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（百万円未満切捨て） 
１．平成 20 年 12 月期第１四半期の連結業績（平成 20 年３月３日～平成 20 年５月 31 日） 
 
(1) 連結経営成績                          （％表示は対前年同四半期増減率） 

 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 12 月期第１四半期 3,678 － 1,549 － 1,552 － 848 －
 
 

 
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 12 月期第１四半期 2,523 12 2,414 15
 
 
(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 12 月期第１四半期 29,790 27,748 36.74  32,550 52
 
 

(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 12 月期第１四半期 △7,027 △0 3,018  9,971
 
 
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

20 年 12 月期（実績） －    

20 年 12 月期（予想）    2,450 00 
2,450 00

 
 
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
（注）１．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。第１四半期財務・業績の概況は当期より作成しておりますので、前期実績及
び対前年同四半期増減率は記載しておりません。 
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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） ： 無 
(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 ： 無 
(4) 会計監査人の関与 ： 有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められている
「四半期財務諸表等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。 

 
 
５． 個別業績の概要(平成 20 年３月３日～平成 20 年５月 31 日)  
(1)個別経営成績                          （％表示は対前年同四半期期増減率） 

 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 12 月期第１四半期 56 － 16 － 2 － 1 －
 

 
１株当たり四半期
（当期）純利益 

 円  銭

20 年 12 月期第１四半期 4 45
 
(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 12 月期第１四半期 10,029 9,940 99.11  29,566 30

 

 
 
 
※ 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、上記のとおりとなります。 
なお、中間期の業績予想の開示につきましては、当社グループ事業の特性上、実情にそぐわないため、

中間期の業績予想は開示しておりません。また、当社は持株会社であるため、個別業績予想については開
示を省略いたしております。 

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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【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。経営統合後の当社グルー

プの経営理念は「Trusted Advisor For Client’s Best Interest」とし、今後はこの経営理念を基にグ

ロバールレベルで事業を展開して参ります。 

当社グループの今後の成長イメージは、下記の通り極めて明確でシンプルなものです。 

 ① ３年以内にグローバルネットワークを構築すること 

 ② ５年以内に世界で も信頼されるＭ＆Ａアドバイザリーファームになること 

 ③ 10年以内に世界で 大の独立系Ｍ＆Ａファームになること 

 ④ 20年以内に世界で も影響力のあるＭ＆Ａファームになること 

なお、上記の成長を実現させるための当期の当社グループのコーポレートゴールは下記を掲げており

ます。 

１）経営理念である「Trusted Advisor for Client's Best Interest」を遵守する。 

２）人材交流を促進し、経営統合を成功させクロスボーダーＭ＆Ａに対応できる体制を構築する。 

３）「ＧＣＡサヴィアン」のブランドネームを日米欧のクライアントに確立する。 

４）日米間のクロスボーダーＭ＆Ａ市場において、リーディングＭ＆Ａファームとなる。 

５）2008年12月期の予算を達成する 

６）情報管理の徹底、J-SOX対応等、内部統制をより一層強化する。 

 

当第１四半期連結会計期間の当社グループの連結業績は、主要事業であるＭ＆Ａアドバイザリー事業

において日米それぞれ業績を伸ばすことができました。特に、株式会社アドバンテストの子会社である

Advantest Europe GmbHによる車載用半導体のテスター製造・販売・サービス企業Credence Systems Europe 

GmbHの買収(株式会社アドバンテストへのアドバイザー)においては、ＧＣＡサヴィアングループ株式会

社として日米のチームが協働で手がけた 初の案件であり、日米双方が有する情報を 大限に活用しシ

ナジーを発揮できた事例となりました。また、当四半期連結会計期間にメザニン事業におきまして、２

つの投資を実行し、投資累計額は165億円となっております。 

以上のような活動により、当四半期連結会計期間の業績は、売上高3,678百万円、営業利益1,549百万

円、経常利益1,552百万円、四半期純利益848百万円（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3,582百万円、営業利益は1,455百万円）となりました。 

 

なお、ＧＣＡサヴィアングループ株式会社としての連結業績については、当期より作成しております

ので、前年同四半期実績及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は9,971百万円となりました。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7,027百万円となりました。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の取得が3,500百万円あったこと

及び営業貸付金が5,000百万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1,473百万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1,552百万円を計上し

たものの、法人税等の支払額960百万円が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１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は0百万円となりました。これは、有

形固定資産の取得による支出が1百万円あったことによるものです。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四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3,018百万円となりました。これは、

メザニンファンドの投資家からの出資受入額が3,459百万円あったものの、配当金の支払額438百万円が

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441百万円の支出となります。 

 

３． 業績予想に関する定性的情報 

サブプライムローン問題はあるものの当社グループがフォーカスしている米国成長セクターのＭ＆Ａ

市場は安定していること、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。 

 

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） 

該当ありません。
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５．四半期連結財務諸表 
 
(1) 四半期連結貸借対照表 

  
当第１四半期連結会計期間 
（平成20年５月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金  8,971

２．売掛金  951

３．有価証券  1,000

４．営業投資有価証券  11,535

５．営業貸付金  5,120

６．たな卸資産  17

７．繰延税金資産  162

８．その他  196

流動資産合計  27,956 93.8

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産 ※１ 

(1) 建物及び構築物  188

(2) その他  180

有形固定資産合計  368 1.2

２．無形固定資産  18 0.1

３．投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 ※２ 1,075

(2) 繰延税金資産  8

(3) その他  362

投資その他の資産合計  1,446 4.9

固定資産合計  1,834 6.2

資産合計  29,790 100.0

  

（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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当第１四半期連結会計期間 
（平成20年５月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．未払法人税等  549

２．賞与引当金  732

３．その他  702

流動負債合計  1,985 6.7

Ⅱ 固定負債  

１．長期未払費用  56

固定負債合計  56 0.2

負債合計  2,041 6.9

  

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１．資本金  500 1.7

２．資本剰余金  9,439 31.6

３．利益剰余金  1,017 3.4

株主資本合計  10,957 36.7

Ⅱ 評価・換算差額等  

１．為替換算調整勘定  △13 △0.0

  評価・換算差額等合計  △13 △0.0

Ⅲ 少数株主持分  16,804 56.4

純資産合計  27,748 93.1

負債純資産合計  29,790 100.0

  

（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。 

 

 

4 



ＧＣＡサヴィアングループ㈱（2174) 平成 20 年 12 月期第１四半期財務・業績の概況 

 

(2) 四半期連結損益計算書 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年３月３日 
至 平成20年５月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  3,678 100.0

Ⅱ 売上原価  1,616 44.0

売上総利益  2,062 56.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 512 13.9

営業利益  1,549 42.1

Ⅳ 営業外収益  

１．受取利息  14

２．為替差益   2

３．その他  0 17 0.4

Ⅴ 営業外費用  

１．支払利息  0

２．創立費  3

３．公開関連費用  10 14 0.3

経常利益  1,552 42.2

Ⅵ 特別利益  

  １．抱合せ株式消滅差益  0 0 0.0

税金等調整前四半期純利
益 

 1,552 42.2

法人税、住民税及び事業税  621

法人税等調整額  △10 611 16.6

少数株主利益  93 2.5

四半期純利益  848 23.1

  

（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) 四半期連結株主資本等変動計算書 

 

当第１四半期連結会計期間（自平成20年３月３日 至平成20年５月31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20年３月３日残高 
（百万円） 

500 9,439 670 10,610 △33 △33 13,246 23,822

四半期連結会計期間中の変動
額 

 
 

剰余金の配当  △501 △501  △501

四半期純利益  848 848  848

株主資本以外の項目の四半
期連結会計期間中の変動額
（純額） 

 20 20 3,558 3,578

四半期連結会計期間中の変動
額合計 

（百万円） 
－ － 347 347 20 20 3,558 3,925

平成20年５月31日残高 
（百万円） 

500 9,439 1,017 10,957 △13 △13 16,804 27,748

（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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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当第１四半期連結会計期間
（自 平成20年３月３日 

至 平成20年５月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益  1,552 

減価償却費  25 

賞与引当金の増加額（△減少額）  626 

受取利息  △14 

営業投資有価証券の減少額（△増
加額） 

 △3,500 

営業貸付金の減少額（△増加額）  △5,000 

売上債権の減少額（△増加額）  446 

その他  △217 

小計  △6,079 

利息及び配当金の受取額  12 

法人税等の支払額  △960 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △7,027 

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  △1 

その他  0 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △0 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

少数株主からの出資受入額  3,459 

配当金の支払額  △438 

その他  △3 

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,018 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差
額 

 42 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △3,968 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  13,939 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期

期末残高 
※１ 9,971 

（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。 

7 



ＧＣＡサヴィアングループ㈱（2174) 平成 20 年 12 月期第１四半期財務・業績の概況 

 

(5) 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年３月３日 
至 平成20年５月31日） 

１.連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社 

 連結子会社の数 ９社 

主要な連結子会社の名称 

ＧＣＡホールディングス株式会社

GCA Savvian,Inc. 

ＧＣＡサヴィアン株式会社 

GCA Savvian Advisors,LLC 

GCA Savvian Capital,LLC 

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 

  (2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

   MCo株式会社 

 (連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は、小規模であり、合計

の総資産、売上高、第１四半期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれも第１四

半期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、第１四半期純損益（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、第１四半期連結財務諸

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 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年３月３日 
至 平成20年５月31日） 

３．連結子会社の四半期連結

会計期間に関する事項 

連結子会社のうち、GCA Savvian Inc.、

GCA Savvian,LLC、 GCA Savvian 

Advisors,LLC、GCA Savvian Capital,LLC

の第１四半期決算日は３月31日でありま

す。 

四半期連結財務諸表の作成に当たって

は、第１四半期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 

時価のあるもの 

第１四半期連結会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）を採用し

ております。 

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) 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 ３年～15年 
器具備品    ３年～15年 

 ②無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。 

(3) 重要な繰延資産の処理方

法 

創立費 

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 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年３月３日 
至 平成20年５月31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。 

 ②賞与引当金 

従業員に支給する賞与の支払に備え

て、支給見込額の当第１四半期連結会計

期間負担額を計上しております。 

(5) 重要なリース取引の処理

方法 

リース物件の所有者が、借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

(6) 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、第１四半期連

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

会社の第１四半期連結決算日の直物為替

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。 

(7) 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。 

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。 

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。 
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（平成20年５月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

192百万円 

※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 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年３月３日 
至 平成20年５月31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 74百万円

給料手当 75   

賞与引当金繰入額 18   

支払手数料 64   
 

 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間（自平成20年３月３日 至平成20年５月31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 

連結会計年度 

期首株式数 

（株） 

当四半期連結会計

期間増加株式数 

（株） 

当四半期連結会計 

期間減少株式数 

（株） 

当四半期連結会計 

期間末株式数 

（株） 

発行済株式     

普通株式    336,219 － － 336,219

合計    336,219 － － 336,219

 

２．配当に関する事項 

(１) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

 

(２) 基準日が当四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間末日の翌日

    以降となるもの 

該当事項はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年３月３日 

至 平成20年５月31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20年５月31日現在）

（百万円）

現金及び預金 8,971

有価証券勘定（譲渡性預金） 1,000

現金及び現金同等物 9,971
 

 ２ 株式移転により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

(1) ＧＣＡホールディングス株式会社 

（平成20年３月３日現在）

流動資産  7,752百万円 

固定資産  1,977百万円 

流動負債    305百万円 

固定負債     22百万円 

(2) サヴィアン株式会社 

（平成20年３月３日現在）

流動資産    12百万円 

固定資産    536百万円 

流動負債     12百万円 

固定負債     －百万円 
 

 

（リース取引関係） 

当第１四半期連結会計期間（自平成20年３月３日 至平成20年５月31日） 

該当事項はありません。 
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（有価証券関係） 

当第１四半期連結会計期間（平成20年５月31日） 

 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 第１四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 1,006 

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 11,535 

 投資有価証券に属するもの  

  非上場株式 68 

  その他  

   譲渡性預金 1,000 

計 13,611 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期連結会計期間（自平成20年３月３日 至平成20年５月31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） 

当第１四半期連結会計期間（自平成20年３月３日 至平成20年５月31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） 

当第１四半期連結会計期間（自平成20年３月３日 至平成20年５月31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 

 
ＧＣＡサヴィアングループ株式会社 

第１回新株予約権 

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社 

第２回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数
（注）２ 

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）３ 
普通株式 5,670株（注）４ 普通株式 12,390株（注）４ 

付与日（注）２ 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．上記のストック・オプションは、ＧＣＡホールディングス株式会社が付与したものを、平成20年３月３日付

の株式移転契約により、当社が新たに付与したものであります。 

２．付与対象者の区分及び人数は、ＧＣＡホールディングス株式会社における付与日時点のものであります。ま

た、付与日は、ＧＣＡホールディングス株式会社における臨時株主総会決議日であります。 

３．株式数に換算して記載しております。 

 

（２）ストック･オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計期間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 

 
ＧＣＡサヴィアングループ株式会社 

第１回新株予約権 

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社 

第２回新株予約権 

権利確定前  （株）   

  連結会計年度期首                    4,200          11,050 

  付与            －   － 

 失効              － － 

 権利確定                     －                     － 

 未確定残                    4,200 11,050 

権利確定後  （株）   

  連結会計年度期首                     －                     － 

  権利確定                     －                     － 

 権利行使                     －                     － 

 失効                     －                     － 

 未行使残                     －                     － 
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②単価情報 

 
ＧＣＡサヴィアングループ株式会社

第１回新株予約権 

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社

第２回新株予約権 

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）           －           － 

 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結会計期間（自平成20年３月３日 至平成20年５月31日） 

アドバイザ

リー事業 

アセットマ

ネジメント

事業 

計 
消去又は 

全社 
連結  

 

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 3,370 308 3,678 － 3,678 

(2）セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
－ － － － － 

計 3,370 308 3,678 － 3,678 

営業費用 1,769 103 1,873 256 2,129 

営業利益 1,601 204 1,805 (256) 1,549 

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な事業 

事業区分 主要製品 

アドバイザリー事業 
Ｍ＆Ａアドバイザリー事業、デューデリジェンス事業、 

プライベートキャピタル事業 

アセットマネジメント事業  メザニンファンド運営事業、投資事業 

３．上記営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能の営業費用の金額は256百万円であり、その主なも

   のは提出会社におけるグループ管理に係る費用であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結会計期間（自平成 20 年３月３日 至平成 20 年５月 31 日） 

日本 米国 計 
消去又は 

全社 
連結  

 

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 1,871 1,807 3,678 － 3,678 

(2）セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
－ 2 2 (2) － 

計 1,871 1,809 3,681 (2) 3,678 

営業費用 869 1,006 1,875 253 2,129 

営業利益 1,002 803 1,805 (256) 1,549 

（注）１．上記営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能の営業費用の金額は256百万円であり、その主なも

         のは提出会社におけるグループ管理に係る費用であります。 
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【海外売上高】 

当第１四半期連結会計期間（自平成20年３月３日 至平成20年５月31日） 

  米国 計 

Ⅰ 海外売上高 (百万円） 1,807 1,807 

Ⅱ 連結売上高 （百万円） 3,678 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
49.1 49.1 

（注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

（企業結合等関係） 

当第１四半期連結会計期間（自平成20年３月３日 至平成20年５月31日） 

（持分プーリング法）  

平成 20 年３月３日にＧＣＡホールディングス株式会社とサヴィアン株式会社は、共同株式移転により共同持株

会社ＧＣＡサヴィアングループ株式会社（当社）を設立いたしました。 

当社は、当連結会計年度の連結財務諸表の作成にあたり、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平

成 15 年 10 月 31 日）および「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月 27 日 企

業会計基準第７号）ならびに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委

員会 平成 18 年 12 月 22 日 企業会計基準適用指針第 10 号）を適用しております。 

当社を親会社とし、ＧＣＡホールディングス株式会社とサヴィアン株式会社を連結子会社とした持分プーリン

グ法により連結財務諸表を作成しております。  

 

（1）結合当事企業の名称およびその事業の内容、企業結合の目的、企業結合日、企業結合の法的形式および結合

後企業の名称 

    ① 結合当事企業の名称及び事業内容 

   名称 事業内容 

ＧＣＡホールディングス株式会社 企業買収、合併、事業統合、提携に関するコンサルティング

サヴィアン株式会社 企業買収、合併、事業統合、提携に関するコンサルティング

 

     ② 企業結合の目的 

       クライアントの 善利益（“For Client’s Best Interest”）という観点でクロスボーダーＭ＆Ａに対応

できる体制を確立 

      

         ③  企業結合日 

             平成 20 年３月３日 

 

     ④  企業結合の法的形式 

             株式移転 

 

         ⑤ 結合後企業の名称 

       ＧＣＡサヴィアングループ株式会社 

 

（2）議決権のある株式の移転比率およびその算定方法、交付株式数、企業結合後の議決権比率および当該企業結

合を持分の結合と判断した理由 

  ① 株式移転比率、交付株式数、企業結合後の議決権比率 

会社名 ＧＣＡホールディングス株式会社 サヴィアン株式会社 

株式移転比率 1.0 1.0 

交付株式数 184,920 株 151,299 株 

企業結合後の議決権比率 55.0％ 45.0％ 
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ＧＣＡサヴィアングループ㈱（2174) 平成 20 年 12 月期第１四半期財務・業績の概況 

 
② 株式移転比率の算定方法 

株式移転比率算定に対する第三者機関としてフーリハン・ローキー株式会社（以下「フーリハン」）をフ

ィナンシャルアドバイザーに指名し、本株式移転比率に際しての株式移転比率の算定を依頼いたしました。

フーリハンは、両者の株式について、類似企業比準方式及びディスカウンテッド・キャッシュフロー（ＤＣ

Ｆ）方式による分析をそれぞれ行い、それらの評価結果を参考にしたうえで、両社慎重に協議を重ね株式移

転比率を決定いたしました。 

      

③ 当該企業結合を持分の結合と判断した理由両結合当事企業の株主も他の企業を支配したことは認められ

ず、結合後企業のリスクや便益を引き続き相互に共有することを達成すると判断したためであります。  

 

（3）連結財務諸表に含まれている被結合企業の実績の期間 

当四半期連結会計期間に含まれている業績は、平成20年３月３日から平成20年５月31日となっております。 

 

（4）被結合企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳 

① ＧＣＡホールディングス株式会社 

 流動資産 7,752 百万円  流動負債 305 百万円 

 固定資産 1,977 百万円  固定負債 22 百万円 

 資産合計 9,730 百万円  負債合計 328 百万円 

   株主資本 9,402 百万円 

   純資産合計 9,402 百万円 

② サヴィアン株式会社 

 流動資産 12 百万円  流動負債 12 百万円 

 固定資産 536 百万円  固定負債 －百万円 

 資産合計 549 百万円  負債合計 12 百万円 

   株主資本 536 百万円 

   純資産合計 536 百万円 

 

（5）会計処理方法の統一および企業結合前の取引等の消去の内容ならびに企業結合に要した支出 

    ① 会計処理方法の統一 

該当事項はありません。 

 

②  企業結合前の取引等の消去の内容 

該当事項はありません。 

 

③ 企業結合に要した支出 

 創立費 3 百万円

 公開関連費用 10 百万円

 合計 13 百万円

  

（6）企業結合の結果、処分することが決定された重要な事業 

該当事項はありません。 

 

（共通支配下の取引等） 

（1）結合当事企業の名称及び事業の内容 

名称 サヴィアン株式会社 

事業の内容 企業買収、合併、事業統合、提携に関するコンサルティング 

 

（2）企業結合の法的形式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、サヴィアン株式会社は平成20年４月22日をもって解散いたしました。

なお、本合併は、会社法第 796 条第 3項に定める簡易合併ならびに同法 784 条第 1 項に定める略式合併の規定に

より、当社及びサヴィアン株式会社において合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行っております。 

 

（3）結合後企業の名称 

ＧＣＡサヴィアングループ株式会社 
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（4）取引の概要 

サヴィアン株式会社は当社の 100％子会社であるため、この合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併

交付金の支払いは行っておりません。 

 

（5）実施した会計処理の概要 

本合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成 15 年 10 月 31 日）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 10 号 平成 18 年 12 月 22 日）に基づき、

共通支配下の取引として会計処理を行っております。 

 

（１株当たり情報） 
当第１四半期連結会計期間 
（自平成20年３月３日 

  至平成20年５月31日） 
 

１株当たり純資産額 32,550.52円 

１株当たり四半期純利益金額 2,523.12円 

潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益金額 

2,414.15円 
 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
当第１四半期連結会計期間 

（平成20年５月31日） 

純資産の部の合計（百万円） 27,748     

純資産の部の合計から控除する金額 

（百万円） 
16,804     

（うち少数株主持分）（百万円） (16,804)     

普通株式に係る四半期期末の純資産額 

（百万円） 
10,944     

四半期期末の普通株式の数（株） 336,219       

（注）２．１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年３月３日 
至 平成20年５月31日） 

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益金額（百万円） 848 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 

普通株式に係る四半期純利益金額 

（百万円） 
848 

普通株式の期中平均株式数（株） 336,219 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益調整額（百万円） － 

普通株式増加数（株） 15,177 

（うち新株予約権（株）） （15,177） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要 

－    

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

18 
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６．四半期財務諸表 
 

(1) 四半期貸借対照表 

  
当第１四半期会計期間 
（平成20年５月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金  17

２．売掛金  61

３．繰延税金資産  8

４．その他  2

流動資産合計  90 0.9

Ⅱ 固定資産  

１．投資その他の資産  

(1) 関係会社株式  9,939

投資その他の資産合計  9,939 99.1

固定資産合計  9,939 99.1

資産合計  10,029 100.0

  

（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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当第１四半期会計期間 
（平成20年５月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．未払法人税等  17

２．賞与引当金  7

３．その他  63

流動負債合計  88 0.9

負債合計  88 0.9

  

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１．資本金  500 5.0

２．資本剰余金  

(1) 資本準備金  125

(2) その他資本剰余金  9,314

資本剰余金合計  9,439 94.1

３．利益剰余金  

(1) その他利益剰余金  

  繰越利益剰余金  1 1

利益剰余金合計  1 0.0

株主資本合計  9,940 99.1

純資産合計  9,940 99.1

負債純資産合計  10,029 100.0

  
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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(2) 四半期損益計算書 

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成20年３月３日 
至 平成20年５月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  56 100.0

Ⅱ 売上原価   － －

売上総利益  56 100.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費  39 70.6

営業利益  16 29.4

Ⅳ 営業外費用  

１．創立費  3

２．公開関連費用  10 13 24.0

経常利益  2 5.3

Ⅴ 特別利益  

  １．抱合せ株式消滅差益  0 0 0.4

税引前四半期純利益  3 5.7

法人税、住民税及び事業税  8

法人税等調整額  △7 1 3.0

四半期純利益  1 2.7

  

（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 

 
当第１四半期会計期間（自 平成20年３月３日 至 平成20年５月31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 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20年３月３日残高 
（百万円） 

500 125 9,314 9,439 － － 9,939 9,939

四半期会計期間中の変動額   

四半期純利益  1 1 1 1

四半期会計期間中の変動額
合計

（百万円） 
－ － － － 1 1 1 1

平成20年５月31日残高  
（百万円） 

500 125 9,314 9,439 1 1 9,940 9,940

（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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(4) 四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第１四半期会計期間 

（自 平成20年３月３日 
至 平成20年５月31日） 

１．資産の評価基準及び 

評価方法 

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。 

２．繰延資産の処理方法 創立費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

３．引当金の計上基準 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負担

額を計上しております。 

４．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。 

  
 
注記事項 

 

(リース取引関係) 

当第１四半期会計期間（自 平成20年３月３日 至 平成20年５月31日） 

該当事項はありません。 

 

(有価証券関係) 

当第１四半期会計期間（自 平成20年３月３日 至 平成20年５月31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。 

 

(企業結合等関係) 

当第１四半期会計期間（自 平成20年３月３日 至 平成20年５月31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) 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年３月３日 
至 平成20年５月31日） 

 

１株当たり純資産額 29,566.30円 

１株当たり四半期純利益金額 4.45円 

潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益金額 

4.25円 

  
（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
当第１四半期会計期間 
（平成20年５月31日） 

純資産の部の合計（百万円） 9,940    

純資産の部の合計から控除する金額 

（百万円） 
－       

普通株式に係る四半期期末の純資産額 

（百万円） 
        9,940    

四半期期末の普通株式の数（株） 336,219  

（注）２．１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第１四半期会計期間 

（自 平成20年３月３日 
至 平成20年５月31日） 

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益金額（百万円） 1 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 

普通株式に係る四半期純利益金額 

（百万円） 
1 

普通株式の期中平均株式数（株） 336,219 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益調整額（百万円） － 

普通株式増加数（株） 15,177 

（うち新株予約権（株）） （15,177） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要 

－ 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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