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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9月30日） 

平成20年12月期は10ヶ月決算であったため、平成20年12月期第3四半期およ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 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第3四半期 8,054 ― 641 ― 681 ― 93 ―

20年12月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第3四半期 277.46 267.85
20年12月期第3四半期 ― ―

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

21年12月期第3四半期 30,142 29,144 35.7 32,530.47
20年12月期 34,130 32,278 34.9 35,125.77

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  10,766百万円 20年12月期  11,916百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

当社の配当政策につきましては、当期利益の30％を株主への利益還元、70％を成長に向けた投資原資の内部留保とすることを上場以来の方針としており
ます。具体的に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％が配当となります。 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 0.00 ― 1,760.00 1,760.00
21年12月期 ― 0.00 ―

21年12月期 
（予想）

― ―

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
詳細は、【定性情報・財務諸表】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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 10,341 ― 1,046 ― 1,086 ― 342 ― 1,021.65
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
詳細は、【定性情報・財務諸表】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

詳細は、【定性情報・財務諸表】 ４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（１）上記に記載した予想値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、状況
の変化等により、上記予想値と異なる場合があります。 
（２）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
（３）平成20年12月期は10ヶ月決算であったため、業績予想において対前年増減率は記載しておりません。  

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 339,239株 20年12月期  339,239株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  8,268株 20年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 336,026株 20年12月期第3四半期  ―株

2



当第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年９月30日）の業績は、売上高8,054百万円、営業利益

641百万円、経常利益681百万円、四半期純利益93百万円（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4,922百万円、営業利益77百万円）となりました。事業セグメント別の売上としましては、アドバイザリ

ー事業で4,500百万円、アセットマネジメント事業で3,553百万円となっております。また、所在地別としましては

米国での売上が1,740百万円となっております。 

  

当第３四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、景気は下げ止まりの兆しを見せ始めておりますが、雇用状

況の悪化、企業の設備投資の低水準など、本格回復には力強さを欠き、景況感は引き続き厳しい状況で推移いたし

ました。Ｍ＆Ａ市場におきましても、昨年のリーマンショック後の世界的な景況悪化が企業業績を直撃し、その影

響を受けグローバルＭ＆Ａ市場は大幅に縮小しました。また、資金調達が困難であることを背景に正式な対外公表

後に解消されるＭ＆Ａ案件も増加しました。Ｍ＆Ａ市場縮小のテンポは緩やかになりつつあるものの、この傾向は

当第３四半期においても継続しております。また、日本企業による海外企業買収の機会は増加しているものの、買

収価格のギャップにより成約できないケースも多くなっています。このような状況下、当社においては、業界再編

案件と再生案件、クロスボーダー案件の受注が大幅に増加し受注残高は引き続き高いものの、案件回転率の低下と

買収規模の小額化に伴う成功報酬の低下といった現象が発生しております。こうした状況の中、Trusted Advisor 

For Client's Best Interestという経営理念のもとで困難に直面するクライアントの問題をＭ＆Ａを通じて解決す

ることに真摯な姿勢で取り組むことが当社の長期的な成長に結びつくものと確信しております。 

  

  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は30,142百万円となり、前連結会計年度末比3,988百万円の減少とな

りました。その主な要因は、現金及び現金同等物（有価証券）の減少額1,302百万円、投資事業有限責任組合の投資

回収による営業投資有価証券の減少額2,500百万円及び少数株主への出資払戻し・分配金支払2,630百万円によるもの

であります。なお、純資産は29,144百万円となり、自己資本比率は35.7％となっております。 

 キャッシュ・フローの状況 

   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前連結会計年度末に比べ1,302百万円減少し、8,375

百万円となりました。当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・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３四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は2,757百万円となりました。これは主に、法人

税等の還付額が1,052百万円、営業投資有価証券の減少が2,500百万円があったこと及び法人税等の支払額が672百万

円、営業貸付金の増加が424百万円あったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において投資活動の結果支出した資金は263百万円となりました。これは主に、投資有

価証券の取得による支出が214百万円あったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果支出した資金は3,828百万円となりました。これは主に、少数

株主への出資払戻しによる支出が2,473百万円、少数株主への分配金の支払額が156百万円あったこと及び自己株式の

取得による支出が673百万円、配当金の支払額が596百万円あったことによるものです。   

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 平成21年２月12日に公表しました平成21年12月期（平成21年１月１日～平成21年12月31日）の業績予想を下記のと

おり修正しました。 

                                            （単位：百万円）

    (注）１. 平成21年２月12日の公表時においては、海外事業の現地通貨建ての項目は、為替レートを90 円/US ドルに

             より円換算しておりましたが、修正予想の期中平均為替レートは94.60円/USドルとなっております。 

  

     ２. 売上高につきましては、平成21年７月に当社子会社が運営するメザニンファンドでの投資回収により営業 

         投資有価証券売上高として2,681百万円計上されていることから売上高の増減率は△10.9％となっておりま

         すが、同時に営業投資有価証券売上原価も2,500百万円計上されていることから、営業利益の増減率は 

         △64.5％となっております。 

  

     ３. 当社の配当政策につきましては、当期利益の30％を株主への利益還元、70％を成長に向けた投資原資の内 

         部留保とすることを上場以来の方針としております。具体的に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％が配当となります。従いまして、上記の業績予想の修正に伴い配当予想も修正する 

         予定であります。 

  

 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、案件が成約した場合に受け取る成功報酬に

大きく依存しております。当上期においては、案件数は多かったものの案件の小型化により成功報酬の計上額も少な

くなりました。また、当第３四半期連結会計期間より受注案件は増加傾向にあるものの、個々の案件のクロージング

までに掛かる期間は引き続き長期化しております。例年、第４四半期で大型案件を受注し同四半期内で成約するケー

スがありましたが、当期においては案件成約の長期化を勘案するとそうした短期成約案件の見込みは低いことから、

現時点で当初の業績予想を修正することにしました。 

   

 なお、業績予想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。海外事業は、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、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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

   

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

 よっております。 

② 税金費用の計算 

  税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

 計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めております。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常利益 純利益 

前回発表予想 （Ａ） 11,607 2,943 2,973 1,146 

今回修正予想 （Ｂ） 10,341 1,046 1,086 342 

増減額 （Ｂ－Ａ） △1,266 △1,897 △1,887 △804 

増減率 （％） △10.9 △64.5 △63.5 △70.2 

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期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
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① 「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

 関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財 

 務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② たな卸資産の評価基準および評価方法の変更 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

 が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月 

 5日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基 

 づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱 

 い」（実務対応報告第18号 平成18年5月17日）を適用しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

GCAサヴィアングループ(株)　平成21年12月期　第3四半期決算短信

5



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,753 8,677

受取手形及び売掛金 630 907

有価証券 1,621 1,000

営業投資有価証券 11,535 14,035

営業貸付金 6,543 6,118

仕掛品 15 15

その他 897 1,466

流動資産合計 27,997 32,221

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 142 166

その他（純額） 177 197

有形固定資産合計 319 363

無形固定資産 20 15

投資その他の資産   

投資有価証券 328 136

関係会社株式 1,026 1,026

その他 478 385

貸倒引当金 △28 △18

投資その他の資産合計 1,804 1,530

固定資産合計 2,144 1,909

資産合計 30,142 34,130
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 102 155

賞与引当金 436 93

その他 364 1,486

流動負債合計 903 1,735

固定負債   

その他 94 116

固定負債合計 94 116

負債合計 997 1,851

純資産の部   

株主資本   

資本金 502 502

資本剰余金 9,442 9,442

利益剰余金 1,654 2,159

自己株式 △673 －

株主資本合計 10,926 12,104

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 －

為替換算調整勘定 △159 △188

評価・換算差額等合計 △159 △188

少数株主持分 18,378 20,362

純資産合計 29,144 32,278

負債純資産合計 30,142 34,130

ＧＣＡサヴィアングループ㈱　平成21年12月期　第３四半期決算短信

7



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 8,054

売上原価 5,881

売上総利益 2,172

販売費及び一般管理費 1,531

営業利益 641

営業外収益  

受取利息 16

受取手数料 15

その他 18

営業外収益合計 49

営業外費用  

為替差損 8

その他 1

営業外費用合計 9

経常利益 681

特別損失  

投資有価証券評価損 49

特別損失合計 49

税金等調整前四半期純利益 631

法人税等 △19

少数株主利益 557

四半期純利益 93
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 631

減価償却費 85

投資有価証券評価損益（△は益） 49

賞与引当金の増減額（△は減少） 343

受取利息及び受取配当金 △16

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 2,500

営業貸付金の増減額（△は増加） △424

売上債権の増減額（△は増加） 324

未払費用の増減額（△は減少） △594

その他 △539

小計 2,360

利息及び配当金の受取額 16

法人税等の支払額 △672

法人税等の還付額 1,052

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,757

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 △39

投資有価証券の取得による支出 △214

定期預金の預入による支出 142

定期預金の払戻による収入 △142

その他 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △263

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △673

配当金の支払額 △596

少数株主からの払込みによる収入 87

少数株主への出資払戻しによる支出 △2,473

少数株主への分配金の支払額 △156

その他 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,828

現金及び現金同等物に係る換算差額 31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,302

現金及び現金同等物の期首残高 9,677

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,375
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９月30日） 

 （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 

  

  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）「その他」に属する主な国は英国であります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

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  4,500  3,553  8,054  －  8,054

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,500  3,553  8,054  －  8,054

営業利益  886  684  1,570 ( )929  641

事業区分 主要事業 

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 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 米国 その他 計

消去又は 
全社 

連結

(百万円） (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  6,541  1,512  －  8,054  －  8,054

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
( )228  228    －  －  －  －

計  6,313  1,740  －  8,054  －  8,054

営業利益又は営業損失  1,624 ( )11 ( )107  1,504 ( )863  641
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当第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）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。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

〔海外売上高〕

  米国 計

Ⅰ 海外売上高 (百万円）  1,512  1,512

Ⅱ 連結売上高 （百万円）  －  8,054

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 18.8  18.8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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