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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第６期

第１四半期連結
累計期間

第７期
第１四半期連結

累計期間
第６期

会計期間

自平成25年
　１月１日
至平成25年
　３月31日

自平成26年
　１月１日
至平成26年
　３月31日

自平成25年
　１月１日
至平成25年
　12月31日

売上高 （百万円） 10,719 2,190 22,381

経常利益 （百万円） 2,616 156 4,306

四半期（当期）純利益 （百万円） 5 88 1,125

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 2,734 45 3,874

純資産額 （百万円） 29,776 6,892 14,419

総資産額 （百万円） 30,666 8,116 16,836

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 0.20 3.33 42.22

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） 0.20 3.33 41.59

自己資本比率 （％） 17.0 76.8 38.0

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。
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２【事業の内容】

 　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社による異動もありません。

　なお、当社の100%子会社である株式会社メザニンが運営するMCo1号投資事業有限責任組合、MCo2号投資事業有限責

任組合及びMCo3号投資事業有限責任組合（以下、ファンド）については、株式会社メザニンが無限責任組合員として

業務執行権を有することから、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」

（企業会計基準委員会実務対応報告第20号）により、実質的に支配していると判定され、2013年12月期までファンド

を連結しておりました。しかしながら、ファンド事業開始から数年が経過し、ファンドからの投資実行・回収が年々

活発になるに伴い、出資比率が１％程度であるにもかかわらず、ファンドの投資実行・回収の有無に当社グループの

連結財政状態・経営成績が大きく左右されるようになってきており、実態から乖離してきております。また、今後設

立予定のMCo4号投資事業有限責任組合からは2014年２月に新たなファンド運営会社として設立したＭＣｏ株式会社に

よる展開を企図しており、これを機にファンド事業のさらなる拡大が見込まれることから、そのような乖離は一層大

きくなることが予想されます。そのため、当社は、当第１四半期連結会計期間においてファンドを連結の範囲に含め

ることが利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれが生じたと判断し、連結財務諸表規則第５条第１項第２号の規定

に基づき、当第１四半期連結会計期間よりファンドを連結の範囲から除外しております。なお、当該連結の範囲の変

更は、当四半期連結会計期間に属する連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与えます。当該影響の概要は、連

結貸借対照表の総資産の減少、連結損益計算書の売上高の減少であります。

　これに伴い、当該投資事業有限責任組合が携わっているファンド事業が連結の範囲から除外されることになり、当

第１四半期連結会計期間より、報告セグメントはアドバイザリー事業及びアセットマネジメント事業の２区分となり

ました。詳細は、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおり

であります。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1）業績の状況

当第１四半期連結累計期間における世界のM&A市場は、完了案件数は前年同期比で17.9％減少したものの、取引

金額ベースで1.6％の減少にとどまりました。また、日本のM&A市場は、完了案件の取引金額ベースでは前年同期比

で8.6％減少しておりますが、公表案件の取引金額ベースでは前年同期比25.2％と大幅な増加となりました（以

上、トムソンロイター調べ）。

このような市場環境の下、当社グループの日・米両拠点における大型案件のクロージングが増加したことか

ら、当第１四半期におけるアドバイザリー事業の売上は前年同期55.8％増と大幅な増収となりました。なお、日本

M&A市場の平成26年第１四半期は件数ベースで第８位（トムソンロイター調べ）にランクインしました。

こうした経営環境の中で、クライアントにとって最善のM&A案件を提案・実行する機能を強化し、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、日・米両拠点においてはシニアバンカーの採用を積極的に行っ

ております。

 

なお、当第１四半期決算では連結範囲につき重要な変更がありました。当社グループ出資のMCo1号投資事業有

限責任組合、MCo2号投資事業有限責任組合及びMCo3号投資事業有限責任組合（以下、ファンド）については、「投

資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会実務対応報

告第20号）により、実質的に支配していると判定され2013年12月期まで連結対象子会社としておりました。しかし

ながら、当該ファンドへの出資比率が１％と著しく低い上に、最大のファンドであるMCo1号投資事業有限責任組合

からの投資及び回収といった活動はほぼ終了しております。また、MCo3号投資事業有限責任組合からの投資もかな

り進んだことから、今後のファンドレイズを含むアセットマネジメント事業は当社グループからの出資比率を減ら

した新会社での展開を企図しております。こうしたことから、当該ファンドを連結の範囲に含めることは利害関係

者の判断を著しく誤らせるおそれが大きいと判断し、連結財務諸表規則第５条第１項第２号の規定に基づき、当第

１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しました。

 

連結対象が大きく変動したことから、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高2,190百万円（前年同四半期

比79.6％減）、営業利益179百万円（前年同四半期比93.1％減）、経常利益156百万円（前年同四半期比94.0％

減）、純利益88百万円（前年同四半期5百万円）となりましたが、報告セグメント別の連結消去前売上では、アド

バイザリー事業2,066百万円（前年同四半期比55.8％増）、アセットマネジメント事業123百万円（前年同四半期比

22.0％減）となりました。

 

また、前第１四半期を当第１四半期と同様にファンド非連結ベース（連結範囲変更後）として比較した場合、

アドバイザリー売上の増加により、売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益のいずれにおいても前年同四半期

比で増加しました。

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 ％

2 0 1 4 年
第１四半期

2,190 44.6 179 － 156 － 88 －

2 0 1 3 年
第１四半期

1,514 △29.5 △39 － △6 － 5 △98.2

 

（ドメイン別売上）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
2 0 1 4 年
第１四半期

2 0 1 3 年
第１四半期

前期比 増減率（％）

アドバイザリー     

日本 1,165 883 282 32.0

米国 808 353 454 128.6

デューデリジェンス 92 89 2 3.2

アセットマネジメント 123 188 △64 △34.1

売上高合計 2,190 1,514 675 44.6
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仮に当第１四半期についてファンド連結ベース（連結範囲変更前）とした場合は以下のとおりです。

ファンド連結経営成績（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 ％

2 0 1 4 年
第１四半期

2,170 △79.7 157 △93.9 135 △94.8 88 －

2 0 1 3 年
第１四半期

10,719 346.4 2,583 251.5 2,616 231.2 5 △98.2

 

当第１四半期末における、メザニンファンドによる投資残高は以下のとおりです。

 営業投資有価証券 営業貸付金 合計

 件 百万円 件 百万円 件 百万円

ファンドによる投資(件数・金額) 3 10,300 3 1,928 6 12,228

 

　(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

　(3）研究開発活動

　　　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 114,599,200

計 114,599,200

 

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
(平成26年３月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成26年５月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 28,673,300 28,673,300
東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数　100株

計 28,673,300 28,673,300 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成26年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

ＧＣＡサヴィアン株式会社第９回新株予約権

決議年月日 平成26年２月20日

新株予約権の数（個） 1,498,900

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） 1,498,900

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　　815

新株予約権の行使期間
自　平成27年４月１日

至　平成36年３月31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（円）

発行価格　　　　　833

資本組入額　　　　417

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）３

（注）１．発行日後、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。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

(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。）。

   
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

２．新株予約権の行使の条件

(1）当社の平成26年12月期乃至平成31年12月期のいずれかの事業年度末におけるファンド非連結ベースの営業

利益が35億円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、ファンド非連結

べースの営業利益は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成26年12月期乃至平成31年12月期の各有

価証券報告書に「ファンド非連結経営成績」の営業利益として記載される数値（当該記載がない場合はこ

れに類すると当社が判断する数値）をいうものとする。

(2）その他の細目については当社と新株予約権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。
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３．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　　　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。

(ⅰ)　交付する再編対象会社の新株予約権の数

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。

(ⅱ) 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。

(ⅲ) 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（注）２に準じて決定する。

(ⅳ) 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（注）１に準じて決定する。

(ⅴ) 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。

(ⅵ) 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（注）２に準じて決定する。

(ⅶ) 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（注）２に準じて決定する。

(ⅷ) 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。

(ⅸ) 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（注）２に準じて決定する。

(ⅹ) 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、（注）２に準じて決定する。

　(xi) 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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ＧＣＡサヴィアン株式会社第10回新株予約権

決議年月日 平成26年２月20日

新株予約権の数（個） 1,500,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） 1,500,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　　848

新株予約権の行使期間
自　平成27年４月１日

至　平成36年３月31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（円）

発行価格　　　　　866

資本組入額　　　　433

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）３

（注）１．発行日後、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。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

(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。）。

   
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

２．新株予約権の行使の条件

(1）当社の平成26年12月期乃至平成31年12月期のいずれかの事業年度末におけるファンド非連結ベースの営業

利益が35億円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、ファンド非連結

べースの営業利益は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成26年12月期乃至平成31年12月期の各有

価証券報告書に「ファンド非連結経営成績」の営業利益として記載される数値（当該記載がない場合はこ

れに類すると当社が判断する数値）をいうものとする。

(2）その他の細目については当社と新株予約権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。

 

EDINET提出書類

ＧＣＡサヴィアン株式会社(E05733)

四半期報告書

10/26



３．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　　　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。

(ⅰ)　交付する再編対象会社の新株予約権の数

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。

(ⅱ) 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。

(ⅲ) 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（注）２に準じて決定する。

(ⅳ) 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（注）１に準じて決定する。

(ⅴ) 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。

(ⅵ) 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（注）２に準じて決定する。

(ⅶ) 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（注）２に準じて決定する。

(ⅷ) 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。

(ⅸ) 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（注）２に準じて決定する。

(ⅹ) 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、（注）２に準じて決定する。

　(xi) 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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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成26年１月１日～

平成26年３月31日
－ 28,673,300 － 525 － 150

 

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

 無議決権株式 － － －

 議決権制限株式（自己株式等） － － －

 議決権制限株式（その他） － － －

 完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式 2,000,000
－ －

 完全議決権株式（その他） 普通株式 26,671,000 266,710 －

 単元未満株式 普通株式     2,300 － －

 発行済株式総数 28,673,300 － －

 総株主の議決権 － 266,710 －

　　　　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。

　　　　　　　また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成26年３月31日現在
 

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

 自己名義所有

 株式数（株）

 他人名義所有

 株式数（株）

 所有株式数の

 合計（株）

 発行済株式総数

 に対する所有株

 式数の割合

（％）

ＧＣＡサヴィア

ン株式会社

東京都千代田区

丸の内１-11-１
2,000,000 － 2,000,000 6.98

計 － 2,000,000 － 2,000,000 6.98

 

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成26年１月１日から平

成26年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年１月１日から平成26年３月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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25年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,060 4,547

売掛金 1,154 904

有価証券 87 44

営業投資有価証券 5,328 476

営業貸付金 1,008 －

その他 479 541

流動資産合計 15,119 6,513

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 143 134

その他（純額） 95 92

有形固定資産合計 238 227

無形固定資産 44 42

投資その他の資産   

投資有価証券 195 190

関係会社株式 91 97

その他 1,145 1,044

投資その他の資産合計 1,433 1,333

固定資産合計 1,717 1,603

資産合計 16,836 8,116
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成25年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年３月31日)

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 268 24

賞与引当金 － 383

その他 2,032 707

流動負債合計 2,301 1,114

固定負債   

その他 115 109

固定負債合計 115 109

負債合計 2,417 1,224

純資産の部   

株主資本   

資本金 525 525

資本剰余金 5,248 5,248

利益剰余金 2,486 2,361

自己株式 △2,000 △2,000

株主資本合計 6,260 6,135

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9 9

為替換算調整勘定 134 91

その他の包括利益累計額合計 144 100

新株予約権 608 656

少数株主持分 7,406 －

純資産合計 14,419 6,892

負債純資産合計 16,836 8,116
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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１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年３月31日)

売上高 10,719 2,190

売上原価 7,693 1,551

売上総利益 3,026 639

販売費及び一般管理費 443 460

営業利益 2,583 179

営業外収益   

受取利息 3 3

受取配当金 33 －

その他 0 0

営業外収益合計 37 3

営業外費用   

為替差損 2 24

その他 1 0

営業外費用合計 4 25

経常利益 2,616 156

税金等調整前四半期純利益 2,616 156

法人税等 △11 68

少数株主損益調整前四半期純利益 2,627 88

少数株主利益 2,622 －

四半期純利益 5 88
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,627 88

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 0 △0

為替換算調整勘定 105 △43

その他の包括利益合計 106 △43

四半期包括利益 2,734 45

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 111 45

少数株主に係る四半期包括利益 2,622 －
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

(1) 連結の範囲の変更

　当社の100%子会社である株式会社メザニンが運営するMCo1号投資事業有限責任組合、MCo2号投資事業有限責

任組合及びMCo3号投資事業有限責任組合（以下、ファンド）については、株式会社メザニンが無限責任組合員

として業務執行権を有することから、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務

上の取扱い」（企業会計基準委員会実務対応報告第20号）により、実質的に支配していると判定され、2013年

12月期までファンドを連結しておりました。しかしながら、ファンド事業開始から数年が経過し、ファンドか

らの投資実行・回収が年々活発になるに伴い、出資比率が１％程度であるにもかかわらず、ファンドの投資実

行・回収の有無に当社グループの連結財政状態・経営成績が大きく左右されるようになってきており、実態か

ら乖離してきております。また、今後設立予定のMCo4号投資事業有限責任組合からは2014年２月に新たなファ

ンド運営会社として設立したＭＣｏ株式会社による展開を企図しており、これを機にファンド事業のさらなる

拡大が見込まれることから、そのような乖離は一層大きくなることが予想されます。そのため、当社は、当第

１四半期連結会計期間においてファンドを連結の範囲に含めることが利害関係者の判断を著しく誤らせるおそ

れが生じたと判断し、連結財務諸表規則第５条第１項第２号の規定に基づき、当第１四半期連結会計期間より

ファンドを連結の範囲から除外しております。なお、当該連結の範囲の変更は、当四半期連結会計期間に属す

る連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与えます。当該影響の概要は、連結貸借対照表の総資産の減

少、連結損益計算書の売上高の減少であります。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりです。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成25年１月１日
至 平成25年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年１月１日
至 平成26年３月31日）

減価償却費 28百万円 24百万円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25年３月31日）

配当に関する事項

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25年２月14日

取締役会
普通株式 399百万円 利益剰余金 1,500円 平成24年12月31日 平成25年３月13日

　（注）当社は、平成25年１月１日付で株式１株につき100株の株式分割を行っております。当該配当につきましては、

株式分割前の株式数を基準に配当を実施いたしました。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年３月31日）

配当に関する事項

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26年２月13日

取締役会
普通株式 213百万円 利益剰余金 8円 平成25年12月31日 平成26年３月12日
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25年３月31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

      （単位：百万円）

 
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

その他 合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 1,326 － 1,326 9,392 10,719 － 10,719

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 158 158 － 158 (158) －

計 1,326 158 1,485 9,392 10,878 (158) 10,719

セグメント利益 (105) 37 (68) 2,651 2,583 － 2,583

 

　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。

 
日本 米国 その他 調整額 計

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高 972 350 38 (35) 1,326

営業利益（又は営業損失） 134 (247) 6 － (105)

　（注）１．「その他」に属する主な国は英国であります。

２．売上高の調整額は、地域間取引消去であります。

 

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。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年３月31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

    （単位：百万円）

 
アドバイザリー

事業

アセット
マネジメント

事業
合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 2,066 123 2,190 － 2,190

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 2,066 123 2,190 － 2,190

セグメント利益 154 24 179 － 179

 

　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。

 
日本 米国 その他 調整額 計

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高 1,257 808 41 (41) 2,066

営業利益（又は営業損失） 172 (20) 1 － 154

　（注）１．「その他」に属する主な国は英国であります。

２．売上高の調整額は、地域間取引消去であります。
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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。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

当社は、当第１四半期連結会計期間においてファンドを連結の範囲に含めることが利害関係者の判断を著

しく誤らせるおそれが生じたと判断し、連結財務諸表規則第５条第１項第２号の規定に基づき、当第１四半

期連結会計期間よりファンドを連結の範囲から除外しております。これに伴い、報告セグメントは「アドバ

イザリー事業」と「アセットマネジメント事業」の２区分となり、従来ファンド事業に区分しておりました

当該ファンドの損益につきましては、当社及び当社連結子会社の出資持分割合に応じて、アセットマネジメ

ント事業の売上高あるいは費用として計上されることとなります。なお、前第１四半期連結累計期間のセグ

メント情報については、連結の範囲から除外したファンド事業につき「その他」として記載しております。

当該連結範囲の変更の詳細は、第４経理の状況　１四半期連結財務諸表　連結の範囲又は持分法適用の範囲

の変更をご参照ください。

 

４．報告セグメントごとの資産に関する情報

当第１四半期連結会計期間において、ファンド事業を連結の範囲から除外したことにより、当第１四半期

四半期連結会計期間より「その他」に区分される資産はなくなります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年１月１日
至　平成25年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年３月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 0円20銭 3円33銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 5 88

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） 5 88

普通株式の期中平均株式数（株） 26,649,800 26,673,224

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 0円20銭 3円33銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（株） 65,274 10,972

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －
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（重要な後発事象）

　当社は、本日開催の取締役会において、会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づき、下記の通り自

己株式の取得枠を設定することを決議いたしました。

(1) 取得を行う理由

　株主の皆様への利益還元を通して株主価値の向上を図るため、自己株式の取得を行うものであります。

(2) 取得に係る事項の内容

　①　取得する株式の種類　　　　普通株式

　②　取得する株式の総数　　　　1,250,000株（上限とする）

　③　株式の取得価額の総額　　　1,000百万円（上限とする）

　④　自己株式取得の日程　　　　平成26年５月14日から平成26年12月31日まで

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年５月13日

ＧＣＡサヴィアン株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 金子　寛人　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 塚原　克哲　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＧＣＡサヴィア

ン株式会社の平成26年１月１日から平成26年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年１月１日

から平成26年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年１月１日から平成26年３月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＧＣＡサヴィアン株式会社及び連結子会社の平成26年３月31日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

 

強調事項

連結の範囲の変更に記載されているとおり、会社は当第１四半期連結会計期間より、ＭＣｏ１号投資事業有限責任組

合、ＭＣｏ２号投資事業有限責任組合及びＭＣｏ３号投資事業有限責任組合を連結の範囲から除外している。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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