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1.  22年12月期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

平成20年12月期は10ヶ月決算であったため、平成21年12月期増減率は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

22年12月期 14,947 55.5 1,880 446.3 1,818 371.6 38 ―

21年12月期 9,613 ― 344 ― 385 ― △467 ―

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
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年12月期 116.54 114.84 0.5 4.6 12.6
21年12月期 △1,393.26 ― △4.2 1.1 3.6

（参考） 持分法投資損益 22年12月期  ―百万円 21年12月期  ―百万円

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

22年12月期 39,821 37,373 16.6 23,084.56
21年12月期 35,180 33,872 29.1 30,549.56

（参考） 自己資本   22年12月期  6,598百万円 21年12月期  10,242百万円

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

22年12月期 △1,928 1,912 1,952 8,568
21年12月期 △2,513 △1,505 1,142 6,862

2.  配当の状況 

平成22年12月期期末配当金の内訳 記念配当 1,000円00銭 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年12月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00 285 858.1 3.7

23年12月期 
（予想）

― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00 30.0

3.  23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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。なお、第2四半期連結累計期間は開示しておりません。詳細につきましては、3ページ「次期の業績の見
通し」をご参照願います。 

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

第2四半期 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 17,102 14.4 5,070 169.7 5,065 178.5 953 ― 3,334.17
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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) 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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期 350,659株 21年12月期 343,559株

② 期末自己株式数 22年12月期  64,831株 21年12月期  8,268株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年12月期の個別業績（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

平成20年12月期は10ヶ月決算であったため、平成21年12月期増減率は記載しておりません。 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

22年12月期 284 △65.6 28 △94.5 23 △95.4 △2 ―

21年12月期 829 ― 525 ― 515 ― 463 ―

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

22年12月期 △7.19 ―

21年12月期 1,381.53 1,335.76

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

22年12月期 7,578 7,375 97.3 25,803.36
21年12月期 11,060 10,899 98.5 32,506.34

（参考） 自己資本 22年12月期  7,375百万円 21年12月期  10,899百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。  
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(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、海外経済の改善や各種の政策効果などを背景に、景気の持ち直しが期待

される一方、国内雇用情勢は依然として厳しく、企業の業況判断においても依然慎重さが見られる等、引き続き厳し

い状況で推移いたしました。2010年に日本市場で公表されたＭ＆Ａ案件は325件となり、前年比で79件減少し、2004

年以降 低の水準を記録しましたが、日本企業による海外企業をターゲットとした案件は142件と前年比19.7％増加

し、Ｍ＆Ａの国際案件（クロスボーダーＭ＆Ａ）が市場全体に占める割合の増加は明白となりました（マージャーマ

ーケット調べ）。また、当社の主要拠点がある米国のＭ＆Ａ市場においては当第３四半期以降力強い回復が見られ、

件数・金額において前年を大きく上回っております。 

このような環境の中、当社グループにおきましては、経営理念である「Trusted Advisor For Client's Best 

Interest」を実現し、クライアントの価値創出のために社員一丸となって、付加価値の高い助言業務に取り組んでま

いりました。その結果、日本のＭ＆Ａ市場のランキングでは件数ベースで８位（マージャーマーケット調べ）と健闘

いたしました。 

こうした経営環境の中でクライアントにとって 善のＭ＆Ａ案件を提案・成約する機能をさらに強化するため、当

連結会計年度においてロンドン事務所、シカゴ事務所で人員を増強し、またインドのムンバイにおいて駐在員事務所

を設立いたしました。アセットマネジメント事業におきましては、当連結会計年度においてメザニンファンドより新

たに５件の投資を実行、１件の投資回収実績を上げ、当連結会計年度末現在における投資累計額及び投資残高はそれ

ぞれ340億円、283億円となっております。 

  

なお、平成22年11月に当社の子会社であるＧＣＡホールディングス株式会社が保有するインテグラル株式会社の優

先株式（引受金額20億円）、新株予約権（75,000個）および劣後社債（総額10億円）を公正価値である計30億円で当

社の役職員である佐山展生および山本礼二郎へ売却いたしました。これに関連し、当社は佐山展生及び山本礼二郎が

保有する当社株式を自己株式として取得いたしました。すなわち、両氏が保有する当社株式とＧＣＡホールディング

ス株式会社が保有するインテグラル株式会社の優先株式・劣後債等を交換したことになります。インテグラル株式会

社への出資を解消した目的は、同社はエクイティ投資事業を主たる業務としており、同社の業容が拡大するにつれ当

社の主要事業であるＭ＆Ａアドバイザリー事業との業態やリスク構造の違いおよび個別案件における利益相反の可能

性等が再認識されてきたことから、クライアントに対して 善のアドバイザリーサービスを提供する立場を強化する

ことを 重要視したことによります。 

また、平成22年12月に当社は役職員に対し、有償ストックオプションとしての新株予約権を発行いたしました。当

新株予約権の行使に関しましては下記の条件が設定されております。 

1） 平成23年12月期乃至平成26年12月期のいずれかの事業年度末におけるＲＯＥが20％以上となった場合に初め 

て新株予約権の行使を行うことができる。 

2)  平成27年3月11日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額

である89,900円の50％に相当する金額を下回った場合、当新株予約権は消滅する。 

上記の条件設定をすることにより、役職員が長期的な株主価値の創出という株主の皆様と同じ目標を持つことがで

きます。 

なお、ＲＯＥは、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成23年12月期乃至平成26年12月期の各有価証券報告書

に記載された連結財務諸表における当期純利益を株主資本合計で除して計算されるものとします。 

  

以上により、当連結会計年度の業績は、売上高 百万円（前連結会計年度比55.5％増）、営業利益 百万

円（前連結会計年度比446.3％増）、経常利益 百万円（前連結会計年度比371.6％増）、当期純利益 百万円

（前連結会計年度は当期純損失 百万円）となりました。投資事業有限責任組合（ファンド）非連結ベースにおき

ましては、売上高 百万円（前連結会計年度比31.7％増）、営業利益 百万円（前連結会計年度は営業損失

百万円）となっております。 

事業セグメント別の売上は、アドバイザリー事業 百万円（前連結会計年度比34.9％増）、アセットマネジメ

ント事業 百万円（前連結会計年度比83.9％増）となっております。また、所在地別の売上は、日本 百万

円（前連結会計年度比39.9％増）、米国 百万円（前連結会計年度比114.1％増）、その他11百万円（前連結会計

年度は実績なし）となっております。 

  

次期の業績見通し 

平成23年12月期におきましては、米国でのＭ＆Ａ市場回復、アジア諸国の経済拡大、日本国内企業による海外での

収益機会の追求等により、クロスボーダーＭ＆Ａの増加は継続するものと思われます。これらの傾向により、当社グ

ループのクロスボーダー案件数も引き続き増加していくものと考えております。しかしながら、日本国内のＭ＆Ａ市

場におきましては、米国のＭ＆Ａ市場のような力強い回復までには時間がかかると考えられ、当面は難しい状況で推

移するものと推測されます。 

１．経営成績

14,947 1,880

1,818 38

467

8,099 213 506

7,521

7,426 11,164

4,250
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かかる状況下、当社グループの成長戦略は、グローバルネットワーク構築を通して各リージョンで強いＭ＆Ａアド

バイザリープラクティスを確立し、グローバルレベルで質の高いプロフェッショナルが同じ経営理念のもとにクライ

アントのニーズに応える体制を築くことです。当社グループのクライアントにとって非常に重要な意思決定である業

界再編或いはクロスボーダーＭ＆Ａのニーズに応えるため、優秀且つ経験豊富な人材の採用を各リージョンで積極的

に進めてまいります。インドにおきましては、現地大手投資銀行であるKotak社との戦略的業務提携による成果が現

れてきており、インド関連受注案件も増加してきていることから当社駐在員事務所の現地法人化を進め、インド市場

進出、或いは拡大をご検討されているクライアントへきめ細かいサポート体制を強化してまいります。また、中国に

おきましても現地法人設立準備を開始し、中国だけでなく東南アジアにおいてクライアントを強力にサポートする体

制の確立を目指します。 

以上の状況を勘案し、当社グループの次期の業績につきましては、連結売上高17,102百万円、営業利益5,070百万

円、経常利益5,065百万円、当期純利益は953百万円となる見込みであります。 

  

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。海外事業の現地

通貨建ての項目は、為替レートを85円/USドル、135円/英ポンド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、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。 
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(2）財政状態に関する分析 

当連結会計年度末における総資産は 百万円となり、前連結会計年度末比 百万円の増加となりました。

その主な要因は、メザニンファンドにおける営業貸付金の増加額 百万円、営業投資有価証券の回収による減少

額 百万円及び売上債権の増加額 百万円によるものであります。なお、当連結会計年度末における純資産は

百万円、自己資本比率は ％となっております。 

キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は 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） 

 当連結会計年度において営業活動の結果支出した資金は 百万円（前連結会計年度は 百万円の支出）とな

りました。これは、税金等調整前純利益 百万円を計上したこと及びメザニンファンド連結による営業投資有価

証券の回収による減少額が 百万円、未払金の増加額が 百万円あったものの、メザニンファンド連結による

営業貸付金（未収営業貸付金利息の増減を含む）の増加が 百万円あったことによるものです。メザニンファン

ド連結による営業投資有価証券及び営業貸付金の増減額の影響を除外すると、営業活動によるキャッシュ・フローは

百万円の収入となります。これは主に、税金等調整前純利益 百万円を計上したこと及び未払金の増加額が

百万円、法人税等の還付額が 百万円あったものの、法人税等の支払額 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） 

 当連結会計年度において投資活動の結果得られた資金は 百万円（前連結会計年度は 百万円の支出）とな

りました。これは、投資有価証券の取得による支出が 百万円あったものの、投資有価証券の売却による収入が

百万円、関係会社株式の売却による収入が 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） 

 当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は 百万円（前連結会計年度は 百万円の収入）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 百万円あったものの、少数株主への出資払

戻しによる支出が 百万円、少数株主への分配金の支払額が 百万円、自己株式の取得による支出が 百万

円あったことによるものであります。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

（注）１．各指標の算出方法は以下のとおりです。 

自己資本比率              ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率        ：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率   ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ    ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

２．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

４．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー 

     を使用しております。 

５．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を 

     対象としております。 

   ６．キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、有利子負債が存在しな

いため記載しておりません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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。配当につきましては、当社の定款において年２回の配当基準日（６月30日及び12月

31日）を定めておりますが、期末発行済株式数による連結をベースとした１株当たり当期純利益の30％を配当の基準

39,821 4,641

10,164

4,800 220

37,373 16.6

8,568

1,928 2,513

1,804

4,979 1,269

10,164

3,255 1,804

1,269 581 315

1,912 1,505

1,000

1,030 2,020

1,952 1,142

9,186

2,968 719 3,543

   平成21年12月期  平成22年12月期 

 自己資本比率（％）  29.1  16.6

 時価ベースの自己資本比率（％）  94.3  62.1

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  ―  ―

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  ―  ―
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としており、期末配当（12月31日）による年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

  

当期の期末配当に置きましては、2011年において当社は東京証券取引所マザーズ市場上場５周年を迎えます。これ

もひとえに株主の皆様をはじめ、関係各位の温かいご支援・ご指導の賜物と心より感謝申し上げます。つきまして

は、株主の皆様の日頃のご支援に対し感謝の意を表するため、平成22年12月期の期末配当金について、１株当たり

1,000円の記念配当とさせていただく予定です。 

  

なお、当社の配当政策は、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が、今回の記念配当は一時的に実施するものであり

ます。次期の配当については、上記基本方針に基づき１株当たり 円を予定しております。内部留保金につきま

しては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、さらには、グローバル戦略の展開を図るために有効投資をし

てまいりたいと考えております。 

  

(4）事業等のリスク 

以下において、当社グループ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であっても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる

事項につきましては、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23年２月16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。 

  

(イ）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22年12月31日現在、取締役７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215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。 

  

② 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であるプロフェッショナ

ル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。 

  

(ロ）当社の業績について 

① 社歴が浅いことについて 

 当社グループの各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 業績の推移及びメガ案件に係る報酬の計上について 

 当社グループの業績は、Ｍ＆Ａアドバイザリー事業において、ひとつの案件で10億円以上の報酬であるメガ案

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。 

  

1,000
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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及び案件が成約した場合にのみ受け取

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、当社グループが取り組む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 

 当社グループは、「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

大を図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。 

  

(ハ）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Ｍ＆Ａが用いられることにより回復していくもの

と思われます。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市場が更に縮小するリス

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、当社の予想に反して日本において市場の更なる縮小という事態が

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、金融取引業規制機構（The Financial Industry Regulatory Authority）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 

 欧米においては、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。 

  

(ニ）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
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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。当社グループとしましては、独立系Ｍ＆Ａファームとして高度に専門化されたＧＣＡサヴィアン株

式会社及びＧＣＡアドバイザリー株式会社が行うＭ＆Ａアドバイザリー業務と株式会社メザニンが行うメザニン

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及びＧＣＡアドバイザリー株式会社とGCA Savvian Advisors, LLC.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、いずれか又は双方

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。 

  

(ホ）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。 

  

(ヘ）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規制しております。 

 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。 

  

(ト）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。 

  

(チ）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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 当社グループは、当社と子会社12社及び株式会社メザニンが運営するファンド（投資事業組合）により構成されて

おり、Ｍ＆Ａ取引に関するアドバイザリー事業を主たる業務とし、Ｍ＆Ａ周辺業務にも事業展開を図っております。

 当社子会社であるＧＣＡホールディングス株式会社、GCA Savvian, Inc.は中間持株会社として国内外にある連結

子会社の管理・戦略策定を主たる業務としております。ＧＣＡサヴィアン株式会社、ＧＣＡアドバイザリー株式会

社、GCA Savvian Advisors, LLC.、株式会社デューデリジェンスはＭ＆Ａ取引に関するアドバイザリー事業を主たる

業務としております。株式会社メザニンは、メザニン投資に特化したファンドを組成・運営することを行っており、

アセットマネジメント事業を主たる業務としております。 

  

関係会社の状況 

（平成22年12月31日現在）

（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．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。 

３．持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。 

４．連結子会社のうち、ＧＣＡホールディングス㈱、GCA Savvian,Inc.、GCA Savvian Advisors,LLC.、GCA 

Savvian,LLC.、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特定子会社に該当しており

ます。 

  

  

２．企業集団の状況

名称 住所 
資本金または
出資金 

主要な事業の内
容 

議決権の所有割合 

関係内容 
所有割合
（％） 

被所有割
合（％） 

（連結子会社） 

ＧＣＡホールディングス㈱ 
東京都 

千代田区 
百万円 10 全社  100 － 

経営指導料等 

役員の兼任あり 

GCA Savvian, Inc. 
米国デラ

ウェア州 
US$ 百万 5 全社  100 － 

経営指導料等 

役員の兼任あり 

GCA Savvian, LLC. 
米国デラ

ウェア州 
US$ 百万 3 全社 

 

( ) 

100

100
－ 役員の兼任あり 

ＧＣＡサヴィアン㈱ 
東京都 

千代田区 
百万円 10

アドバイザリー

事業 

 

( ) 

100

100
－ 経営指導料等 

ＧＣＡアドバイザリー㈱ 
東京都 

千代田区 
百万円 10

アドバイザリー

事業 

 

( ) 

100

100
－ 

経営指導料等 

役員の兼任あり 

GCA Savvian Advisors, LLC. 
米国デラ

ウェア州 
US$ 百万 5

アドバイザリー

事業 

 

( ) 

100

100
－ 役員の兼任あり 

GCA Savvian Europe,Ltd. 
英国ロン

ドン 
￡  2,333

アドバイザリー

事業 
 100 － 役員の兼任あり 

㈱デューデリジェンス 
東京都 

千代田区 
百万円 10

アドバイザリー

事業 

 

( ) 

100

100
－ －  

㈱メザニン 
東京都 

千代田区 
百万円 10

アセットマネジ

メント事業 

 

( ) 

100

100
－ 

経営指導料等 

役員の兼任あり 

GCA Savvian Capital, LLC. 
米国デラ

ウェア州 
US$ 万 6

アセットマネジ

メント事業 

 

( ) 

100

100
－ 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

（注）３ 

東京都 

千代田区 
百万円 28,858

アセットマネジ

メント事業 

 

（ ）

1

1
－ 

㈱メザニンの運営

ファンド 

MCo2号投資事業有限責任組合

（注）３ 

東京都 

千代田区 
百万円 1,252

アセットマネジ

メント事業 

 

（ ）

1

1
－ 

㈱メザニンの運営

ファンド 
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［事業系統図］ 

（注） 上記の他、ＧＣＡホールディングス㈱、GCA Savvian, Inc.が中間持株会社として子会社の管理を、ＭＣo㈱

（非連結子会社）、インテグラル㈱（持分法非適用関連会社）はアセットマネジメント事業を行っておりま

す。 
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(1）会社の経営の基本方針 

 独立系かつ専業Ｍ＆Ａソリューショングループとしての当社グループの経営理念は「Trusted Advisor For 

Client's Best Interest」です。すなわち、クライアントからの信頼を重視し、クライアントの利益 大化に貢献す

ることが、当社企業価値の 大化に繋がるものと考えております。今後はこの経営理念を基にグロバールレベルで事

業を展開してまいります。 

 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

っているケースもあります。 

  

(2）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。 

  

(3）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 

 独立系かつ専業Ｍ＆Ａソリューショングループとして「Trusted Advisor For Client's Best Interest」を実現

させるためには、当社が提供するサービスは絶えず 高レベル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）クロスボーダーＭ＆Ａに対応できる体制 

Ｍ＆Ａの国際案件（クロスボーダーＭ＆Ａ）数の増加や大型化に鑑み、クロスボーダーＭ＆Ａ案件への対応を強

化する必要があります。 

 その強化策として平成20年12月にヨーロッパ（英国）における現地法人を100％子会社として設立し、経験豊富

なプロフェッショナルの人材採用を積極的に進めております。クロスボーダーＭ＆ＡはＭ＆Ａ市場全体において引

き続き重要な部分を占めており、ヨーロッパでの事業拠点の設立が戦略的に急務となっておりましたが、これによ

り、当社グループ主導のクロスボーダー案件での共同作業が可能となり、クライアントへのサービスを一層向上さ

せることができます。 

 また、インドにおきましては現地大手投資銀行であるKotak社と戦略的業務提携契約を締結するとともに、当社

の駐在員事務所を設立しインド市場進出をご検討されているクライアントへきめ細かい情報提供を行うための体制

を整備しております。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,466 8,257

売掛金 626 847

有価証券 395 310

営業投資有価証券 16,535 11,734

営業貸付金 6,689 16,853

繰延税金資産 133 136

その他 1,066 623

流動資産合計 31,912 38,762

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  121 ※1  197

その他（純額） ※1  208 ※1  148

有形固定資産合計 330 346

無形固定資産 19 34

投資その他の資産   

投資有価証券 318 128

関係会社株式 ※2  2,046 ※2  48

繰延税金資産 － 31

その他 573 493

貸倒引当金 △19 △24

投資その他の資産合計 2,918 677

固定資産合計 3,267 1,058

資産合計 35,180 39,821

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 29 32

繰延税金負債 30 －

その他 1,025 2,161

流動負債合計 1,085 2,193

固定負債   

繰延税金負債 103 110

その他 119 143

固定負債合計 222 254

負債合計 1,308 2,447

純資産の部   

株主資本   

資本金 506 513

資本剰余金 9,446 9,453

利益剰余金 1,094 1,102

自己株式 △673 △4,217

株主資本合計 10,373 6,852

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 8

為替換算調整勘定 △131 △262

評価・換算差額等合計 △130 △253

少数株主持分 23,629 30,775

純資産合計 33,872 37,373

負債純資産合計 35,180 39,821
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 9,613 14,947

売上原価 7,049 10,439

売上総利益 2,564 4,508

販売費及び一般管理費 ※1  2,220 ※1  2,628

営業利益 344 1,880

営業外収益   

受取利息 18 6

受取手数料 14 －

還付加算金 11 10

その他 6 2

営業外収益合計 51 19

営業外費用   

支払利息 1 0

為替差損 8 80

その他 0 0

営業外費用合計 9 80

経常利益 385 1,818

特別利益   

投資有価証券売却益 － 8

特別利益合計 － 8

特別損失   

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 60 21

事務所移転費用 26 －

特別損失合計 86 22

税金等調整前当期純利益 298 1,804

法人税、住民税及び事業税 123 191

法人税等還付税額 △297 －

法人税等調整額 98 △72

法人税等合計 △75 119

少数株主利益 841 1,647

当期純利益又は当期純損失（△） △467 38
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 502 506

当期変動額   

新株の発行 4 6

当期変動額合計 4 6

当期末残高 506 513

資本剰余金   

前期末残高 9,442 9,446

当期変動額   

新株の発行 4 6

当期変動額合計 4 6

当期末残高 9,446 9,453

利益剰余金   

前期末残高 2,159 1,094

当期変動額   

剰余金の配当 △597 －

当期純利益又は当期純損失（△） △467 38

連結範囲の変動 － △30

当期変動額合計 △1,064 7

当期末残高 1,094 1,102

自己株式   

前期末残高 － △673

当期変動額   

自己株式の取得 △673 △3,543

当期変動額合計 △673 △3,543

当期末残高 △673 △4,217

株主資本合計   

前期末残高 12,104 10,373

当期変動額   

新株の発行 8 13

剰余金の配当 △597 －

当期純利益又は当期純損失（△） △467 38

自己株式の取得 △673 △3,543

連結範囲の変動 － △30

当期変動額合計 △1,730 △3,521

当期末残高 10,373 6,852
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 － 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 8

当期変動額合計 0 8

当期末残高 0 8

為替換算調整勘定   

前期末残高 △188 △131

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 56 △131

当期変動額合計 56 △131

当期末残高 △131 △262

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △188 △130

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 57 △122

当期変動額合計 57 △122

当期末残高 △130 △253

少数株主持分   

前期末残高 20,362 23,629

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,266 7,146

当期変動額合計 3,266 7,146

当期末残高 23,629 30,775

純資産合計   

前期末残高 32,278 33,872

当期変動額   

新株の発行 8 13

剰余金の配当 △597 －

当期純利益又は当期純損失（△） △467 38

自己株式の取得 △673 △3,543

連結範囲の変動 － △30

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,324 7,023

当期変動額合計 1,593 3,501

当期末残高 33,872 37,373
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

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 298 1,804

減価償却費 131 139

投資有価証券評価損益（△は益） 60 21

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 4

賞与引当金の増減額（△は減少） △96 －

受取利息 △18 △6

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △2,500 4,979

営業貸付金の増減額（△は増加） △570 △10,164

売上債権の増減額（△は増加） 199 △255

未払金の増減額（△は減少） － 1,269

その他 △421 6

小計 △2,915 △2,200

利息及び配当金の受取額 18 6

法人税等の支払額 △669 △315

法人税等の還付額 1,052 581

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,513 △1,928

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 △70 △179

投資有価証券の取得による支出 △1,207 △1,000

投資有価証券の売却による収入 － 1,030

関係会社株式の売却による収入 － 2,020

定期預金の預入による支出 △146 －

定期預金の払戻による収入 146 －

敷金の差入による支出 △224 △3

敷金の回収による収入 － 93

その他 △2 △47

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,505 1,912

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 △3,543

配当金の支払額 △596 △0

少数株主からの払込みによる収入 5,055 9,186

少数株主への出資払戻しによる支出 △2,473 △2,968

少数株主への分配金の支払額 △156 △719

その他 △12 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,142 1,952

現金及び現金同等物に係る換算差額 60 △240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,815 1,695

現金及び現金同等物の期首残高 9,677 6,862

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 10

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  6,862 ※1  8,568
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該当事項はありません。 

  

  

  

継続企業の前提に関する注記

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21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12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 12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 

株式会社デューデリジェンス 

株式会社メザニン 

GCA Savvian Capital, LLC 

GCA America Corporation 

GCA Savvian, LLC 

GCA Savvian Europe, Ltd. 

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 Savvian Europe, Ltd.につい

ては、重要性が増加したことによ

り、当連結会計年度から連結の範囲

に含めることといたしました。 

(1）連結子会社 

連結子会社の数 12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アドバイザリー株式会社 

GCA Savvian Advisors, LLC 

株式会社デューデリジェンス 

株式会社メザニン 

GCA Savvian Capital, LLC 

GCA Savvian, LLC 

GCA Savvian Europe, Ltd. 

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アドバイザリー株式会社に

ついては、重要性が増加したことに

より、当連結会計年度から連結の範

囲に含めることといたしました。  

 また、GCA America Corporation

については、重要性が減少したこと

により、当連結会計年度から連結の

範囲より除外することといたしまし

た。 

  (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 

ＧＣＡアドバイザリー株式会社 

（平成21年10月、ＧＣＡサヴィアン

リサーチ株式会社より商号変更） 

株式会社日本バイアウト研究所 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

GCA America Corporation 

MCo株式会社 

  

  （連結の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。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

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

び関連会社のうち主要な会社等の名称 

MCo株式会社 

インテグラル株式会社 

ＧＣＡアドバイザリー株式会社 

（平成21年10月、ＧＣＡサヴィアン

リサーチ株式会社より商号変更） 

株式会社日本バイアウト研究所 

 持分法を適用していない非連結子会社及

び関連会社のうち主要な会社等の名称 

GCA America Corporation 

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。 

（持分法を適用しない理由） 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項  

 連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。  

同左 

  

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 

 連結会計年度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。 

① 有価証券 

同左 

  

  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（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）によっております。

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「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）を適用し

ております。 

 これによる営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益に与える影響

はありません。 

② たな卸資産 

仕掛品 

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）によっております。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

(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 

 国内連結会社は定率法を、また在外連

結子会社は定額法を採用しております。

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 

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）重要な引当金の計上基

準 

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。 

貸倒引当金  

同左 

(4）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。 

同左 

(5）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 

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

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日）  

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

  至 平成22年12月31日）  

（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） 

 当連結会計年度より、「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当期

純利益に与える影響はありません。 

－ 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

  至 平成22年12月31日） 

（連結貸借対照表） 

１．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「たな卸

資産（仕掛品）」（当連結会計年度末の残高は15百万

円）は、資産の総額の100分の１以下となったため、流

動資産の「その他」に含めて表示することにしました。

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「長期未

払費用」（当連結会計年度末の残高は11百万円）は、負

債及び純資産の総額の100分の５以下となったため、固

定負債の「その他」に含めて表示することにしました。

  

（連結貸借対照表） 

－ 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券評

価損」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示して

おりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記してお

ります。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「投

資有価証券評価損」は９百万円であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増減

額」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示してお

りましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しており

ます。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「未

払金の増減額」は 百万円であります。 134

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

百万円 375

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

百万円 444

※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。 

※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。 

関係会社株式 百万円2,046 関係会社株式 百万円48

 ３ 当社連結子会社（ＧＣＡホールディングス㈱）にお

いては、アセットマネジメント事業を営むインテグラ

ル㈱（持分法非適用関連会社）の発行する優先株式及

び劣後社債を下記の金額を上限として引き受ける契約

を締結しております。 

－ 

優先株式引受上限金額 百万円2,000

劣後社債引受上限金額  〃 1,000

優先株式引受残高  〃 △2,000

差引額 百万円1,000

  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12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。 

※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 百万円292

給与手当  363

支払手数料  425

役員報酬 百万円557

給与手当  375

支払手数料  453
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前連結会計年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．発行済株式の総数の増加4,320株は、新株予約権の権利行使に伴う新株の発行による増加であります。 

（注）２．自己株式の数の増加8,268株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加5,936株及び役職員の退職に

伴う無償取得による増加2,332株であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

  該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．発行済株式の総数の増加7,100株は、新株予約権の権利行使に伴う新株の発行による増加であります。 

（注）２．自己株式の数の増加56,563株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加50,970株及び役職員の退職

に伴う無償取得による増加5,593株であります。 

  

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 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 
当連結会計年度期首
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（注１）  339,239  4,320  －  343,559

合計  339,239  4,320  －  343,559

自己株式         

普通株式（注２）  －  8,268  －  8,268

合計  －  8,268  －  8,268

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21年２月12日 

取締役会 
普通株式 百万円 597 円 1,760 平成20年12月31日 平成21年３月17日

株式の種類 
当連結会計年度期首
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（注１）  343,559  7,100  －  350,659

合計  343,559  7,100  －  350,659

自己株式         

普通株式（注２）  8,268  56,563  －  64,831

合計  8,268  56,563  －  64,831

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成23年２月16日 

取締役会 
普通株式 百万円 285 利益剰余金 円 1,000 平成22年12月31日 平成23年３月16日
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前連結会計年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（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21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12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21年12月31日現在） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年12月31日現在） 

  （百万円）

現金及び預金 6,466

有価証券勘定（譲渡性預金） 132

有価証券勘定（ＭＭＦ） 263

現金及び現金同等物 6,862

  （百万円）

現金及び預金 8,257

有価証券勘定（譲渡性預金） 118

有価証券勘定（ＭＭＦ） 192

現金及び現金同等物 8,568

（リース取引関係）
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当連結会計年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

 当社グループは、必要な資金については自己資本により充当しており、一時的な余資は主に流動性の高い

金融資産に限定して運用しております。また、デリバティブ取引は行っておりません。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 営業債権である売掛金は、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うことにより回収懸念の早期把握や軽

減を図っております。また、海外で事業を行うに当たり生じる外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒

されておりますが、外貨建営業債権の割合は低いため影響は軽微であります。 

 有価証券は、主に譲渡性預金等の流動性の高い金融資産であります。投資有価証券のうち、上場株式につ

いては、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、定期的に時価や発行体の

財務状況を把握することで減損懸念の早期把握を図っております。 

 営業投資有価証券及び営業貸付金は、主にアセットマネジメント事業におけるメザニンファンド投資によ

るものであります。これらについては、定期的に発行体の財務状況等を把握し、また、市況及び当社グルー

プとの関係等を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 

 未払金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。 

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することがあります。 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。詳細につきまして

は「（注）２．」をご参照ください。 

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 

資 産 

(1) 現金及び預金、(2)売掛金 

 これらは短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。 

(3) 有価証券及び投資有価証券、(4)営業投資有価証券 

 これらの時価は、取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。 

 なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。 

(5) 営業貸付金 

 営業貸付金の時価は、連結決算日における貸借対照表価額から、個別に回収可能性を勘案して算定した現在の

貸倒見積高を控除した金額をもって時価としております。 

負 債 

(1) 未払金 

 短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 

（金融商品関係）

  
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

時 価 

（百万円） 

差 額 

（百万円） 

(1) 現金及び預金  8,257  8,257  －

(2) 売掛金  847  847  －

(3) 有価証券及び投資有価証券  346  346  －

(4) 営業投資有価証券  199  199  －

(5) 営業貸付金  16,853  16,853  －

資産計  26,503  26,503  －

(1) 未払金  1,815  1,815  －

負債計  1,815  1,815  －
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  ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(3)有価証券及び

投資有価証券」及び「(4)営業投資有価証券」には含めておりません。 

  ３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用

しております。 

  

  
連結貸借対照表計上額 

（百万円）  

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  2

その他  90

  
１年以内 

（百万円） 

１年超 
５年以内 
（百万円） 

５年超 
10年以内 

（百万円） 

10年超 
（百万円） 

現金及び預金  8,257 － － － 

売掛金  847 － － － 

有価証券  310  －  － － 

営業投資有価証券  －  8,035  3,500  199

営業貸付金  －  743  16,109 － 

合計  9,415  8,779  19,609 199 
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前連結会計年度（平成21年12月31日） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

当連結会計年度（平成22年12月31日） 

その他有価証券 

（注）営業投資有価証券（連結貸借対照表計上額 11,535百万円）、非上場株式（連結貸借対照表計上額 2百万

円）、その他の投資有価証券（連結貸借対照表計上額 90百万円）については、市場価格がなく、時価を把握す

ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

（有価証券関係）

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

関係会社株式   

非上場株式  2,046

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  16,535

投資有価証券に属するもの   

非上場株式  16

その他  301

その他   

譲渡性預金  132

ＭＭＦ  263

計  19,296

  種類 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
取得原価（百万円） 差額（百万円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

株式  235  213  21

小計  235  213  21

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

その他     

譲渡性預金  118  118  －

ＭＭＦ  192  192  －

小計  310  310  －

合計   545  524  21
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前連結会計年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

  

前連結会計年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

ＧＣＡサヴィアングループ（株）　（2174）　平成22年12月期　決算短信

26



前連結会計年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

１．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 

（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．株式数に換算して記載しております。 

３．平成18年５月８日付でＧＣＡホールディングス株式会社において、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 

  

（ストック・オプション等関係）

  
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 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）２ 
普通株式 株（注）３ 5,670 普通株式 株（注）３ 12,390

付与日（注）１ 平成20年３月３日 平成20年３月３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20年３月３日から 

平成27年10月31日まで 

平成20年３月３日から 

平成28年１月31日まで 

  
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  3,090  8,100

付与  －  －

失効  －  －

権利確定  1,630  4,200

未確定残  1,460  3,900

権利確定後（株）     

連結会計年度期首  260  780

権利確定  1,630  4,200

権利行使  1,080  3,240

失効  －  －

未行使残  810  1,740
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② 単価情報 

  

当連結会計年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日） 

１．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 

（注）１．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．株式数に換算して記載しております。 

３．平成18年５月８日付でＧＣＡホールディングス株式会社において、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。 

４．平成22年12月31日付で全てを消却しております。 

  

  
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）  104,530  104,530

公正な評価単価（付与日）（円）  －  －

  

ＧＣＡサヴィアン 
グループ株式会社 
第１回新株予約権 

（注）１ 

ＧＣＡサヴィアン 
グループ株式会社 
第２回新株予約権 

（注）１ 

ＧＣＡサヴィアン 
グループ株式会社 
第３回新株予約権 

（注）４ 

付与対象者の区分

及び人数 
当社従業員  26名 

当社監査役   ２名 

当社従業員等  43名 

当社及び当社子会社従業員 

          133名 

ストック・オプシ

ョン数 

（注）２ 

普通株式 株（注）３ 5,670 普通株式 株（注）３ 12,390 普通株式 株 18,125

付与日（注）１ 平成20年３月３日 平成20年３月３日 平成22年３月11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 

付与日（平成22年３月11日）以

降、権利行使時まで継続して勤

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 

平成22年３月11日から 

平成26年３月10日まで 

権利行使期間 
平成20年３月３日から 

平成27年10月31日まで 

平成20年３月３日から 

平成28年１月31日まで 

平成24年３月11日から 

平成32年３月９日まで 
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(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 

  

② 単価情報 

（注）第３回新株予約権に関しましては、平成22年12月31日付で全てを消却しております。 

  

  
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 

ＧＣＡサヴィアン 
グループ株式会社 
第３回新株予約権 

（注） 

権利確定前（株）       

連結会計年度期首  1,460  3,900  －

付与  －  －  18,125

失効  －  －  18,125

権利確定  1,460  3,900  －

未確定残  －  －  －

権利確定後（株）       

連結会計年度期首  810  1,740  －

権利確定  1,460  3,900  －

権利行使  2,050  5,050  －

失効  60  80  －

未行使残  160  510  －

  
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 

ＧＣＡサヴィアン 
グループ株式会社 
第３回新株予約権 

（注） 

権利行使価格 （円）  1,900  1,900  89,941

行使時平均株価（円）  86,492  86,492  －

公正な評価単価 

（付与日）  （円） 
 －  －  －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年12月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 

繰延税金資産 

未払事業税 百万円 3

未払費用 百万円 11

未払賞与 百万円 108

繰越欠損金 百万円 57

その他 百万円 89

繰延税金資産（流動）小計 百万円 271

投資有価証券評価損 百万円 30

繰越欠損金 百万円 53

その他 百万円 7

繰延税金資産（固定）小計 百万円 92

評価性引当額 百万円 △218

繰延税金資産合計 百万円 145

繰延税金負債 

未収事業税 百万円 30

繰延税金負債（流動）小計 百万円 30

株式譲渡損 百万円 104

その他 百万円 10

繰延税金負債（固定）小計 百万円 115

繰延税金負債合計 百万円 145

繰延税金負債の純額 △0百万円 

繰延税金資産 

未払事業税 百万円 0

未払費用 百万円 19

繰越欠損金 百万円 262

その他 百万円 53

繰延税金資産（流動）小計 百万円 335

投資有価証券評価損 百万円 50

その他 百万円 21

繰延税金資産（固定）小計 百万円 72

評価性引当額 百万円 △229

繰延税金資産合計 百万円 178

繰延税金負債 

未収事業税 百万円 1

繰延税金負債（流動）小計 百万円 1

株式譲渡損 百万円 104

その他 百万円 15

繰延税金負債（固定）小計 百万円 120

繰延税金負債合計 百万円 121

繰延税金資産の純額 百万円 56

 繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

 繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

  

流動資産―繰延税金資産 百万円 133

流動負債―繰延税金負債 百万円 △30

固定負債―繰延税金負債 百万円 △103

  

流動資産―繰延税金資産 百万円 136

固定資産―繰延税金資産 百万円 31

固定負債―繰延税金負債 百万円 △110

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 

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 ％ 40.70

（調整） 

投資事業組合連結による損益 ％ △116.04

交際費等永久に損金算入されない項目 ％ 6.60

評価性引当額の増減 ％ 40.81

その他 ％ 2.56

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％ △25.37

法定実効税率 ％ 40.70

（調整） 

投資事業組合連結による損益 ％ △37.16

交際費等永久に損金算入されない項目 ％ 1.14

評価性引当額の増減 ％ 1.33

その他 ％ 0.58

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％ 6.60
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前連結会計年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31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 

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1,280百万円であり、その主

なものは当社におけるグループ管理に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,257百万円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金（預金及び有価証券）であります。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
アドバイザリ
ー事業 
（百万円） 

アセットマネ
ジメント事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高  5,576  4,037  9,613  －  9,613

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 －  －  －  －  －

計  5,576  4,037  9,613  －  9,613

営業費用  4,967  3,021  7,988  1,280  9,269

営業利益（又は営業損失）  608  1,016  1,625 ( )1,280  344

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出  

資産  3,555  26,367  29,923  5,257  35,180

減価償却費  30  0  30  100  131

資本的支出  26  －  26  52  79

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 
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当連結会計年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31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 

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1,297百万円であり、その主

なものは当社におけるグループ管理に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は4,139百万円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金（預金及び有価証券）であります。 

  

  
アドバイザリ
ー事業 
（百万円） 

アセットマネ
ジメント事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高  7,521  7,426  14,947  －  14,947

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 －  －  －  －  －

計  7,521  7,426  14,947  －  14,947

営業費用  6,185  5,585  11,770  1,297  13,067

営業利益（又は営業損失）  1,336  1,840  3,177 ( )1,297  1,880

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出  

資産  4,273  31,409  35,682  4,139  39,821

減価償却費  32  0  32  107  139

資本的支出  56  －  56  149  205

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 

ＧＣＡサヴィアングループ（株）　（2174）　平成22年12月期　決算短信

32



前連結会計年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

（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1,280百万円であり、その主

なものは当社におけるグループ管理に係る費用であります。 

２．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,257百万円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金（預金及び有価証券）であります。 

３．「その他」に属する主な国は英国であります。 

  

当連結会計年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日） 

（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1,297百万円であり、その主

なものは当社におけるグループ管理に係る費用であります。 

２．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は4,139百万円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金（預金及び有価証券）であります。 

３．「その他」に属する主な国は英国であります。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円）
米国 

（百万円）
その他 

（百万円）
計 

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  7,980  1,633  －  9,613  －  9,613

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  351  －  351 ( )351  －

計  7,980  1,984  －  9,965 ( )351  9,613

営業費用  5,797  2,365  177  8,341  928  9,269

営業利益（又は営業損失）  2,182  △381  △177  1,624 ( )1,279  344

Ⅱ 資産  28,518  1,372  113  30,004  5,176  35,180

  
日本 

（百万円）
米国 

（百万円）
その他 

（百万円）
計 

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  10,813  4,122  11  14,947  －  14,947

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 351  127  －  478 ( )478  －

計  11,164  4,250  11  15,426 ( )478  14,947

営業費用  8,246  3,701  300  12,248  819  13,067

営業利益（又は営業損失）  2,918  549  △289  3,177 ( )1,297  1,880

Ⅱ 資産  32,324  3,248  109  35,682  4,139  39,821
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前連結会計年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31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。 

  

当連結会計年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日） 

（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。 

   ２．「その他」に属する主な国は英国であります。 

  

ｃ．海外売上高

  米国 計 

Ⅰ 海外売上高 （百万円）  1,633  1,633

Ⅱ 連結売上高 （百万円）  －  9,613

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  17.0  17.0

  米国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高 （百万円）  4,122  11  4,134

Ⅱ 連結売上高 （百万円）  －  －  14,947

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  27.6  0.1  27.7
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前連結会計年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）

及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）

を適用しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

１．関連当事者との取引 

（1） 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

   該当事項はありません。 

（2） 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

   連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等 

取引条件及び取引条件の決定方法等 

（注）優先株式は同社との投資契約により引き受けたものであります。 

  

当連結会計年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日） 

１．関連当事者との取引  

（1） 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

   該当事項はありません。 

（2） 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

 （ア）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等 

 （イ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

取引条件及び取引条件の決定方法等 

（注）１．劣後社債は同社との投資契約により引き受けたものであります。 

２．当社連結子会社であるＧＣＡホールディングス㈱が所有していたインテグラル㈱の優先株式及び劣

後社債を売却したものであり、優先株式・劣後社債の売却価額については、第三者の評価に基づき

算定された価格を参考に決定しております。 

  

（関連当事者情報）

種類 
会社等の名称

又は氏名 
所在地 

資本金又は

出資金 

（百万円） 

事業の内容

又は職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％） 

関連当事者

との関係 

取引の 

内容 

取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高 

（百万円）

関連会社 
インテグラル

㈱ 

東京都 

千代田区
 1,047

アセットマ

ネジメント

事業 

－ 役員の兼任 

優先株式

の引受

（注） 

 1,000 －  －

種類 
会社等の名称

又は氏名 
所在地 

資本金又は

出資金 

（百万円） 

事業の内容

又は職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％） 

関連当事者

との関係 

取引の 

内容 

取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高 

（百万円）

関連会社 
インテグラル

㈱ 

東京都 

千代田区
 1,047

アセットマ

ネジメント

事業 

－ 役員の兼任 

劣後社債

の引受

（注）１ 

 1,000 －  －

種類 
会社等の名称

又は氏名 
所在地 

資本金又は

出資金 

（百万円） 

事業の内容

又は職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％） 

関連当事者

との関係 

取引の 

内容 

取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高 

（百万円）

役員 佐山 展夫 － － 当社取締役 
（被所有） 

直接 3.6 

関係会社株

式・社債の

売却 

関係会社

株式・社

債の売却 

（注）２ 

 1,500 －  －
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前連結会計年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

  

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎 

２．１株当たり当期純利益金額又は損失及び潜在株式調整後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。 

  

（企業結合等関係）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円30,549.56

１株当たり当期純損失金額 円△1,393.26

１株当たり純資産額 円23,084.56

１株当たり当期純利益金額 円116.54

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 

円114.84

  
前連結会計年度 

（平成21年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年12月31日） 

純資産の部の合計（百万円）  33,872  37,373

純資産の部の合計から控除する金額 

（百万円） 
 23,629  30,775

（うち少数株主持分）（百万円） ( ) 23,629 ( ) 30,775

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  10,242  6,598

期末の普通株式の数（株）  335,291  285,828

  
前連結会計年度 

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額     

当期純利益金額又は損失（△） 

（百万円） 
 △467  38

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又は損失（△）

（百万円） 
 △467  38

期中平均株式数（株）  335,313  326,598

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）  －  4,815

（うち新株予約権（株）） ( ) － ( ) 4,815

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 

第１回新株予約権 個 

第２回新株予約権 個 

 なお、概要は「ストック・オ

プション等関係」に記載のとお

りであります。 

227

564

－ 
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

  至 平成22年12月31日） 

 平成22年３月10日開催の取締役会において、平成21年３

月31日開催の第１回定時株主総会の決議並びに会社法第

236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当

社子会社の従業員に対するストックオプションとしての新

株予約権の発行を決議しました。 

 なお、詳細は「ストックオプション等関係」に記載のと

おりであります。 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 平成22年12月24日開催の取締役会決議に基づき、平成23

年１月12日に当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行

役員及び従業員に対するストックオプションとしての新株

予約権を以下のとおり発行いたしました。 

・付与対象者の区分及び人数 

  当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及

び従業員135名 

・新株予約権の目的となる株式の種類 

 普通株式 

・新株予約権の数 

  55,934個（本新株予約権１個当たりの付与株式数は

１株とする） 

・新株予約権と引換えにする金銭の払込み 

  １個当たり9,150円 

・新株予約権の払込金額 

  １株当たり89,900円 

  割当日後、次の（ⅰ）又は（ⅱ）の事由が生ずる場  

合、行使価額は、それぞれ次に定める算式（以下「行

使価額調整式」という。）により、調整されるものと

し、調整により生ずる１円未満の端数はこれを切り上

げる。  

(ⅰ) 当社普通株式につき株式分割又は株式併合が行われ

る場合。 

(ⅱ) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新

株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（ただ

し、新株予約権の行使の場合を除く。）。 

・新株予約権の行使期間 

  自 平成23年３月11日 至 平成32年３月9日 

・新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

  発行価格  89,900円 

  資本組入額 44,950円 

・新株予約権の行使条件 

(1) 当社の平成23年12月乃至平成26年12月期のいずれか

の事業年度末におけるＲＯＥが20％以上となった場

合に初めて新株予約権の行使を行うことができる。

なお、ＲＯＥは、当社が金融商品取引法に基づき提

出した平成23年12月期乃至平成26年12月期の各有価

証券報告書に記載された連結財務諸表における当期

純利益を株主資本合計で除して計算されるものとす

る。 

調 整 後 

行使価額 
＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

 1

分割・併合の比率 

    
既発行

株式数

 

 

＋ 

新規発行株式数× 

１株当たり払込金額 

調整後 

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

  時 価 

 既発行株式数＋新規発行株式数
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前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

  至 平成22年12月31日） 

－ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(2) その他細目については当社と新株予約割当対象者と

の間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めら

れております。 

・当社が新株予約権を取得することができる理由 

(1) 新株予約権を割り当てる日から平成27年３月11日ま

での間に、東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引終値が一度でも権利行使価額の50％に相当

する金額を下回った場合、当社は、当社取締役会が

別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で

取得することができる。 

(2) 当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当

社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契

約もしくは新設分割についての新設分割計画、当社

が完全子会社となる株式交換についての株式交換契

約または当社が完全子会社となる株式移転計画が、

当社株主総会で承認されたとき（株主総会による承

認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたと

き）は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到

来をもって、本新株予約権を無償で取得することが

できる。 

(3) 本新株予約権者が、上記の規定により、本新株予約

権の全部または一部を行使できなくなったときは、

当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ

て、本新株予約権を無償で取得することができる。 

(4) 本新株予約権者が、その保有する本新株予約権の全

部または一部を放棄した場合は、当社は、当社取締

役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権

を無償で取得することができる。 

(5) 当社が会社法第171条第１項に基づき全部取得条項付

種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承

認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定め

る日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得す

ることができる。 

・組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 

  当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限

る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転（以上を総称して以下、「組織再編行為」とい

う。）をする場合において、組織再編行為の効力発生

の時点において残存する本新株予約権（以下、「残存

新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それ

ぞれの場合につき、会社法第236 条第１項第８号のイ

からホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会

社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそ

れぞれ交付することとする。この場合においては、残

存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条

件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨

を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新

設分割計画、株式交換契約または株式移転計画におい

て定めた場合に限るものとする。 
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前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 

  至 平成22年12月31日） 

－ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(1) 交付する新株予約権の数 

  本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同

一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

  再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「行使価額

調整式」に準じて決定する。 

(4) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約

権の行使条件」に準じて決定する。 

(5) 新株予約権の行使可能期間 

  新株予約権の行使可能期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の

行使可能期間の満了日までとする。 

(6) 新株予約権の行使の条件 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約

権の行使条件」に準じて決定する。 

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ

る増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約

権の行使条件」に準じて決定する。 

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象

会社の取締役会の承認を要するものとする。 

(9) 新株予約権の取得条項 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約

権の行使条件」に準じて決定する。 

(10)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約

権の行使条件」に準じて決定する。 

(11)新株予約権を行使した新株予約権者に対する株式の 

数に１株に満たない端数が生じた場合 

  これを切り捨てるものとする。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 611 129

売掛金 ※1  112 ※1  334

繰延税金資産 6 1

未収還付法人税等 100 149

未収入金 － ※1  784

その他 21 2

流動資産合計 852 1,401

固定資産   

投資その他の資産   

投資有価証券 85 54

関係会社株式 10,122 6,122

投資その他の資産合計 10,208 6,176

固定資産合計 10,208 6,176

資産合計 11,060 7,578

負債の部   

流動負債   

未払金 149 ※1  171

未払法人税等 － 10

未払費用 8 8

その他 3 7

流動負債合計 161 197

固定負債   

繰延税金負債 0 6

固定負債合計 0 6

負債合計 161 203

純資産の部   

株主資本   

資本金 506 513

資本剰余金   

資本準備金 131 138

その他資本剰余金 9,314 9,314

資本剰余金合計 9,446 9,453

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,619 1,616

利益剰余金合計 1,619 1,616

自己株式 △673 △4,217

株主資本合計 10,898 7,366

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 8

評価・換算差額等合計 0 8

純資産合計 10,899 7,375

負債純資産合計 11,060 7,578
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 ※1  829 ※1  284

売上原価 － －

売上総利益 829 284

販売費及び一般管理費 ※2  303 ※2  255

営業利益 525 28

営業外収益   

受取利息 0 0

その他 0 0

営業外収益合計 0 0

営業外費用   

支払利息 － ※1  3

為替差損 10 2

営業外費用合計 10 6

経常利益 515 23

特別利益   

投資有価証券売却益 － 8

特別利益合計 － 8

特別損失   

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 50 18

特別損失合計 50 19

税引前当期純利益 465 12

法人税、住民税及び事業税 0 9

法人税等調整額 1 5

法人税等合計 2 14

当期純利益又は当期純損失（△） 463 △2
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 502 506

当期変動額   

新株の発行 4 6

当期変動額合計 4 6

当期末残高 506 513

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 127 131

当期変動額   

新株の発行 4 6

当期変動額合計 4 6

当期末残高 131 138

その他資本剰余金   

前期末残高 9,314 9,314

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,314 9,314

資本剰余金合計   

前期末残高 9,442 9,446

当期変動額   

新株の発行 4 6

当期変動額合計 4 6

当期末残高 9,446 9,453

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,752 1,619

当期変動額   

剰余金の配当 △597 －

当期純利益又は当期純損失（△） 463 △2

当期変動額合計 △133 △2

当期末残高 1,619 1,616

利益剰余金合計   

前期末残高 1,752 1,619

当期変動額   

剰余金の配当 △597 －

当期純利益又は当期純損失（△） 463 △2

当期変動額合計 △133 △2

当期末残高 1,619 1,616
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

自己株式   

前期末残高 － △673

当期変動額   

自己株式の取得 △673 △3,543

当期変動額合計 △673 △3,543

当期末残高 △673 △4,217

株主資本合計   

前期末残高 11,697 10,898

当期変動額   

新株の発行 8 13

剰余金の配当 △597 －

当期純利益又は当期純損失（△） 463 △2

自己株式の取得 △673 △3,543

当期変動額合計 △799 △3,532

当期末残高 10,898 7,366

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 － 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 8

当期変動額合計 0 8

当期末残高 0 8

評価・換算差額等合計   

前期末残高 － 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 8

当期変動額合計 0 8

当期末残高 0 8

純資産合計   

前期末残高 11,697 10,899

当期変動額   

新株の発行 8 13

剰余金の配当 △597 －

当期純利益又は当期純損失（△） 463 △2

自己株式の取得 △673 △3,543

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 8

当期変動額合計 △798 △3,523

当期末残高 10,899 7,375
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該当事項はありません。 

  

  

  

   

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

有価証券  

(1）子会社株式 

 移動平均法による原価法によっており

ます。 

有価証券  

同左 

  (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

事業年度末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額金は全部純資産直入

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 

 移動平均法による原価法によってお

ります。 

同左 

２．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 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 

  至 平成22年12月31日） 

（連結貸借対照表） 

－ 

（連結貸借対照表） 

 前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示して

おりました「未収入金」は、当事業年度において、資産の

総額の100分の１を超えたため区分掲記しました。なお、

前事業年度末の「未収入金」は17百万円であります。 
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前事業年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 自己株式の数の増加8,268株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加5,936株及び役職員の退職に伴

う無償取得による増加2,332株であります。 

  

当事業年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 自己株式の数の増加56,563株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加50,970株及び役職員の退職に

伴う無償取得による増加5,593株であります。 

  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年12月31日） 

当事業年度 
（平成22年12月31日） 

※１ 売掛金 

 全額連結子会社との取引によるものであります。 

※１ 関係会社項目 

   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

流動資産 

 売掛金 百万円334

 未収入金  784

流動負債   

 未払金  145

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

※１ 売上高は全額連結子会社との取引によるものであり

ます。 

※１ 関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれ

ております。 

売上高 百万円283

支払利息  3

※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。 

※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。 

給料手当 百万円74

役員報酬  19

地代家賃  19

支払手数料  162

給料手当 百万円65

役員報酬  26

賞与  13

地代家賃  14

支払手数料  111

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 
当事業年度期首株式
数（株） 

当事業年度増加株式
数（株） 

当事業年度減少株式
数（株） 

当事業年度末株式数
（株） 

普通株式（注）  －  8,268  －  8,268

合計  －  8,268  －  8,268

株式の種類 
当事業年度期首株式
数（株） 

当事業年度増加株式
数（株） 

当事業年度減少株式
数（株） 

当事業年度末株式数
（株） 

普通株式（注）  8,268  56,563  －  64,831

合計  8,268  56,563  －  64,831
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前事業年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

 該当事項はありません。 

   

当事業年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日） 

 該当事項はありません。  

   

前事業年度（自平成21年１月１日 至平成21年12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。 

  

当事業年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日） 

 子会社株式（貸借対照表計上額6,122百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認

められることから、記載を省略しております。 

  

  

  

   

前事業年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日） 

 該当事項はありません。  

（リース取引関係）

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年12月31日） 

当事業年度 
（平成22年12月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 

 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含

まれております。  

繰延税金資産   

未払賞与 百万円 5

その他 百万円 1

繰延税金資産(流動)小計 百万円 6

投資有価証券評価損 百万円 20

繰延税金資産(固定)小計 百万円 20

評価性引当金 百万円 △20

繰延税金資産合計 百万円 6

繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額金 百万円 0

繰延税金負債合計 百万円 0

繰延税金資産の純額 百万円 6

流動資産―繰延税金資産 百万円6

固定負債―繰延税金負債 百万円△0

 繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含

まれております。  

  

繰延税金資産   

未払費用 百万円 0

その他 百万円 0

繰延税金資産(流動)小計 百万円 1

投資有価証券評価損 百万円 27

繰延税金資産(固定)小計 百万円 27

評価性引当金 百万円 △27

繰延税金資産合計 百万円 1

繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額金 百万円 6

繰延税金負債合計 百万円 6

繰延税金負債の純額 百万円 △4

流動資産―繰延税金資産 百万円1

固定負債―繰延税金負債 百万円△6

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 

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 ％ 40.70

（調整） 

受取配当金等永久に益金算入されない項

目 
％ △44.44

評価性引当額の増減 ％ 4.39

その他 ％ △0.12

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％ 0.53

法定実効税率 ％ 40.70

（調整） 

交際費等永久に損金算入されない項目 ％ 2.04

住民税均等割 ％ 9.76

評価性引当額の増減 ％ 60.40

その他 ％ 6.04

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％ 118.94

（企業結合等関係）
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（注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

１株当たり純資産額 円32,506.34

１株当たり当期純利益金額 円1,381.53

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円1,335.76  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円25,803.36

１株当たり当期純損失金額 円△7.19

  
前事業年度 

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額     

当期純利益金額又は損失（△）（百万円）  463  △2

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又は損失（△） 

（百万円） 
 463  △2

期中平均株式数（株）  335,313  326,598

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）  11,491  －

（うち新株予約権（株）） （ ） 11,491 （ ） －

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 

－ 第１回新株予約権 個 

第２回新株予約権 個 

 なお、概要は「４．連結財務

諸表、ストック・オプション等

関係」に記載のとおりでありま

す。  

16

51
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 該当事項はありません。 

  

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 

  至 平成22年12月31日） 

 平成22年３月10日開催の取締役会において、平成21年３

月31日開催の第１回定時株主総会の決議並びに会社法第

236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当

社子会社の従業員に対するストックオプションとしての新

株予約権の発行を決議しました。 

 なお、詳細は「４．連結財務諸表、ストックオプション

等関係」に記載のとおりであります。  

 平成22年12月24日開催の取締役会決議に基づき、平成23

年１月12日に当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行

役員及び従業員に対するストックオプションとしての新株

予約権を発行いたしました。 

 なお、詳細は「４．連結財務諸表、重要な後発事象」に

記載のとおりであります。 

  

６．その他
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