
 

      平成 24年 11 月 27 日 

各  位 

会 社 名 ＧＣＡサヴィアングループ株式会社 

代表者名 代表取締役 渡辺 章博 

（コード番号:2174 東証第１部） 

問合せ先 ＩＲ室リーダー 加藤 雅也 

（TEL. ０３－６２１２－７１００） 

 

連結子会社間の合併（簡易合併・略式合併）及び 

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年 12 月 31 日を効力発生日として、当社の連

結子会社であるＧＣＡサヴィアン株式会社（以下、ＧＣＡＳ）を当社の連結子会社であるＧＣＡ

ホールディングス株式会社（以下、ＧＣＡＨＤ）に吸収合併すること（以下、「本子会社間合併」

といいます。）、及び本子会社間合併の効力発生を停止条件として、同日付にて、ＧＣＡＨＤを当

社に吸収合併すること（以下、「当社合併」といい、本子会社間合併とあわせて「本合併」とい

います。）を決議いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、本子会社間合併は、100％子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるとともに、当

社の連結子会社間の合併であり、また当社合併は、100％子会社を対象とする簡易合併・略式合

併のため、それぞれ開示事項・内容を一部省略して開示しております。 

 

記 
１．本合併の目的 

当社グループにおいて、ＧＣＡＨＤは日本の中間持株会社、ＧＣＡＳはＭ＆Ａアドバイ

ザリー業務を行っておりますが、一層の経営の効率化と業務運営体制の更なる充実を図る

ため、本合併をすることといたしました。 

 

２．本子会社間合併の要旨 

（１）合併の日程 

・平成 24 年 11 月 27 日 合併承認取締役会（ＧＣＡＨＤ） 

・平成 24 年 11 月 27 日 合併承認決定（ＧＣＡＳ） 

・平成 24 年 11 月 27 日 合併契約書締結 

・平成 24 年 12 月 31 日 合併期日（効力発生日）（予定） 

（注）本子会社間合併は、会社法第 796 条第 3項に規定する簡易合併及び会社法第 784 条

第 1項に規定する略式合併であるため、ＧＣＡＨＤ及びＧＣＡＳにおいて株主総会によ

る承認を経ずに行うものであります。 

（２）合併方式 

ＧＣＡＨＤを存続会社とする吸収合併方式で、ＧＣＡＳは解散いたします。 

（３）合併に係る割当ての内容 

ＧＣＡＳはＧＣＡＨＤの 100％子会社であるため、本子会社間合併による新株式の発



 
行及び合併交付金の支払いは行われません。 

（４）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

ＧＣＡＳは新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

３．本子会社間合併における合併当事会社の概要（平成 24 年 10 月 31 日現在） 

 

(1）商号 ＧＣＡホールディング

ス株式会社 

（存続会社） 

ＧＣＡサヴィアン株式

会社 

（消滅会社） 

(2) 所在地 東京都千代田区 東京都千代田区 

(3) 代表者 代表取締役 中村正吾 代表取締役 加藤裕康 

(4) 事業内容 中間持株会社 

アドバイザリー事業 

アドバイザリー事業 

(5) 資本金 10 百万円 10 百万円 

(6) 設立年月日 平成 16 年 4 月 1日 平成 19 年 9 月 3日 

(7) 発行済株式数 184,920 株 5,000 株 

(8) 決算期 12 月 31 日 12 月 31 日 

(9) 大株主及び持株比

率 

ＧＣＡサヴィアングル

ープ㈱  100％ 

ＧＣＡホールディング

ス㈱ 100％ 

(10)直前事業年度の財

政状態及び経営成績 

平成 23 年 12 月期 

（個別） 

平成 23 年 12 月期 

（個別） 

純資産 3,913 百万円 816 百万円 

総資産 4,471 百万円 1,889 百万円 

一株当たり純資産 21,073 円 12 銭 162,187 円 33 銭 

売上高 952 百万円 3,043 百万円 

営業利益 44 百万円 69 百万円 

経常利益 53 百万円 62 百万円 

当期純利益 33 百万円 85 百万円 

一株当たり当期純利益 178 円 95 銭 17,033 円 64 銭 

 

４．本子会社間合併後の状況 

（１）商号、所在地、事業内容、代表者、資本金及び決算期 

 

(1）商号 ＧＣＡホールディングス株式会社 

(2) 所在地 東京都千代田区 

(3) 代表者 代表取締役 中村正吾 

(4) 事業内容 持株会社、アドバイザリー事業 

(5) 資本金 10 百万円 

(6) 決算期 12 月 31 日 

 

（２）今後の見通し 

本子会社間合併による連結業績への影響は、本日併せて公表しております「業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照願います。 

 

 

 



 
５．当社合併の要旨 

（１）合併の日程 

 ・平成 24 年 11 月 27 日 合併承認取締役会（両当事会社） 

 ・平成 24 年 11 月 27 日 合併契約書締結 

 ・平成 24 年 12 月 31 日 合併期日（効力発生日）（予定） 

 （注）当社合併は、会社法第 796 条第 3項に規定する簡易合併及び会社法第 784 条第 1項

に規定する略式合併であるため、当社及びＧＣＡＨＤにおいて株主総会による承認を経

ずに行うものであります。 

（２）合併方式 

        当社を存続会社とする吸収合併方式で、ＧＣＡＨＤは解散いたします。なお、当

社合併の効力は、本子会社間合併の効力発生を停止条件として発生するものといた

します。 

 （３）合併に係る割当ての内容 

        当社の 100％子会社との合併であるため、当社合併による新株式の発行及び合併

交付金の支払いは行いません。 

（４）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

        ＧＣＡＨＤは新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

     

６．当社合併における合併当事会社の概要（平成 24 年 10 月 31 日現在） 

      

(1）商号 ＧＣＡサヴィアングルー

プ株式会社 

（存続会社） 

ＧＣＡホールディングス

株式会社 

（消滅会社） 

(2) 所在地 東京都千代田区 東京都千代田区 

(3) 代表者 代表取締役 渡辺章博 代表取締役 中村正吾 

(4) 事業内容 持株会社 

アドバイザリー事業 

中間持株会社 

アドバイザリー事業 

(5) 資本金 514 百万円 10 百万円 

(6) 設立年月日 平成 20 年 3 月 3日 平成 16 年 4 月 1日 

(7) 発行済株式数 286,498 株 184,920 株 

(8) 決算期 12 月 31 日 12 月 31 日 

(9) 大株主及び持株比率 渡辺章博        13.04%

TODD J. CARTER    7.46%

CLARK N. CALLANDER 5.55%

ＧＣＡサヴィアングルー

プ㈱           100％ 

(10)直前事業年度の財政

状態及び経営成績 

平成 23 年 12 月期 

（連結） 

平成 23 年 12 月期 

（個別） 

純資産 34,163 百万円 3,913 百万円

総資産 36,093 百万円 4,471 百万円

一株当たり純資産 23,660 円 34 銭 21,073 円 12 銭

売上高 14,950 百万円 952 百万円

営業利益 4,225 百万円 44 百万円

経常利益 4,223 百万円 53 百万円

当期純利益 533 百万円 33 百万円

一株当たり当期純利益 1,863 円 87 銭 178 円 95 銭

   

 



 
７．当社合併後の状況 

（１）商号、所在地、事業内容、代表者、資本金及び決算期 

      

(1）商号 ＧＣＡサヴィアングループ株式会社 

(2) 所在地 東京都千代田区 

(3) 代表者 代表取締役 渡辺章博 

(4) 事業内容 持株会社、アドバイザリー事業 

(5) 資本金 514 百万円 

(6) 決算期 12 月 31 日 

 

（２）今後の見通し 

       当社合併による連結業績への影響は、本日併せて公表しております「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照願います。 

 

以 上 


