡホールディングス株式会社は平成 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子会社である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
しては新設子会社であるＧＣＡ株式会社で計上しております。 

 

(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 9,730  9,402 96.6   50,847 38

19 年２月期 9,760  9,058 92.8   48,983 63
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社は、平成 20 年３月３日付でＧＣＡホールディングス株式会社及び
サヴィアン株式会社の共同株式移転の方法により両社の完全親会社となる共同持株会社として設立され
ました。平成 20 年 12 月期の通期連結業績の見通しについては、下記のとおりとなります。 
なお、当社は持株会社であるため、個別業績予想については開示を省略いたします。 
１．１株当たり予想当期純利益は 10 ヶ月決算であるため 8,167.96 円となっております。12 ヶ月決

算と仮定して 1.2 倍した場合の１株当たり予想当期純利益は 9,801.55 円となります。 
２．海外事業の現地通貨建ての項目は、為替レートを 105 円/US ドルにより円換算しております。為

替変動が当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 
３．１０ヶ月決算における四半期決算、中間決算、本決算の連結会計期間はそれぞれ下記のようにな

ります。 
第１四半期  平成 20 年３月３日 ～ 平成 20 年 ５月 31 日 
中間決算    平成 20 年３月３日 ～ 平成 20 年 ８月 31 日 
本決算      平成 20 年３月３日 ～ 平成 20 年 12 月 31 日 
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１．経営成績 
 

（１） 経営成績に関する分析 

当社は平成 20 年３月３日付でＧＣＡホールディングス株式会社及びサヴィアン株式会社の共同株式

移転の方法により両社の完全親会社となる共同持株会社として設立されました。従いまして、当社の平

成 20 年２月期の連結業績については、ＧＣＡホールディングス株式会社の業績のみを記載しており、サ

ヴィアン株式会社を含めたＧＣＡサヴィアングループ株式会社の業績は平成 20 年 12 月期以降になりま

す。 

当連結会計年度のＧＣＡホールディングス株式会社の連結業績は、主要事業であるＭ＆Ａアドバイザ

リー事業において前連結会計年度に続きメガ案件の成約及び案件数の増加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、当連結会計年度にメ

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、当連結会計年度の業績は、売上高6,478百万円、営業利益2,313百万円、経

常利益2,379百万円、当期純利益1,666百万円（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7,017百万円、営業利益は2,902百万円）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、当連結会計年度末

現在の会員数は60社となっております。 

 

(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を展開する事業組織で

あります。 

 

（通期の業績見通し） 

米国サブプライムローン問題はあるものの日本のＭ＆Ａ市場は依然として好環境であること、投資フ

ァンドに比して存在感の薄かった大手企業が戦略的なＭ＆Ａに取り組み始めたことからも案件の受注は

非常に順調であります。また、米国GCA Savvian, Inc.は自己投資を行っていないためサブプライムロー

ン問題の影響はほとんど受けておりません。  

なお、平成20 年３月３日付でＧＣＡホールディングス株式会社及びサヴィアン株式会社の共同株式移

転の方法により両社の完全親会社となる共同持株会社を設立し、平成20年12月期の通期連結業績の見通

しについてはＧＣＡサヴィアングループ株式会社として10ヶ月決算となっております。 

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。本株式に関する投資判断は、

慎重に検討した上で行われる必要があると考えられます。 

 

（２） 財政状態に関する分析 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は13,706百万円となりました。各キャッシュ・フローは

次のとおりであります。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果支出した資金は7,239百万円となりました。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796百万円の収入となります。これは主

に、税金等調整前当期純利益2,378百万円を計上したものの、法人税等の支払額861百万円があったこと、

売上債権の増加額が840百万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） 

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は1,201百万円となりました。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等（投資有価証券の取得による支出）が1,006

百万円あったこと、本社スペース拡張による敷金保証金の差し入れによる支出が98百万円あったこと等

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） 

当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は13,028百万円となりました。これは、メザニ

ンファンドの投資家からの出資受入が13,455百万円あったものの、配当金の支払額427百万円があったこ

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427百万円の支出となります。 

 

（３） 会社の利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

利益配分につきましては、経営基盤の強化と拡大する事業機会を迅速かつ確実に捉えるために十分な

内部留保金を維持することを考慮しつつ、クライアントに株主重視を推奨する独立系Ｍ＆Ａソリューシ

ョングループとして株主への利益還元を重視しております。なお、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） 事業等のリスク 

以下において、ＧＣＡサヴィアングループ株式会社（以下“当社”）の事業展開上のリスク要因となる

可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない

事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する情報

開示の観点から積極的に開示しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認

識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断

は、以下の記載事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えられます。 

なお、文中の将来に関する事項は、提出日（平成20年４月15日）現在において当社グループが判断し

たものであります。 

 

(a）当社の事業体制について 

① 小規模組織であることについて 

 当社グループは、平成 20 年３月 31 日現在、取締役５名（うち社外取締役１名）、監査役３名（う

ち非常勤監査役２名）、従業員 160 名と組織規模が小さく、内部管理体制や業務執行体制も当該組織

規模に応じたものとなっております。当社グループは、より組織的な社内管理体制を整備・運用する

ように努めておりますが、適切かつ十分に組織的な対応ができるか否かは不確実であり、当社グルー

プの事業遂行及び拡大に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは今後とも外部からの

採用と従業員の人材育成に努め、内部管理体制及び業務執行体制の強化を図る所存でおりますが、急

激な業務拡大が生じた場合、十分な人的・組織的対応が取れない可能性があります。さらに、今後の

人員増加に伴い、先行して一時的に固定費負担が増加する場合も想定され、そうした場合、当社グル

ープの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 主要メンバーへの依存について 

 当社グループにおいては、ＧＣＡの創業メンバーである渡辺章博、佐山展生に加え、サヴィアンの

ジェームズ･ビー･エイブリー、トッド・ジェイ・カーター等の主要メンバーが当社グループの経営方

針及び事業戦略を決定するとともに、ビジネスモデルの構築から事業化に至るまで極めて重要な役割

を果たしております。 

 このため、当社グループでは主要メンバーへの過度な依存を改善すべく、事業体制において全社的

な組織の構築や人材の育成に努めております。今後、これらの諸施策に取り組むことや当社グループ

の実績を積み上げることにより、主要メンバーの知識や経験に過度に依存することなく、円滑に事業
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を遂行することが可能となると考えております。 

 しかしながら、当面は主要メンバーへの依存度が高いままの状態で推移すると見込まれます。現時

点で主要メンバーが退任する予定はありませんが、主要メンバーが理由の如何に関わらず当社グルー

プの業務を継続することが困難となった場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影

響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 人材確保のリスクについて 

 当社グループは、各事業・各部署の中核的な人材としてその分野の経験者を配属し、少数精鋭の専

門家集団の人的資本により成り立っております。優秀な人材を確保・育成することは、今後、当社グ

ループが事業を拡大する上で重要であります。特に、Ｍ＆Ａアドバイザーとして経験豊富で専門性の

高い人材は当社事業遂行上極めて重要であります。 

 従いまして、必要とする人材を十分かつ適時に確保できなかった場合、もしくは重要なプロフェッ

ショナルの流出が発生した場合には、今後の事業展開も含めて事業拡大及び将来性に影響を与える可

能性があります。 

 また、人材の獲得が順調に行なわれた場合でも、人件費、設備コスト等固定費が増加する事が想定

され、その場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(b）当社の業績について 

① 社歴が浅いことについて 

 当社グループの会社はいずれも社歴が浅く、未だ経験していないトラブルが起こる可能性がありま

す。また、当社グループを取り巻く外部環境やクライアントの動向等に影響を受ける懸念もあります。 

 そのため、当社グループの計画が予定どおりに進行しない可能性もあり、当社グループの過去の実

績傾向がそのまま将来の業績を示すものではありません。 

 

② 業績の推移及び大型案件の計上について 

 当社グループの業績は、設立第１期より黒字を計上いたしました。また、第２期以降においては人

材獲得が順調に進んだことで、より多くの案件を手掛けられるようになったことに加え、一案件で

10 億円を超えるメガ案件成立による成功報酬が計上された要因も重なり引き続き増収となりました。 

当社グループでは今後も継続的に業績の拡大に努める所存ですが、メガ案件の獲得やその金額によ

り業績が大きく変動する可能性があります。 

 

③ 成功報酬への依存度について 

 当社グループの主要事業であるＭ＆Ａアドバイザリー事業の売上高は主に、着手金や作業時間に応

じて請求する作業報酬並びにリテイナー契約に基づくリテイナー報酬などの基礎報酬と案件が成約

した場合にだけ受け取ることができる成功報酬から構成されております。よって、当社グループが取

組むＭ＆Ａ案件が成約しなかった場合、当社グループの収益は減少することになります。当社グルー

プは基礎報酬により会社経営に必要な固定費を概ねカバーできる体質となっておりますが、当社グル

ープの収益性は成功報酬の多寡に大きく依存し、事業分野の多角化された大手金融機関に比較し、そ

のボラティリティは大きなものとなっております。 

 

④ 販売先の構成について 

 当社は、「Trusted Advisor For Client's Best Interest」という経営理念を忠実に履行するため

提供するサービスの品質を重視していることから、クライアント（販売先）数は、設立以降、着実に

増加しております。また当社グループの収益の大半は、個別のＭ＆Ａ案件毎に締結される業務委託契

約によるものであり、長期にわたるリテイナー契約によるものではありません。よって、当社グルー

プの収益性は長期にわたり確保されたものではありません。しかしながら、当社グループのクライア

ントはグローバルにビジネス展開を行っている大手企業が中心となっており、ビジネスは多岐にわた

っております。また、有料会員組織であるＧＣＡクラブの拡大をはかっていることにより、クライア

ント数は今後拡大してくるものと予想しております。 

 しかしながら、上記予想に反した場合には販売先の拡大を図ることができず、当社グループの収益

性が低下するリスクを内在しております。 
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(c）経営環境について 

① Ｍ＆Ａ市場のボラティリティについて 

 当社グループの主要事業であるＭ＆Ａアドバイザリー事業は、日本においては、日本企業の収益力

回復と共に、更なる事業拡大並びに企業価値向上を実現する手法として今後数年間は拡大し続けるも

のと思われます。また、北米においては、Ｍ＆Ａは経営戦略として定着しておりますが、引き続き重

要な経営戦略として活用されていくと思われます。今後は、グローバルにビジネスを展開する企業に

おいて、クロスボーダー案件も増加してくるものと予想しております。よって、当社グループの事業

基盤であるＭ＆Ａ市場が縮小するリスクは小さいものと考えております。しかしながら、米国におい

ては、Ｍ＆Ａ市場は景気動向並びに金融情勢に大きく左右され、常にブームとその後の反動での市場

の縮小といった歴史を繰り返しており、日本においても同様の事態が生じる可能性は考えられます。

特に日本においては、今後数年間はＭ＆Ａ市場が縮小する可能性は低いと考えておりますが、当社の

予想に反して日本において市場の縮小という事態が生じた場合、また米国の景気動向が悪化した場合

には事業拡大を図ることができず、当社グループの収益性が低下するリスクを内在しております。 

 

② 法的規制について 

 日本においては、現時点では、当社グループの事業を制限する直接的な法的規制は存在しないと考

えております。今後、当社グループの事業を直接的もしくは間接的に制限する法的規制がなされた場

合、また、従来の法的規制の運用に変更がなされた場合には、当社グループの事業展開は制約を受け、

当社グループの経営成績その他に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 また、米国においては、全米証券業協会（National Associatin of Securities Dealres, Inc.）

の規則を含め、法的規制の適用を受けています。かかる規制への違反があった場合、課徴金等の罰則

の適用がなされるのみならず、当社グループの信用が毀損し、当社グループの経営成績その他に重大

な影響を及ぼす可能性があります。さらに米国における新たな法的規制及び新たな法的規制の運用に

より同様に当社グループの経営成績その他に重大な影響を及ぼす可能性が生じることも考えられま

す。 

 

③ 競業環境について 

 米国においては、当社グループの主要事業であるＭ＆Ａアドバイザリー事業は競争の厳しい分野で

あります。さらに近年、当社グループよりも広範なサービスの提供を可能とする大規模な競合他社が

現れていること、また、当社グループと同規模の競合他社の数も増大していることから、今後も厳し

い競争状況が続くと予想され、価格競争が激化する可能性があります。この場合、特に米国における

当社グループの経営成績、収益性に重大な影響が生じる可能性があります。 

 

(d）今後の事業展開について 

① メザニンファンドについて 

 当社の 100％子会社である株式会社メザニンは、ＭＢＯ等の様々なＭ＆Ａ案件においてメザニン投

資を行うファンドとして、複数の機関投資家との間で投資事業有限責任組合契約を締結し、日本初の

本格的な独立系メザニンファンドを運営（出資約束金総額は 687 億円）しております。同社は日本に

おけるメザニンファイナンス市場の飛躍的拡大に大きく貢献するものと期待しておりますが、ファン

ドからの投資が進まなかった場合、当社グループの経営成績その他に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 利益相反が生じた場合の影響について 

 株式会社メザニンは、Ｍ＆Ａ案件に係る資金調達においてメザニン投資を行う投資事業組合の運

営・管理をしております。ＧＣＡサヴィアン株式会社は、独立系Ｍ＆Ａファームとして高度に専門化

されたＭ＆Ａアドバイザリー業務とメザニン投資資金提供者としての業務が相乗効果を発揮し、当社

グループの業績拡大に多大な貢献をするにとどまらず、クライアントにとっても効率性を高め非常に

価値の高いものになると考えております。しかしながら、グループ内に資金提供機能を保有すること

から、アドバイザーとしての当社グループが案件成立に対する有利な立場を利用してクライアントの

利益よりも当社又は株式会社メザニンが運営するファンドに有利なスキームを構築することなどを

杞憂し、クライアントがスキームの中立性を確保するために当社グループ以外のアドバイザーを起用

する可能性があります。このような場合、当社が相乗効果を生むと考えている２つの事業が利益相反

となり、Ｍ＆Ａアドバイザーとしてのビジネス機会を喪失することが考えられます。 

 上記に加え、ＧＣＡサヴィアン株式会社と GCA Savvian, Inc.が同様にＭ＆Ａアドバイザリー事業

に従事しているため、双方のクライアントの利益が対立し、いずれか又は両社のクライアントが当社

グループの起用を避ける事態が生じる可能性があります。 
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(e）情報漏洩等に関するリスクについて 

 当社グループの事業にとって、企業情報並びに個人情報の管理は非常に重要であります。当社グル

ープが保有する情報へのアクセス許可者の制限、外部侵入防止のためのセキュリティシステムの採用

等情報管理体制の強化により、漏洩防止策を図っております。 

 しかしながら、何らかの原因により顧客情報が流出した場合、当社グループは信用を失うこととな

り、当社グループの経営成績その他に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 また、情報漏洩に限らず、従業員による法令違反行為やクライアントとの契約に違反する行為によ

って当社グループの評判・信用を毀損し、当社グループの経営成績その他に重大な影響を及ぼす可能

性があります。 

 

(f）インサイダー取引について 

 当社グループは役職員による株式取引など、個別企業の業績動向に係る資金運用取引を一切禁止し

ております。 

 しかしながら、大手金融機関においてもルール違反によるインサイダー取引が稀に発生し、大きな

問題となっております。万が一、当社グループにおいて同様の問題が発生した場合、独立系Ｍ＆Ａア

ドバイザリーファームとして築き上げたクライアントとの信頼関係に甚大なダメージが発生いたしま

す。また、当社グループはＭ＆Ａアドバイザリー事業及びその周辺事業に特化しているため、かかる

問題が生じた場合、当社グループの経営に与える影響度は多角化された大手金融機関と比較し一層大

きなものとなる可能性があります。 

 

(g）ストックオプションの行使による株式の希薄化について 

 当社グループは、株主価値の向上を意識した経営の推進を図るとともに、当社グループの業績向上

に対する役職員の士気を一層高めること等を目的として、ストックオプション（新株予約権）を付与

しております。これは、旧商法の規定に基づき、対象となる役職員に対し、特に有利な条件をもって

新株予約権を発行するものとして、ＧＣＡホールディングス株式会社の株主総会において決議された

ものであります。これらの新株予約権が行使された場合は、当社の１株当たりの株式価値は希薄化し、

株価形成に影響を与える可能性があります。当社は、上記目的のもとに今後も役職員に対して新株予

約権の付与を行うことを検討しておりますが、当該新株予約権の付与は、株式価値の希薄化を招く可

能性があります。 

 

(h）海外での事業活動及び為替レートの変動 

   海外での事業活動には、通常、予期しない法律や規制の変更、産業基盤の脆弱性、人材の採用・確

保の困難など、経済的に不利な要因の存在または発生、テロ・戦争・その他の要因による社会的また

は政治的混乱などのリスクが存在します。こうしたリスクが顕在化することによって、当社グループ

の海外での事業活動に支障が生じ、当社グループの業績及び将来計画に影響を与える可能性がありま

す。また、当社グループの海外事業の現地通貨建ての項目は、換算時の為替レートにより円換算後の

価値が影響を受ける可能性があります。短期及び中長期の予測を超えた為替変動が当社グループの業

績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 
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２．企業集団の状況 
 

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社（以下“当社”）は、平成20 年３月３日付でＧＣＡホールディング

ス株式会社及びサヴィアン株式会社の共同株式移転の方法により両社の完全親会社となる共同持株会社と

して設立され、平成20 年３月３日付で東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。 

当社グループは、完全子会社であるＧＣＡホールディングス株式会社、ＧＣＡサヴィアン株式会社、GCA 

Savvain, Inc.、GCA Savvian Advisors, LLC.、 GCA Savvian Capital, LLC.、 GCA America Corporation、

株式会社デューデリジェンス、株式会社メザニン及び同社が運用するファンドにより構成されており、Ｍ

＆Ａソリューショングループとして事業展開を図っております。 

当社子会社である株式会社メザニンは、メザニン投資(メザニンとは「中２階」の意味であり、通常融資

と普通株の中間に位置する劣後債や優先株等へのミドルリスク・ミドルリターンの投資のこと)に特化した

ファンドを組成・運営することを主たる業務としております。 

なお、下記関係会社の状況は平成20年２月29日現在のＧＣＡホールディングス株式会社のものです。 

 

 関係会社の状況                                （平成20年２月29日現在） 

議決権の所有割合 

名称 住所 

資本金 

または 

出資金 

主要な事業

の内容 
所有割合 

（％） 

被所有 

割合（％） 

関係内容 

（連結子会社） 

ＧＣＡ株式会社（注１，４，５） 
東京都 

千代田区 
20 百万円

Ｍ＆Ａアド

バイザリー

事業 

100 － 
業務委託契約に基

づく役務の提供 

GCA America Corporation 
米国デラ

ウェア州 
US$2,000

Ｍ＆Ａアド

バイザリー

事業 

100 

(100) 
－ 

業務委託契約に基

づく役務の提供 

株式会社デューデリジェンス 
東京都 

千代田区 
50 百万円

デューデリ

ジェンス事

業 

100 － 
業務委託契約に基

づく役務の提供 

株式会社メザニン 
東京都 

千代田区 
15 百万円

メザニンフ

ァンドの運

営事業 

100 － 

業務委託契約に基

づく役務の提供 

役員の兼任あり 

（連結の範囲に含めている投資事業有限責任組合） 

MCo1 号投資事業有限責任組合 東京都 

千代田区 
14,414百万円 投資事業 

1 

(1) 
－ － 

MCo2 号投資事業有限責任組合 東京都 

千代田区 
37 百万円 投資事業 

1 

(1) 
－ － 

（注）１．ＧＣＡ株式会社は平成 20 年３月３日付でＧＣＡサヴィアン株式会社に商号変更しております。 

２．有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。 

      ３．議決権の所有割合欄の（内書）には間接所有の割合を記載しております。 

   ４．特定子会社に該当しております。 

５．ＧＣＡ株式会社については売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が 10％

を超えております。 

  主要な損益情報等 (1)売上高   3,456 百万円 

                      (2)経常利益  1,329 百万円 

                      (3)当期純利益  757 百万円 

                         (4)純資産額  1,007 百万円 

                              (5)総資産額  2,290 百万円 
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３．経営方針 
 

（１） 会社の経営の基本方針 

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社（以下“当社”）グループは「Trusted Advisor For Client's Best 

Interest」を経営理念として設立以来、顧客利益を 優先とする独立系Ｍ＆Ａソリューショングループ

として、事業規模を急速に拡大しております。日本経済が回復から拡大基調へ向かう中、Ｍ＆Ａが企業

価値を高めるための手法として広がりをみせていることや、敵対的買収に対する防衛策を導入する企業

が増加していることも、当社の事業規模拡大の背景となっております。 

 

当社グループではＭ＆Ａ取引へのアドバイザリー事業及びその周辺事業を手掛けており、クライアン

トの利益 大化を目的とするために当事者の片側へのアドバイザリー業務を行うことを原則とし、買収

企業側及び売却企業側の双方から報酬を得る業務（仲介業務）は行っておりません。 

 

当社の顧客は、グローバルに事業展開を行う大手企業からオーナー系の中小企業まで幅広いものとな

っております。主要事業であるＭ＆Ａアドバイザリー事業は、業務の特性上、継続的に業務委託契約を

受けることは期待しづらいといえます。しかしながら、設立以来の顧客の中で、39％が平成20年２月期

においても新たな案件で当社をＭ＆Ａアドバイザーとして起用した実績があります。当社は、経営理念

を達成するため、以下を実践し顧客からのリピート受注を獲得するようにしております。 

 

(a) アドバイザリー業務の実行に際しては顧客本位であること。つまり、案件推進途中においても「顧

客にとって案件成就がベストでない」と判断した場合には、「案件を中止するメリット」を的確に

アドバイスすることを是とし、成功報酬の獲得を優先した案件成就を決して目指さないことであ

ります。かかる経営方針を全役職員に実践させるため、パートナー・ディレクター始め役職員個

人毎に売上予算（ノルマ）を設定することはしておりません。個人別売上予算を設定した場合、

予算達成が顧客満足度よりも優先することがあるからです。また、このような経営方針は、着手

金及び作業報酬等の基礎報酬で固定費を賄える経営体質づくりに努めていることからも可能とな

っております。ちなみに、「Trusted Advisor For Client's Best Interest」を経営理念としてい

る当社では、顧客からのリピート受注こそがその顧客満足度を示す証として捉えていることから、

短期的な利益の追求である「個人別の収益獲得額」は評価対象としておりません。各人の経営理

念実現に向けての貢献度を全役職員で360度評価し合う制度としております。それによって全役職

員に経営理念の浸透がより一層図られるよう努めております。 

 

(b) 当社はアドバイザリー契約締結に際し下記を基準としております。 

・案件金額の大小には拘らない 

・敵対的買収案件の買収側アドバイザーにはならない 

・反社会的勢力はいうまでもなく、少しでも正当性が欠如すると思われる案件のアドバイザーは

引き受けない 

すなわち、当社は売上金額（手数料金額）の大小で案件を選別するのではなく、売上金額の小

さな案件であろうとも、その顧客にとって価値のある案件には全力で取組んでおります。 

また当社では、法人を対象とした有料会員組織「ＧＣＡクラブ」を運営しております。 

「ＧＣＡクラブ」の目的は、規模の大小を問わず多くの企業にとって、Ｍ＆Ａが重要な経営の選

択肢の一つとなってきている昨今の状況下、当社代表取締役である渡辺章博、佐山展生など役職

員が永年培ってきた知識や経験を基に「Ｍ＆Ａをより深く理解したいと考える方々が集い、知識

を幅広く習得する場を提供すること」であり、平成20年２月29日現在の会員数は、60社でありま

す。当クラブ会員からの個別案件の問い合わせが当社とのアドバイザリー契約締結に至っている

ケースが増加してきております。 
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（２） 会社の利益配分に関する基本方針 

利益配分につきましては、経営基盤の強化と拡大する事業機会を迅速かつ確実に捉えるために十分な

内部留保金を維持することを考慮しつつ、クライアントに株主重視を推奨する独立系Ｍ＆Ａソリューシ

ョングループとして株主への利益還元を重視しております。なお、配当につきましては、株主への利益

還元を重要な経営方針として位置づけており、期末発行済株式数による１株当たり当期純利益（連結）

の30%を配当の基準としております。 

 

（３） 投資単位引き下げに関する考え方及び方針等 

当社は、株式市場において適正な株価が形成されるためには、株式の充分な流動性と多くの投資家の

市場への参加が必要であると考えております。投資単位の引き下げについては、今後の市場の動向や要

請なども充分勘案して、株主利益の視点で慎重に対処していきたいと考えております。 

 

（４） 目標とする経営指標 

   当社では、主な成長性及び収益性の指標として、売上高を経営指標としております。当社は、高品質

のサービスを提供することにより、リピートクライアントの増加及び新規顧客の獲得に努めることで、

安定的かつ継続的な売上高の増大を目指してまいります。 

 

（５） 中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

「Trusted Advisor For Client's Best Interest」が当社の経営理念です。 

この経営理念を実現するための中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題として下記を考

えております。 

 

（a）品質の向上 

独立系Ｍ＆Ａソリューショングループとして「クライアントの 善利益を追求する」ためには、当社

が提供するサービスは絶えず 高の品質であるべきと考えております。 新の法規制や会計制度を熟知

した上で、専門的な知識や経験とノウハウをもとにした 高品質のＭ＆Ａアドバイザリーを行うことが

当社にとって も重要な課題です。そのために当社は、日常的なＯＪＴ（オンザジョブトレーニング）

に重点を置きながら、技術的な知識の向上、法規制や会計制度の共有やプロジェクトにおけるベストプ

ラクティスの共有を図るため、経験豊富なパートナー及びディレクターが中心となり社内セミナーを開

催しております。この社内セミナーには大学教授や会計・税務・法務等の専門家も外部講師として招聘

しております。様々な手段を用いて当社サービスの品質向上を図っております。 

 

（b）国際案件への対応 

Ｍ＆Ａの国際案件（クロスボーダーＭ＆Ａ）に精通したメンバーがいることは当社の強みの一つであ

り、当連結会計年度もいくつかのクロスボーダー案件を成約することができました。 

しかしながら、案件数の増加や大型化に鑑み、さらにクロスボーダー案件への対応を強化する必要が

あります。今後は、米国GCA Savvian, Inc.と連携し、米国を中心としたクロスボーダー案件への対応力

を強化する体制を構築してまいります。また、ヨーロッパ、アジア等グルーバルネットワークの構築も

積極的に進めて参ります。 

 

（６） 親会社等に関する事項 

   該当事項はありません。 
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（７） その他、会社の経営上の重要な事項 

(a) Ｍ＆Ａアドバイザリーの報酬 

当社の売上高は、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務委託契約に基づく基礎報酬（着手金、作業報酬並びに

リテイナー報酬(注)等）及び成功報酬によっております。アドバイザリー案件は短いもので数ヶ月、

長いもので１年超となりますが、案件の業務委託契約の締結時に収受するものが着手金、案件の進行

に伴い作業時間に基づき請求するものが作業報酬、作業が終了し案件の成立したときに計上するもの

が成功報酬となっております。 

 

(注)リテイナー報酬とは、通常のＭ＆Ａアドバイザリー契約が具体的な個別のＭ＆Ａ案件を対象と

して行うものであるのに対し、Ｍ＆Ａ全般に関する初歩的な情報提供や助言などを一定期間顧

客に提供することを受託するリテイナー契約に基づき受け取る報酬です。 

 

アドバイザリーの報酬のうち、相当部分は成功報酬として得られるもので、平成20年２月期の当社

の売上高の概ね61％が成功報酬であります。成功報酬の算定方式としては、Ｍ＆Ａアドバイザリー業

界で一般的なガイドラインである「リーマン方式」に基づいております。 

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務は、対象企業の探索から契約書のチェックまで多岐に渡っております。

当社の売上である「Ｍ＆Ａ手数料」は、このような様々なサービスに対して顧客から受領するもので

あります。 

 

(b) 株式会社メザニンでの新規事業について 

Ｍ＆ＡやＭＢＯ等の案件成就の重要な要件の１つは、「ファイナンススキームの構築」です。特に昨

今の案件では、エクイティファイナンスと銀行ローンなどの借入れの中間に位置する「メザニン投資」

が、ファイナンススキーム実現のキーポイントともいえる状況となっております。 

当社グループでは株式会社メザニンにおいて「メザニン投資事業」を実行できる体制を整えており

ます。平成20年２月29日現在において２件の投資実績があり、メザニン投資を手掛ける機能をグルー

プ内に持つことは、当社が提案するスキームの実現性を一層高め、顧客満足度の向上を目的とするも

のであります。 

 

(c) 株式会社デューデリジェンスでの新規事業について 

Ｍ＆Ａアドバイザリー周辺事業への進出の一環として、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として平成18年12月１日に株式会社デューデリジェンスを設立いたしまし

た。国内のＭ＆Ａ案件数は、今後中長期的に増加すると推定されており、当社のような独立系ソリュ

ーショングループに対するニーズも益々多様化していくことが予想されます。その中でデューデリジ

ェンス業務は、Ｍ＆Ａ案件において不可欠なプロセスであり、また、アドバイザリー業務とのコンフ

リクトが少ないことから、クライアントに対するワン・ストップ・サービスの実現や、アドバイザリ

ー業務との双方向でのシナジー効果も大いに期待できる分野であります。 
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４．連結財務諸表 
 
(1) 連結貸借対照表（ＧＣＡホールディングス株式会社分） 

  
前連結会計年度 

（平成19年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成20年２月29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  9,133 12,706  

２．売掛金  455 1,295  

３．有価証券  － 1,000  

４．営業投資有価証券  － 8,035  

５．たな卸資産  12 21  

６．繰延税金資産  67 148  

７．その他  38 85  

流動資産合計  9,706 94.6 23,293 93.3 13,586

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物  161 164  

(2) その他  106 111  

有形固定資産合計  267 2.6 275 1.1 8

２．無形固定資産  0 0.0 15 0.0 15

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※２ 2 1,008  

(2) 繰延税金資産  22 11  

(3) その他  265 364  

投資その他の資産合計  289 2.8 1,385 5.6 1,095

固定資産合計  558 5.4 1,676 6.7 1,118

資産合計  10,265 100.0 24,970 100.0 14,705

    

（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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前連結会計年度 

（平成19年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成20年２月29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．未払法人税等  393 885  

２．賞与引当金  40 88  

３．その他  275 386  

流動負債合計  709 6.9 1,359 5.5 649

Ⅱ 固定負債    

１．長期未払費用  55 22  

固定負債合計  55 0.6 22 0.1 △33

負債合計  765 7.5 1,381 5.6 616

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  3,312 32.3 3,312 13.2 －

２．資本剰余金  3,302 32.2 3,302 13.2 －

３．利益剰余金  2,511 24.4 3,749 15.0 1,237

株主資本合計  9,126 88.9 10,364 41.4 1,237

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．為替換算調整勘定  － － △21 △0.0 △21

  評価・換算差額等合計  － － △21 △0.0 △21

Ⅲ 少数株主持分  373 3.6 13,246 53.0 12,873

純資産合計  9,499 92.5 23,588 94.4 14,088

負債純資産合計  10,265 100.0 24,970 100.0 14,705

    

（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) 連結損益計算書（ＧＣＡホールディングス株式会社分） 

  
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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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  4,517 100.0 6,478 100.0 1,960

Ⅱ 売上原価  1,521 33.7 2,666 41.2 1,145

売上総利益  2,996 66.3 3,811 58.8 815

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 744 16.5 1,498 23.1 753

営業利益  2,252 49.8 2,313 35.7 61

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  8 45   

２．消費税等免税益  － 26   

３．その他  2 10 0.3 3 75 1.1 64

Ⅴ 営業外費用    

１．株式交付費  25 －   

２．公開関連費用  89 －   

３．創立費  0 8   

４．その他  0 116 2.6 1 9 0.1 △106

経常利益  2,146 47.5 2,379 36.7 232

Ⅵ 特別損失    

１．固定資産除売却損 ※２ 112 0   

２．本社移転費用  35 147 3.3 － 0 0.0 △147

税金等調整前当期純利益  1,998 44.2 2,378 36.7 380

法人税、住民税及び事業税  1,021 1,364   

法人税等調整額  22 1,043 23.1 △70 1,294 20.0 250

少数株主損失  472 10.5 582 9.0 110

当期純利益  1,427 31.6 1,666 25.7 239

    

（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)連結株主資本等変動計算書（ＧＣＡホールディングス株式会社分） 

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） 

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 
（百万円） 

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 
（百万円） 

3,195 3,195 725 7,116 373 7,489 

平成19年２月28日残高 
（百万円） 

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、千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。 

 

当連結会計年度（自平成19年３月１日 至平成20年２月29日） 

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

評価・換算 
差額等合計 

少数株主
持分 

純資産 
合計 

平成19年２月28日残高 
（百万円）

3,312 3,302 2,511 9,126 － － 373 9,499

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当  △429 △429  △429

当期純利益  1,666 1,666  1,666

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

 △21 △21 12,873 12,851

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円）

－ － 1,237 1,237 △21 △21 12,873 14,088

平成20年２月29日残高 
（百万円）

3,312 3,302 3,749 10,364 △21 △21 13,246 23,588
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書（ＧＣＡホールディングス株式会社分） 

  
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）

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

対前年比

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 
増減 

（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  1,998 2,378  

減価償却費  63 85  

固定資産除売却損  112 0  

本社移転費用  35 －  

賞与引当金の増加額（△減少額）  0 47  

受取利息  △8 △45  

営業投資有価証券の減少額（△増
加額） 

 － △8,035  

株式交付費  25 －  

売上債権の減少額（△増加額）  △256 △840  

たな卸資産の減少額（△増加額）  △6 △9  

その他  △143 △4  

小計  1,822 △6,422 △8,245

利息及び配当金の受取額  8 45  

法人税等の支払額  △1,910 △861  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △79 △7,239 △7,159

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  △257 △88  

有形固定資産の除売却による収
入 

 14 －  

投資有価証券の取得による支出  － △1,006  

長期前払費用の取得による支出  △4 △4  

敷金保証金の差入による支出  △251 △98  

敷金保証金の解約による収入  106 －  

その他  △0 △3  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △392 △1,201 △808

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  845 13,455  

配当金の支払額  △499 △427  

財務活動によるキャッシュ・フロー  6,710 13,028 6,317

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差
額 

 － △14 △14

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  6,238 4,572 △1,665

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,895 9,133 6,238

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 9,133 13,706 4,572

（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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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

１.連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社 

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 

株式会社メザニン 

株式会社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 

株式会社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。 

(1）連結子会社 

連結子会社の数 ４社 

連結子会社の名称 

ＧＣＡ株式会社 

株式会社メザニン 

株式会社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株式会社は簡易新設分割により

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。 

 － (2）主要な非連結子会社 

非連結子会社の数 １社 

 非連結子会社の名称 

 MCo株式会社 

（連結範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、合計の総資産、売上高、

当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、いずれも連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

－ 持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社の名称等 

MCo株式会社 

インテグラル株式会社 

（持分法を適用しない理由）  

持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社は、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であるため、持分法の適用範囲から除

外しております。 
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項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

３．連結子会社の事業年度に

関する事項 

株式会社メザニン及び株式会社デュー

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

任組合の決算日は12月31日であります。 

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。 

ＧＣＡ株式会社、株式会社メザニン、

株式会社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。 

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。 

 ②たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法によっておりま

す。 

②たな卸資産 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

す。 

建物及び構築物 ８年～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 

(3) 重要な繰延資産の処理方

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 

－ 

 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 
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項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

(4) 重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

①貸倒引当金 

同左 

 ②賞与引当金 

従業員に支給する賞与の支払に備え

て、支給見込額の当連結会計年度負担額

を計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

(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 

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 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得

日から３か月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。 

同左 
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会計処理の変更 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

（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。 

 

― 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

（減価償却資産の減価償却の方法） 

当連結会計期間から、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。 
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表示方法の変更 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

― （連結貸借対照表関係） 

前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、連結財務諸表等規則ガイドライ

ン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。 

 
 
注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成20年２月29日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

42百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

125百万円 

 ※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

   投資有価証券（株式）   1,006百万円 

 

（連結損益計算書関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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 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   
 

※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 233百万円

賞与引当金繰入額 10   

支払手数料 281   
 

※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。 

※２ 固定資産除売却損は、その他0百万円であります。

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

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 

株式の種類 

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
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（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

 

当連結会計年度（自平成19年３月１日 至平成20年２月29日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 

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    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

 

(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20年４月15日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 501 百万円 2,710 円 平成 20 年２月 29 日 平成 20 年５月 30 日

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

※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）

※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20年２月29日現在）

（百万円）

現金及び預金 9,133

現金及び現金同等物 9,133
 

（百万円）

現金及び預金 12,706

有価証券勘定（譲渡性預金） 1,000

現金及び現金同等物 13,706
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（リース取引関係） 

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）及び当連結会計年度（自平成19年３月１日 至平成

20年２月29日） 

該当事項はありません。 

 

（有価証券関係） 

前連結会計年度（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 

 

当連結会計年度（平成20年２月29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） 

関係会社株式  

 非上場株式 1,006 

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 1,000 

計 10,044 

 

（デリバティブ取引関係） 

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）及び当連結会計年度（自平成19年３月１日 至平成

20年２月29日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

（退職給付関係） 

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）及び当連結会計年度（自平成19年３月１日 至平成

20年２月29日） 

当社グループには、退職給付制度がないため、該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係） 

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                     －                     － 

 

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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当連結会計年度（自平成19年３月１日 至平成20年２月29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                    4,330          11,160 

  付与            －     － 

 失効             130 110 

 権利確定                     －                     － 

 未確定残                    4,200 11,050 

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                     －                     － 

 

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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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成20年２月29日） 

１．繰延税金資産の主な原因別内訳 
 

未払事業税 35百万円

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 67百万円

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 90百万円
 

１．繰延税金資産の主な原因別内訳 
 

未払事業税 81百万円

賞与引当金 34百万円

未払費用 17百万円

その他 15百万円

繰延税金資産(流動)小計 148百万円

その他 11百万円

繰延税金資産(固定)小計 11百万円

繰延税金資産合計 160百万円
 

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 40.69%

（調整） 

投資事業組合連結による損益 9.72%

その他 1.82%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 52.22%
 

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 40.69%

（調整） 

投資事業組合連結による損益 10.07%

その他 3.65%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 54.41%
 

 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

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）及び当連結会計年度（自平成19年３月１日 至平

成20年２月29日） 

Ｍ＆Ａアドバイザリー事業の売上高、営業利益及び資産の金額の合計額は、全セグメントの売上高、営業利益及

び資産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。 

        

当連結会計年度（自平成19年３月１日 至平成20年２月29日） 

        本邦の売上高、営業利益及び資産の金額の合計額は、全セグメントの売上高、営業利益及び資産の金額の合計額

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】 

前連結会計年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28日）及び当連結会計年度（自平成19年３月１日 至平

成20年２月29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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（関連当事者との取引） 

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）及び当連結会計年度（自平成19年３月１日 至平

成20年２月29日） 

該当事項はありません。 

 

（企業結合等関係） 

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。 

 

当連結会計年度（自平成19年３月１日 至平成20年２月29日） 

共通支配下の取引等 

当社は、平成19年７月17日開催の取締役会において、平成19年９月３日を効力発生日として持株会社体制へ移

行すべく、当社のＭ＆Ａアドバイザリー事業を新設会社であるＧＣＡ株式会社に新設分割（簡易分割）により移

管することを決議いたしました。 

 １．結合当事企業または対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名

称並びに取引の目的を含む取引の概要 

（１）結合当事企業または対象となった事業の名称及びその事業の内容 

    当社が営むＭ＆Ａアドバイザリー事業の全て 

 （２）企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

当社を分割会社とし、新たに設立するＧＣＡ株式会社（連結子会社）を新設会社とする分社型新設分割

方式。 

（３）会社分割の目的 

本件分割による持株会社体制への移行は、各事業会社がＭ＆Ａアドバイザリー事業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。 

当該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

設会社のほか、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、持株会社体制への移行のもうひとつの目的は、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にあります。 

当社は、純粋持株会社への移行後、引き続き上場会社としての地位を継続するとともに、グループ全体

の統一的かつ柔軟な戦略策定、経営資源の 適配分、子会社における業務執行状況チェックなどの機能を

担い、戦略的かつ明確な経営組織を整備することにより、グループとしての企業価値の 大化を目指して

まいります。 

（４）会社分割取引の概要 

新設会社は、本件分割に際して普通株式5,000 株を発行し、その全てを当社へ割当交付いたしました。

分割交付金の支払いはありません。 

新設会社は、効力発生日における当社の本件事業に係る資産・負債及び権利義務並びに契約上の地位（本

件事業に係る全従業員との雇用契約を含みます。）の全て（ただし、本件分割に係る平成19年７月17日付

分割計画書において特段の定めがあるものを除きます。）を当社から承継いたします。なお、本件分割に

おける債務の承継については、重畳的債務引受の方法によります。 

当社及び新設会社は、新設分割の効力発生日以降において弁済期が到来する当社及び新設会社の債務に

ついて、本件分割に際して発行される新設会社の株式が全て当社に割り当てられること、及び、新設会社

が承継する資産及び負債の額はそれぞれ269 百万円及び19 百万円であり、資産の額が負債の額を上回る

ことから、いずれも履行の見込みに問題はないと判断しております。 

２．実施した会計処理の概要 

   連結財務諸表上の会計処理 

    当該会社分割は、共通支配下の取引に該当するため、内部取引として全て消去しております。したがっ

て、当該会計処理が連結財務諸表に与える影響はありません。 
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（１株当たり情報） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

 

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 
 

 

１株当たり純資産額 55,927.95円 

１株当たり当期純利益金額 9,014.12円 

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額 

8,326.92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 

 
前連結会計年度 

（平成19年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成20年２月29日） 

純資産の部の合計（百万円） 9,499     23,588    

純資産の部の合計から控除する金額 

（百万円） 
373     13,246    

（うち少数株主持分）（百万円） (373)     (13,246)   

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 9,126     10,342    

期末の普通株式の数（株） 184,920       184,920 

（注）２．１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。 

 
前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益金額（百万円） 1,427 1,666 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益金額（百万円） 1,427 1,666 

期中平均株式数（株） 167,224 184,920 

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 15,261 

（うち新株予約権（株）） （16,401） （15,261） 

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 

       －        － 
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(重要な後発事象) 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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％ 

 

１．         ― 

 

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。 

 

２．         ― 
 

 



ＧＣＡサヴィアングループ㈱（2174) 平成 20 年２月期決算短信 

28 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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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前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

３．                   ― ３．株式移転による共同持株会社の設立 

 平成20年１月10日開催の臨時株主総会において、ＧＣ

Ａホールディングス株式会社及びサヴィアン株式会社

が共同して株式移転により完全親会社「ＧＣＡサヴィア

ングループ株式会社」を設立することが承認可決され、

平成20年３月３日付で同社が設立されました。 

これに伴いＧＣＡホールディングス株式会社及びサ

ヴィアン株式会社は当社の子会社になりました。 

① 名  称 ＧＣＡサヴィアングループ株式会社 

② 代 表 者  代表取締役 渡辺 章博 
③  住   所 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 資 本 金 500百万円 

⑤ 事業内容  持株会社傘下のグループ企業全体の経営

戦略を策定・統括 

― ４．投資事業有限責任組合からの投資実行 

平成20年３月６日付で当社の100％子会社である株式

会社メザニンが運営するMCo1号投資事業有限責任組合

において、50億円の投資を実行いたしました。投資総額

は累計で130 億円となります。 

同組合は本格的なメザニン・ファイナンスを提供する

日本初の独立系メザニンファンドであり、出資約束金総

額は687 億円となっております。 

（注）メザニン・ファイナンスとは、返済順位が通常融

資と普通株式の中間に位置するミドルリスク・ミドルリ

ターンの劣後ローンや優先株式等への投資です。 
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５．財務諸表 
(1) 貸借対照表（ＧＣＡホールディングス株式会社分） 

  
前事業年度 

（平成19年２月28日） 
当事業年度 

（平成20年２月29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  8,569 6,247  

２．売掛金  455 7  

３．関係会社売掛金  － 171  

４．有価証券  － 1,000  

５．仕掛品  10 －  

６．関係会社未収入金  － 184  

７．前払費用  37 55  

８．繰延税金資産  62 39  

９．その他  2 45  

流動資産合計  9,137 93.6 7,752 79.6 △1,385

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1) 建物  161 164  

(2) 器具備品  106 111  

有形固定資産合計  267 2.7 275 2.8 8

２．無形固定資産    

(1) ソフトウェア  0 15   

無形固定資産合計  0 0.0 15 0.2 15

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  65 1,321  

(3) 長期前払費用  13 5  

(4) 敷金保証金  251 345  

(5) 繰延税金資産  22 11  

投資その他の資産合計  354 3.7 1,686 17.4 1,331

固定資産合計  622 6.4 1,977 20.4 1,355

資産合計  9,760 100.0 9,730 100.0 △29

    

（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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前事業年度 

（平成19年２月28日） 
当事業年度 

（平成20年２月29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  156 63 
 

２．関係会社未払金  － 52 
 

３．未払法人税等  339 70 
 

４．未払消費税  37 － 
 

５．未払費用  49 73 
 

６．賞与引当金  40 3 
 

７．その他  23 41 
 

流動負債合計  646 6.6 305 3.1 △341

Ⅱ 固定負債    

１．長期未払費用  55 22  

固定負債合計  55 0.6 22 0.2 △33

負債合計  702 7.2 328 3.3 △374

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  3,312 33.9 3,312 34.0 －

２．資本剰余金    

(1) 資本準備金  3,302 828  

(2) その他資本剰余金  － 2,474  

資本剰余金合計  3,302 33.8 3,302 34.0 －

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 2,788 2,788  

利益剰余金合計  2,443 25.1 2,788 28.7 344

株主資本合計  9,058 92.8 9,402 96.7 344

純資産合計  9,058 92.8 9,402 96.7 344

負債純資産合計  9,760 100.0 9,730 100.0 △29

    
（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) 損益計算書（ＧＣＡホールディングス株式会社分） 

  
前事業年度 

（自 平成18年３月１日 
  至 平成19年２月28日）

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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 ※１ 4,512 100.0 3,550 100.0 △962

Ⅱ 売上原価  1,277 28.3 973 27.4 △303

売上総利益  3,235 71.7 2,576 72.6 △658

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 628 14.0 1,290 36.4 662

営業利益  2,606 57.7 1,285 36.2 △1,320

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  8 32   

２．有価証券利息  － 10   

３．その他  0 8 0.2 2 46 1.3 37

Ⅴ 営業外費用    

１．株式交付費  25 －   

２．公開関連費用  89 －   

３．雑損失  0 115 2.5 1 1 0.0 △114

経常利益  2,499 55.4 1,330  △1,168

Ⅵ 特別損失    

１．固定資産除売却損 ※３ 111 0   

２．本社移転費用  35 147 3.3 － 0 0.0 △147

税引前当期純利益  2,351 52.1 1,330 37.5 △1,021

法人税、住民税及び事業税  966 522   

法人税等調整額  27 994 22.0 33 556 15.7 △437

当期純利益  1,357 30.1 773 21.8 △583

    

（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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売上原価明細書（ＧＣＡホールディングス株式会社分） 

  
前事業年度 

（自 平成18年３月１日 
  至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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  803 62.7 639 65.8

Ⅱ 外注費  － － 4 0.4

Ⅲ 経費 ※１ 478 37.3 327 33.8

総アドバイザリー費用  1,282 100.0 970 100.0

期首仕掛品たな卸高  5 10 

合計  1,287 981 

期末仕掛品たな卸高  10 － 

他勘定振替  － 8 

売上原価  1,277 973 

（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。 

 

(注)※１．主な内訳は次のとおりであります。 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 

  至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

 
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
 

 
支払手数料 113百万円

旅費交通費 85百万円

賃借料 43百万円
 

 
※２．原価計算の方法 

当社の原価計算の方法は、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（ＧＣＡホールディングス株式会社分） 

前事業年度（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。 

 

当事業年度（自平成19年３月１日 至平成20年２月29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 

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 
（百万円） 

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

事業年度中の変動額  
 

 

剰余金の配当  △429 △429 △429 △429

当期純利益  773 773 773 773

資本準備金の取崩  △2,474 2,474  － －

利益準備金の取崩  △71 71  － －

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

－ △2,474 2,474 － △71 415 344 344 344

平成20年２月29日残高  
（百万円） 

3,312 828 2,474 3,302 － 2,788 2,788 9,402 9,402

（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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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18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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 

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。 

 (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～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 

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 

― 

 

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．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 
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会計処理の変更 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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。

 

― 

 

 

 

 

 

― 

 

 

（減価償却資産の減価償却の方法） 

当事業年度より、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 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

― （貸借対照表関係） 

１． 前事業年度において「現金及び預金」に含めており

ました「譲渡性預金」について、財務諸表等規則ガイ

ドライン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、当事業

年度より「有価証券」に含めて表示しております。 

なお、前事業年度の「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。 

２． 前事業年度において「その他」に含めておりました

「関係会社未収入金」は、当事業年度において、重要

性が増したため区分掲記しました。 

なお、前事業年度の「その他」に含まれている「関

係会社未収入金」は２百万円であります。 

３．  前事業年度において「未払金」に含めておりました

「関係会社未払金」は、当事業年度において、重要性

が増したため区分掲記しました。 

なお、前事業年度の「未払金」に含まれている「関

係会社未払金」は８百万円であります。 

 
― （損益計算書関係） 

１． 前事業年度において「受取利息」に含めておりまし

た「譲渡性預金に係る預金利息」について、財務諸表

等規則ガイドライン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、当事業年度より「有価証券利息」に含めて表示

しております。 

なお、前事業年度の「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。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

前事業年度 
（平成19年２月28日） 

当事業年度 
（平成20年２月29日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

42百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

125百万円 

 

(損益計算書関係) 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

※１          ― ※１ 売上高には、関係会社への売上高が806百万円含ま

れております。 

※２ 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 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 233百万円

給料手当 75    

賞与引当金繰入額 3   

採用教育費 87    

地代家賃 118    

減価償却費 67    

支払手数料 312    
 

※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。 

※３ 固定資産除売却損は、器具備品0百万円であります。
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(リース取引関係) 

前事業年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28日）及び当事業年度（自平成19年３月１日 至平成20年２月

29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18年３月１日 至平成19年２月28日）及び当事業年度（自平成19年３月１日 至平成20年２月

29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。 

 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
(平成19年２月28日) 

当事業年度 
(平成20年２月29日) 

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
 

１．繰延税金資産の主な原因別内訳 

 

未払事業税 7百万円

賞与引当金 1百万円

未払費用 15百万円

その他 15百万円

繰延税金資産(流動)小計 39百万円

その他 11百万円

繰延税金資産(固定)小計 11百万円

繰延税金資産合計 51百万円
 

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 

 

(企業結合等関係) 

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。 

 

当事業年度（自平成19年３月１日 至平成20年２月29日） 

連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため、記載しておりません。 
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(１株当たり情報) 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

 

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 

  

 

１株当たり純資産額 50,847.38円 

１株当たり当期純利益金額 4,183.75円 

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額 

3,864.80円 
 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
前事業年度 

（平成19年２月28日） 
当事業年度 

(平成20年２月29日) 

純資産の部の合計（百万円） 9,058    9,402   

純資産の部の合計から控除する金額 

（百万円） 
－       －      

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）         9,058            9,402   

期末の普通株式の数（株） 184,920  184,920 

（注）２．１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18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益金額（百万円） 1,357 773 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益金額（百万円） 1,357 773 

期中平均株式数（株） 167,224 184,920 

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 15,261 

（うち新株予約権（株）） （16,401） （15,261） 

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 

       －        － 

 



ＧＣＡサヴィアングループ㈱（2174) 平成 20 年２月期決算短信 

41 

(重要な後発事象) 
前事業年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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％ 

 

１．          ― 

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。 

 

２．          ― 
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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） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

３．          ―  ３．株式移転による共同持株会社の設立 

 平成20年１月10日開催の臨時株主総会において、ＧＣ

Ａホールディングス株式会社及びサヴィアン株式会社が

共同して株式移転により完全親会社「ＧＣＡサヴィアン

グループ株式会社」を設立することが承認可決され、平

成20年３月３日付で同社が設立されました。 

これに伴いＧＣＡホールディングス株式会社及びサヴ

ィアン株式会社は当社の子会社になりました。 

① 名  称 ＧＣＡサヴィアングループ株式会社 

② 代 表 者  代表取締役 渡辺 章博 
③  住   所 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 資 本 金 500百万円 

⑤ 事業内容  持株会社傘下のグループ企業全体の経営

戦略を策定・統括 
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６．その他 
 

連結売上高に関する補足情報（ＧＣＡホールディングス株式会社分） 
 
      a. 事業別売上高                                                   （単位：百万円） 

 第２期 第３期 第４期 

決算年月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２月 

Ｍ＆Ａアドバイザリー事業 4,407 4,504 6,074 

 基礎報酬  1,027  1,419  2,246 

 成功報酬  3,379  3,093  3,828 

デューデリジェンス事業 ― 13 299 

メザニンファイナンス事業 ― 434 644 

全社消去 ― △434 △539 

売上高 4,407 4,517 6,478 

    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 

決算年月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２月 

Ｍ＆Ａアドバイザリー事業 4,407 4,504 6,074 

 メガ案件  2,003  1,509  2,336 

 その他  2,403  2,995  3,737 

    （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. 当連結会計年度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 
 
   当連結会計年度（自平成 19 年３月１日 至平成 20 年２月 29 日） 

相手先 金額（百万円） 割合（％） 

株式会社日興コーディアルグループ  2,336 36.1 

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

 第２期 第３期 第４期 

決算年月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２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) 

 
83.0  
(62.2) 

期末 
全社 

（うちプロフェッショナル） 

 
44  
(30) 

 
65  
(47) 

 
97  
(73) 

 
    （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。 

 
 


