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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第3四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年9月30日） 
（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        ％

23年 12月期第3四半期 11,437  27.5 2,637  256.9 2,632 269.5 432     －
22年12月期第3四半期 8,971 11.4  739  15.3 712  4.5 △347     －

 

 
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

23年 12月期第3四半期 1,513.62 1,435.57
22年 12月期第3四半期 △1,042.47 － 

 
（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

23年 12月期第3四半期 34,911 33,315 19.0 23,219.68
22年 12月期 39,821 37,373 16.6 23,084.56

(参考)自己資本 23年12月期第3四半期        6,639百万円 22年12月期       6,598百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金    
 

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   
22年 12月期 － 0.00 － 1,000.00 1,000.00   
23年 12月期 － 0.00 －   

23年 12月期(予想)   1,000.00 1,000.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

平成22年12月期期末配当金の内訳 記念配当 1,000円00銭 

 
３．平成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 17,102 14.4 5,070 169.7 5,065 178.5 953  － 3,334.17

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】2.「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有・無 

 新規 －社 (社名)  、除外 －社 (社名)  
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 
 

（４）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) 23年12月期3Ｑ 350,769株 22年12月期 350,659株

② 期末自己株式数 23年12月期3Ｑ 64,831株 22年12月期 64,831株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期3Ｑ 285,887株 22年12月期3Ｑ 333,819株

 
 
（※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示） 

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続が実施中です。 

 
（※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項） 
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。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（平成23年１月１日～平成23年９月30日）の世界経済は、欧州での金融不安と新興国

における成長ペースの鈍化による停滞懸念が広がり不安定な状態で推移しました。平成21年第４四半期を底に回復

基調が続いた日本国内のＭ＆Ａ市場においては、震災による案件の中断・中止により国内取引の一時的な停滞がみ 

られました。しかしながら、その後、欧州のソブリン債務問題に端を発した超円高と電力問題などメーカーに対す

る複合的アンチビジネス要因、いわゆる六重苦問題を背景にしたクロスボーダーＭ＆Ａ（海外企業買収）案件が激

増しております。また、当社の主要市場である米国Ｍ＆Ａ市場においては当社米国事務所のフォーカスするＩＴセ 

クターのＭ＆Ａがきわめて活発な状況にあります。 

 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」を重視し、いたずらに案件成約を目指すのではなくクライアントの真の企業価値創出と成長のためのＭ

＆Ａ案件の助言業務に取り組んでいます。こうした姿勢が評価され、ニューヨークで開催された第３回Annual 

International M&A Awardsにて、当社がアドバイザーを務めましたオンセミコンダクター社による三洋半導体株式

会社の買収案件でＭ＆Ａディール・オブ・ザ・イヤー（500百万ドルから10億ドルのディール）を獲得したのを含め

３部門で受賞しました。また、日本のＭ＆Ａ市場の平成23年第３四半期末現在で６位（ブルームバーグ調べ）にラ

ンクしています。 

 クライアントにとって 善のＭ＆Ａ案件を提案・助言する機能を強化し当社自身が中長期的に大きな成長を遂げ

るためには人材への投資とネットワークの強化が不可欠です。こうした基本方針のもと、当期においては米国で従

来より当社が強みを持つＩＴセクター以外の業界をカバーできる経験豊富なバンカーを増員しました。また、当上

期での中国及びインドにおける現地法人設立により案件サポートの体制を整備しました。この結果、日本企業から

の中国・インド現地におけるＭ＆Ａの照会は急激に増加しており、インドでは2011年度のＭ＆Ａアドバイザリーリ

ーグテーブルで上位にランクインしました。 

  

以上により、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益

百万円（前年同四半期比 ％増）、経常利益 百万円（前年同四半期比 ％増）、四半期純利益

百万円（前年同四半期は四半期純損失 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 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益 百万円（前年同四半期は営業損失 百万円））となり

ました。報告セグメント別の売上は、アドバイザリー事業 百万円（前年同四半期比 ％増）、アセットマネ

ジメント事業 百万円（前年同四半期比 ％増）、ファンド事業 百万円（前年同四半期比 ％増）となっ

ております。  

なお、当第３四半期連結累計期間の海外拠点における損益項目の換算レートは80.66円/USドル、130.20円/英ポン

ドとなっております。業績予想における想定レートは85円/USドル、135円/英ポンドであります。また、前年同四半

期の換算レートは89.54円/USドル、137.26円/英ポンドであります。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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

りました。その主な要因は、メザニンファンドの投資家からの出資受入による増加額が 百万円あったこと及

び、分配金の支払による減少額が 百万円あったことによるものであります。なお、当第３四半期連結会計期間

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】 

   当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は 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得られた資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の支

出）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 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が 百万円あったものの、営業貸付金の増加額が 百万円、未払金の減少額が

百万円あったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において投資活動の結果支出した資金は０百万円（前年同四半期は 百万円の支出）と

なりました。これは主に、敷金の回収による収入が 百万円あったものの、関係会社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。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

11,437 27.5

2,637 256.9 2,632 269.5 432

347

5,851 21.2 772 308

5,389 21.8

461 14.9 6,047 33.0

34,911 4,910

1,907

8,063

33,315 19.0

6,291

4,643 4,004

2,629

3,504 902

1,586

95

108 91
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（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 百万円（前年同四半期は 百万円の収

入）となりました。これは主に、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、分配金

の支払額が 百万円及び出資払戻しによる支出が 百万円、株主への配当金の支払額が 百万円あったことに

よるものであります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

提出日現在において、平成23年２月16日付「平成22年12月期決算短信」にて発表いたしました通期業績予想から変

更はありません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これによる、当第３四半期連結累計期間の営業利益、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

軽微であります。 

② 税金費用の計算方法の変更 

 税金費用については、従来、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する方法によっておりましたが、四半期会計期

間の税金費用をより適切に計算するため、当第２四半期連結会計期間より、年度決算と同様の方法で、納付税額

の算出にあたり加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に変更しております。 

 主に当社の連結子会社であるＧＣＡサヴィアン㈱とＧＣＡアドバイザリー㈱の合併に伴い、将来減算一時差異

等のスケジューリングを再検討した結果、当第２四半期連結会計期間に繰延税金資産が新たに認識可能となった

ことから、従来の方法を当第３四半期連結累計期間に適用した場合と比較して、四半期純利益は139百万円増加

しております。  

6,740 6,962

1,907

8,063 300 283

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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23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22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,528 8,257

売掛金 460 847

有価証券 1,763 310

営業投資有価証券 8,218 11,734

営業貸付金 17,755 16,853

その他 727 759

貸倒引当金 △4 －

流動資産合計 33,449 38,762

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 162 197

その他（純額） 121 148

有形固定資産合計 284 346

無形固定資産 32 34

投資その他の資産   

投資有価証券 126 128

関係会社株式 140 48

その他 888 524

貸倒引当金 △11 △24

投資その他の資産合計 1,144 677

固定資産合計 1,461 1,058

資産合計 34,911 39,821

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 182 32

賞与引当金 764 －

その他 398 2,161

流動負債合計 1,346 2,193

固定負債   

その他 249 254

固定負債合計 249 254

負債合計 1,595 2,447

純資産の部   

株主資本   

資本金 513 513

資本剰余金 9,453 9,453

利益剰余金 1,249 1,102

自己株式 △4,217 △4,217

株主資本合計 6,999 6,852

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10 8

為替換算調整勘定 △349 △262

評価・換算差額等合計 △359 △253

新株予約権 508 －

少数株主持分 26,167 30,775

純資産合計 33,315 37,373

負債純資産合計 34,911 39,821
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（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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 8,971 11,437

売上原価 6,435 7,254

売上総利益 2,535 4,182

販売費及び一般管理費 1,796 1,545

営業利益 739 2,637

営業外収益   

受取利息 5 11

受取配当金 － 15

還付加算金 10 －

その他 2 2

営業外収益合計 18 29

営業外費用   

為替差損 44 34

その他 0 －

営業外費用合計 44 34

経常利益 712 2,632

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   

投資有価証券評価損 18 2

特別損失合計 18 2

税金等調整前四半期純利益 701 2,629

法人税等 13 348

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,281

少数株主利益 1,035 1,848

四半期純利益又は四半期純損失（△） △347 432

GCAサヴィアングループ(株)　平成23年12月期　第3四半期決算短信

5



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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 701 2,629

減価償却費 107 101

投資有価証券評価損益（△は益） 18 2

賞与引当金の増減額（△は減少） 173 789

受取利息及び受取配当金 △5 △26

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 2,980 3,504

営業貸付金の増減額（△は増加） △7,862 △902

売上債権の増減額（△は増加） △231 380

未払金の増減額（△は減少） － △1,586

その他 △298 △85

小計 △4,415 4,806

利息及び配当金の受取額 5 26

法人税等の支払額 △34 △411

法人税等の還付額 440 222

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,004 4,643

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 △176 △21

投資有価証券の売却による収入 30 －

関係会社株式の取得による支出 － △91

敷金の回収による収入 93 108

その他 △42 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △95 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △0 △283

少数株主からの払込みによる収入 7,207 1,907

少数株主への出資払戻しによる支出 － △300

少数株主への分配金の支払額 △234 △8,063

その他 △9 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,962 △6,740

現金及び現金同等物に係る換算差額 △86 △178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,776 △2,276

現金及び現金同等物の期首残高 6,862 8,568

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 31 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △21 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,648 6,291
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 該当事項はありません。 

  

  

  【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22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 

  

  【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年９月30日） 

 （注）「その他」に属する主な国は英国であります。 

  

  【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年９月30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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  4,406  4,565  8,971  －  8,971

(2）セグメント間の内部売上高 

    又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,406  4,565  8,971  －  8,971

営業利益  717  1,156  1,874 ( )1,135  739

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 

  
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  7,011  1,948  11  8,971  －  8,971

(2）セグメント間の内部売上高 

    又は振替高 
 26  75    －  102 ( )102  －

計  7,038  2,023  11  9,073 ( )102  8,971

営業利益（又は営業損失）  1,823  263 ( )218  1,868 ( )1,129  739

  米国 その他 計   

Ⅰ 海外売上高 (百万円）  1,948  11  1,959   

Ⅱ 連結売上高 （百万円）  －  －  8,971   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高 

    の割合（％） 
 21.7  0.1  21.8   
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【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうちに分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、アドバイザリー事業及びアセットマネジメント事業について、それぞれ事業拠点を設立し、事業

活動を展開しております。このほか、投資事業有限責任組合（ファンド）を設立しております。 

 したがって、当社は、事業別を基礎としたセグメントから構成されており、「アドバイザリー事業」、

「アセットマネジメント事業」に「ファンド事業」を加えた３つを報告セグメントとしております。 

 各報告セグメントにおける主要な事業は以下のとおりです。 

   

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年９月30日） 

  

 なお、アドバイザリー事業の地域別内訳は以下のとおりです。 

 （注）「その他」に属する主な国は英国であります。 

   

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等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20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

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 

ファンド事業 メザニン投資 

  

アドバイ
ザリー 
事業 

アセット 
マネジメ 
ント事業 

ファンド 
非連結 
計 

ファンド 
事業 

合計 調整額 
四半期連結
損益計算書
計上額 

（百万円）（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  5,389  －  5,389  6,047  11,437  －  11,437

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  461  461  －  461 ( )461  －

計  5,389  461  5,851  6,047  11,899 ( )461  11,437

セグメント利益  699  72  772  1,865  2,637  －  2,637

  
日本 米国 その他 計 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

売上高  2,717  2,666  6  5,389

営業利益（又は営業損失）  180  671 (152)  699

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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