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（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 ％ 

24年12月期第２四半期  4,570  △48.7  1,170  △40.4  1,209  △39.1  401  45.7

23年12月期第２四半期  8,905  159.2  1,965  －  1,985  －  275  －

（注）包括利益 24年12月期第２四半期 862百万円（ ％） △51.0   23年12月期第２四半期 1,760百万円 （ ％） －

  
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 

24年12月期第２四半期  1,402.84  －

23年12月期第２四半期  964.77  908.55

  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 

24年12月期第２四半期  31,918  30,328  21.7  24,142.59

23年12月期  36,093  34,163  18.8  23,660.34

（参考）自己資本 24年12月期第２四半期 6,916百万円   23年12月期 6,778百万円 

  
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 

23年12月期  － 0.00 － 1,000.00  1,000.00

24年12月期  － 0.00     

24年12月期（予想）     － 1,000.00  1,000.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

23年12月期期末配当金の内訳 特別配当 1,000円00銭

３．平成24年12月期の連結業績予想（平成24年１月１日～平成24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  9,900  △33.8  2,430  △42.5  2,444  △42.1  700  31.3  2,443.30

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

詳細は、【添付資料】１．当四半期決算に関する定性的情報をご覧ください。



※  注記事項 

   

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間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に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期２Ｑ 351,329株 23年12月期 351,329株

②  期末自己株式数 24年12月期２Ｑ 64,831株 23年12月期 64,831株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期２Ｑ 286,498株 23年12月期２Ｑ 285,878株

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。

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２四半期連結累計期間（平成24年１月１日～平成24年６月30日）における世界のＭ＆Ａ市場は、欧州での金

融不安や米国における景気回復の鈍化等の影響もあり、前年同期比で30％減少いたしました。当第１四半期と比較

しますと、第２四半期のＭ＆Ａ市場は18%増加しております（トムソンロイター調べ）。日本のＭ＆Ａ市場は完了

案件ベースで前年同期比36％減少（取引金額、トムソンロイター調べ）しましたが、当社グループの得意とするク

ロスボーダーＭ＆Ａは引き続き好調に推移しております。当社グループの海外主要市場である米国Ｍ＆Ａ市場にお

いては、前年同期比で25％減少している中で、当社グループの得意とするＩＴセクターのＭ＆Ａ市場が引き続き好

調を維持しており、足下の受注状況も堅調です。 

  

 また、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

すべく、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、世界のＭ＆Ａ市場が減少する中においても、アドバイザリー売上高は前年同期比で ％増加いた

しました。また、日本のＭ＆Ａ市場の平成24年第２四半期のランキングでは件数ベースで第６位（トムソンロイタ

ー調べ）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・実行する機能をさらに強化するた

め、６月に大阪事務所を開設いたしました。同時に、今後益々増加が予想されるクロスボーダー案件に対応するた

め、欧州、アジア、南米において現地のＭ＆Ａブティックファームとの連携強化を図っております。 

  

当第２四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 ％減）、営業利益 百万円

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

同四半期比 ％増）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 ％減）となっております。 

  

なお、当社グループの出資割合がそれぞれ１％である３つの投資事業有限責任組合（ファンド）を除いた業績

（ファンド非連結ベース）は以下のとおりであり、全ての項目において前年同期比で増加しております。 

  

  

また、連結業績予想に対する進捗状況は、売上高 ％、営業利益 ％、純利益 ％となっており、順調

に推移しております。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累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への分配金支払などによる現金及び現金同等物（以下

「資金」という。）の減少額 百万円、売上債権の減少額 百万円、営業貸付金の回収による減少額 百

万円によるものであります。なお、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２四半期連結累計期間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２四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２四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

収入）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、営業貸付金の回

収額が 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２四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 百万円（前年同四半期は 百万円の収

１．当四半期決算に関する定性的情報

10.4

4,570 48.7 1,170

40.4 1,209 39.1 401

45.7 3,728

10.4 376 29.2 842

84.8

ファンド非連結経営成績（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 ％

24年12月期
第２四半期 

 4,104  11.8  728 64.9  768  66.6  397 53.0

23年12月期
第２四半期 

 3,670  24.9  441 －  460  －  259 －

47.3 59.7 57.8

31,918 4,174

2,253 263 1,657

30,328 21.7

5,701

2,524 5,306

1,186

1,657

834 14
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入）となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が 百万円及び、有形固定資産の取得による支出が

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２四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

支出）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、メザ

ニンファンドの投資家への分配金の支払額が 百万円、出資払戻しによる支出が 百万円及び、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 

通期業績予想につきましては、平成24年２月15日付「平成23年12月期決算短信」にて発表いたしました業績予想

から変更はありません。 

   

（１）追加情報   

 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用   

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

     

800

26

4,789 8,356

674

4,566 613

284

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,993 4,132

売掛金 929 666

有価証券 1,761 2,369

営業投資有価証券 10,731 10,737

営業貸付金 13,667 12,009

その他 546 484

貸倒引当金 △6 △1

流動資産合計 34,622 30,399

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 152 144

その他（純額） 113 117

有形固定資産合計 265 262

無形固定資産 31 24

投資その他の資産   

投資有価証券 151 133

関係会社株式 91 91

その他 956 1,025

貸倒引当金 △26 △18

投資その他の資産合計 1,173 1,232

固定資産合計 1,470 1,519

資産合計 36,093 31,918

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 96 331

賞与引当金 － 567

その他 1,577 427

流動負債合計 1,673 1,326

固定負債   

その他 256 264

固定負債合計 256 264

負債合計 1,930 1,590

純資産の部   

株主資本   

資本金 514 514

資本剰余金 9,453 9,453

利益剰余金 1,349 1,465

自己株式 △4,217 △4,217

株主資本合計 7,100 7,215

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △321 △299

その他の包括利益累計額合計 △321 △299

新株予約権 489 583

少数株主持分 26,895 22,828

純資産合計 34,163 30,328

負債純資産合計 36,093 31,918
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 

（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 8,905 4,570

売上原価 5,851 2,531

売上総利益 3,054 2,039

販売費及び一般管理費 1,089 868

営業利益 1,965 1,170

営業外収益   

受取利息 7 7

受取配当金 15 0

為替差益 － 29

その他 2 2

営業外収益合計 24 39

営業外費用   

為替差損 4 －

営業外費用合計 4 －

経常利益 1,985 1,209

特別損失   

固定資産除却損 － 2

投資有価証券評価損 2 21

特別損失合計 2 23

税金等調整前四半期純利益 1,982 1,186

法人税等 198 346

少数株主損益調整前四半期純利益 1,784 839

少数株主利益 1,508 437

四半期純利益 275 401
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,784 839

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8 －

為替換算調整勘定 △15 22

その他の包括利益合計 △24 22

四半期包括利益 1,760 862

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 581 424

少数株主に係る四半期包括利益 1,178 437

GCAサヴィアングループ(株)　平成24年12月期　第2四半期決算短信

6



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年６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 1,982 1,186

減価償却費 68 58

固定資産除売却損益（△は益） － 2

投資有価証券評価損益（△は益） 2 21

賞与引当金の増減額（△は減少） 418 569

受取利息及び受取配当金 △22 △7

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 3,485 △2

営業貸付金の増減額（△は増加） 917 1,657

売上債権の増減額（△は増加） 215 269

未払金の増減額（△は減少） △1,590 △1,181

その他 △38 36

小計 5,438 2,609

利息及び配当金の受取額 22 7

法人税等の支払額 △378 △105

法人税等の還付額 223 14

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,306 2,524

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 △17 △26

関係会社株式の取得による支出 △91 －

定期預金の預入による支出 － △800

敷金の回収による収入 106 －

その他 17 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー 14 △834

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △284 △284

少数株主からの払込みによる収入 96 674

少数株主への出資払戻しによる支出 △209 △613

少数株主への分配金の支払額 △7,959 △4,566

その他 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,356 △4,789

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,042 △3,053

現金及び現金同等物の期首残高 8,568 8,754

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,525 5,701
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 該当事項はありません。 

   

   

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30日） 

１．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 

  

 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。 

  

２．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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

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 3,378  －  3,378  5,527  8,905  － 8,905

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－  291  291  －  291 ( )291 －

計 3,378  291  3,670  5,527  9,197 ( )291 8,905

セグメント利益 396  45  441  1,523  1,965  － 1,965

  
日本 米国 その他 計 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

売上高  2,061  1,310  6  3,378

営業利益（又は営業損失）  258  245 (108)  396
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30日） 

１．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 

  

 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。 

  

２．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。   

   

 該当事項はありません。 

   

   

  

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 3,728  －  3,728  842  4,570  － 4,570

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－  376  376  －  376 ( )376 －

計 3,728  376  4,104  842  4,947 ( )376 4,570

セグメント利益 613  115  728  441  1,170  － 1,170

  
日本 米国 その他 計 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

売上高  2,361  1,362  3  3,728

営業利益（又は営業損失）  595  83 (66)  613

（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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