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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 ％ 

25年12月期第３四半期  18,549  136.9  3,764  76.4  3,826  76.7  836  28.3

24年12月期第３四半期  7,830  △31.5  2,134  △19.1  2,165  △17.7  652  50.7

（注）包括利益 25年12月期第３四半期 3,464百万円（ ％） 120.0   24年12月期第３四半期 1,574百万円 （ ％） △27.6

  
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 

25年12月期第３四半期  31.39  31.09

24年12月期第３四半期  22.76  －

  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 

25年12月期第３四半期  15,445  13,515  38.7  224.18

24年12月期  35,364  32,457  15.5  205.87

（参考）自己資本 25年12月期第３四半期 5,978百万円   24年12月期 5,486百万円 

  
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 

24年12月期  － 0.00 － 1,500.00  3,000.00

25年12月期  － 5.00 －    

25年12月期（予想）      5.00  10.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（注）１．平成24年12月期の年間配当金の合計は、平成24年10月31日を臨時の基準日とする剰余金の記念配当額（１株当

     たり1,500円）を含めた金額であります。 

   ２．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。平成24年末の配当につき 

     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。

３．平成25年12月期の連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年12月31日）

当社の主要事業であるＭ＆Ａアドバイザリー事業は、経済環境、株式市況、各国の政治等、さまざまな要因に影響さ 

れます。特にこの数年増加傾向にある大型案件のクロージングのタイミングにより、業績が大きく変動することから、

業績予想の開示は控えさせていただきます。



※  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 

 

  

（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） 25年12月期３Ｑ 28,670,300株 24年12月期 28,649,800株

②  期末自己株式数 25年12月期３Ｑ 2,000,005株 24年12月期 2,000,000株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期３Ｑ 26,659,415株 24年12月期３Ｑ 28,649,800株

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。そのため、前連結会計年度の 

期首に当該株式分割が行われたと仮定して期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しており

ます。

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。
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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25年１月１日～平成25年９月30日）における世界のＭ＆Ａ市場は、完了案件

の件数ベースでは前年同期比で12％減少したものの、完了案件の取引金額ベースではほぼ横ばいとなりました。日

本のＭ＆Ａ市場においては、完了案件の取引金額、完了案件数それぞれ前年同期比で24％減、27％減となっており

ます（以上、トムソンロイター調べ）。一方で、2013年７月から９月における日本企業による海外クロスボーダー

案件は166件と前年同期比で約30％増加、金額ベースでは倍増しており（レコフ調べ）、円安の状況下においても

日本企業の海外展開に向けた買収意欲は衰えておりません。こうした中で、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、欧州、

アジアにおいて現地の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。 

また、米国のＭ＆Ａ市場は完了案件数はほぼ横ばいとなりましたが、完了案件・取引金額ベースでは7.6％の減

少となりました（以上、トムソンロイター調べ）。このような市場環境の下、当社米国における上半期の売上高は

きわめて低調でしたが、当第３四半期における売上は前年比大幅増となり、９か月の累計期間においては前年と同

水準まで回復いたしました。 

ファンド事業におきましては、３件の優先株式投資の回収により売上が大幅に増加し、当社グループの連結売

上を大きく押し上げる結果となりました。また、投資回収が進んだ結果、当社子会社のファンドの運営会社である

株式会社メザニンにおいて成功報酬が発生しております。 

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 ％減）、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。 

  

前述のとおり、ファンドにおける優先株式の回収が３件あったことにより、売上高、営業利益、経常利益は前

年同四半期比で大幅に増加しておりますが、その影響額の99％が外部投資家に帰属するため、当社グループの純利

益への影響は１％であります。すなわち、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、営業投資有価証券の減少額 百万円、営業貸付金の減少額 百万円による

ものであります。なお、ファンド非連結ベースの純資産は 百万円、自己資本比率は ％となっておりま

す。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社の主要事業であるＭ＆Ａアドバイザリー事業は、経済環境、株式市況、各国の政治等、さまざまな要因に影

響されます。特にこの数年増加傾向にある大型案件のクローズのタイミングにより、業績が大きく変動することか

ら、業績予想の開示は控えさせていただきます。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

18,549 136.9

3,764 76.4 3,826 76.7

836 28.3 5,855

5.9 1,099 88.6

12,694 694.2

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 ％

25年12月期 
第３四半期 

 6,954  2.2  1,302 9.3  1,363  11.5  833 29.7

24年12月期 
第３四半期 

 6,804  16.3  1,192 54.4  1,223  60.1  642 55.5

15,445 19,919

8,987 10,089

6,522 76.0
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,480 5,125

売掛金 1,033 942

有価証券 75 81

営業投資有価証券 15,491 6,503

営業貸付金 10,589 500

その他 1,130 586

貸倒引当金 △1 －

流動資産合計 33,799 13,738

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 129 140

その他（純額） 105 121

有形固定資産合計 235 262

無形固定資産 18 22

投資その他の資産   

投資有価証券 159 181

関係会社株式 91 91

その他 1,070 1,159

貸倒引当金 △10 △10

投資その他の資産合計 1,311 1,422

固定資産合計 1,565 1,707

資産合計 35,364 15,445

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 488 362

賞与引当金 － 870

その他 2,255 479

流動負債合計 2,743 1,712

固定負債   

その他 163 216

固定負債合計 163 216

負債合計 2,906 1,929

純資産の部   

株主資本   

資本金 514 524

資本剰余金 5,236 5,246

利益剰余金 1,893 2,197

自己株式 △2,000 △2,000

株主資本合計 5,644 5,968

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8 7

為替換算調整勘定 △166 2

その他の包括利益累計額合計 △158 10

新株予約権 569 611

少数株主持分 26,402 6,925

純資産合計 32,457 13,515

負債純資産合計 35,364 15,445
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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24年１月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 7,830 18,549

売上原価 4,280 13,366

売上総利益 3,550 5,182

販売費及び一般管理費 1,416 1,417

営業利益 2,134 3,764

営業外収益   

受取利息 11 10

受取配当金 0 35

為替差益 17 14

その他 2 2

営業外収益合計 31 62

営業外費用   

雑損失 － 1

営業外費用合計 － 1

経常利益 2,165 3,826

特別損失   

固定資産売却損 2 －

投資有価証券評価損 21 －

特別損失合計 23 －

税金等調整前四半期純利益 2,141 3,826

法人税等 557 530

少数株主損益調整前四半期純利益 1,584 3,295

少数株主利益 932 2,458

四半期純利益 652 836
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,584 3,295

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △0

為替換算調整勘定 △10 168

その他の包括利益合計 △10 168

四半期包括利益 1,574 3,464

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 642 1,005

少数株主に係る四半期包括利益 932 2,458
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 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年９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。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（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 6,221  11  6,232  1,598  7,830  － 7,830

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－  572  572  －  572 ( )572 －

計 6,221  583  6,804  1,598  8,402 ( )572 7,830

セグメント利益 1,013  178  1,192  941  2,134  － 2,134

  
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  3,192  3,024  3  －  6,221

営業利益（又は営業損失）  500  610 ( )97  －  1,013
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年９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）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。 

   

  

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 5,855  －  5,855  12,694  18,549  － 18,549

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－  1,099  1,099  －  1,099 ( )1,099 －

計 5,855  1,099  6,954  12,694  19,648 ( )1,099 18,549

セグメント利益 722  580  1,302  2,461  3,764  － 3,764

  
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  2,884  2,966  114 ( )110  5,855

営業利益  287  425  9  －  722
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