
                                                  

                      
平成１８年５月２２日 

各      位 

会 社 名  株式会社 ク オ ン ツ 
代表者名  代表取締役社長 山田恭太 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード６８１１） 
問合せ先  
役職・氏名 取締役経営戦略本部長 
      久保田 育男 
電  話  ０３－５２１３－３１８０ 

 

前年同期の実績値（連結・単独）との差異に関するお知らせ  

平成18年３月期（平成17年４月１日～平成18年３月31日）の実績（連結・単独）は、前年同期の実

績値に対して、下記のとおりの差異となります。 

 

Ⅰ. 前年同期の実績値との差異 

① 連結                                 （単位：百万円） 
 売 上 高 経 常 利 益  当 期 純 利 益 

平成 17 年３月期 

実績値（Ａ） 
14,730 △911 △1,065

平成 18 年３月期 

実績値（Ｂ） 
1,234 △286 836

増減額（Ｂ－Ａ） △13,496 625 1,901

増 減 率  △91.6％ ― ―

 

② 単独                                 （単位：百万円） 
 売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

平成 17 年３月期 

実績値（Ａ） 
751 339 △365

平成 18 年３月期 

実績値（Ｂ） 
610 △257 678

増減額（Ｂ－Ａ） △141 △596 1,043

増 減 率  △18.8％ ― ―
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Ⅱ. 差異の内容 

①連結について 

(1) 当連結会計期間の売上高は、12億34百万円と前年同期比134億96百万円の減収となりました。

これは、前連結会計期間に採用されていた事業会社としての会計処理及び当社グループ構成が、

当連結会計期間から投・融資会社としてのそれに転換したことに起因いたしております。具体

的には、 

・前連結会計期間に連結子会社であった不動産会社の株式会社クオンツ（現社名 株式会社ク

オリケーション）の株式を売却したこと等で、当連結会計期間は不動産事業売上が消滅し前

年同期比 136 億 68 百万円の減収要因となったこと 

・ 前連結会計期間に連結子会社であったラックスマン株式会社の株式を、将来の売却またはＭ

ＢＯ等に備えてファンドに売却したことに伴い、当連結会計期間は電気機器事業売上が消滅

し前年同期比 6億 46 百万円の減収要因となったこと 

などであります。 

(2)  当連結会計期間の経常損益は、２億 86 百万円の損失（前年同期は９億 11 百万円の損失）とな
りました。これは、当社が平成 17 年７月 25 日及び平成 17 年 12 月 19 日に発行した新株予約権

が行使されたことに伴い、新株発行費を４億 35 百万円計上したことが主な要因です（発行が無

かった場合は１億 49 百万円の黒字）。 

(3) 一方、当連結会計期間の純損益は、８億 36 百万円の利益（前年同期は 10億 65 百万円の損失）
となりました。不動産会社の株式会社クオンツ（現社名 株式会社クオリケーション）の売却

益（９億 68 百万円）や、融資先企業の財務体質改善による貸倒引当金の戻入益２億 17 百万円

を計上したためです。 

 

②単独について 

(1) 当会計期間の売上高は、６億 10 百万円と前年同期比１億 41 百万円の減収となりました。これ

は、連結子会社への貸付金利息収入を営業外収益に計上することになったためです。 

(2) 当会計期間の経常損失及び当期純利益は、上記の連結決算の差異内容(2)(3)によるものが主な

要因です。 

 

以   上 
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Notice Regarding the Year-on-year Difference in Financial Results  

 
 

The differences between the (consolidated and non-consolidated) financial results for this 
term (April 1, 2005 – March 31, 2006) of the current fiscal year ending March 2006 and the 
same period in the previous fiscal year are as follows. 

  
Ⅰ. Differences compared with the results for this term in the previous fiscal year  
① Consolidated （unit：million yen）  

Net sales Recurring profit net income 

FY March 2005（Ａ） 14,730 △911 △1,065 

FY March 2006（Ｂ） 1,234 △286 836 

Change（Ｂ－Ａ） △13,496 625 1,901 

Percentage of change △91.6％ ― ―

 
② Non-consolidated （unit：million yen）  

Net sales Recurring profit net income 

FY March 2005（Ａ） 751 339 △365 

FY March 2006（Ｂ） 610 △257 678 

Change（Ｂ－Ａ） △141 △596 1,043 
Percentage of change △18.8％ ― ― 

 
 
II. Reasons for difference  
①Consolidated business results  
(1) Consolidated net sales for this term were ¥1,234 million, a decline of ¥13,496 million 
from the same period in the previous fiscal year. The difference was due mainly to the 
switch in accounting standards from those applicable to operating companies to accounting 
standards applicable to investment finance companies and the Group’s reorganization in 
this term as an investment finance company. Details are as follows:  
  * Real estate business sales in this term declined by ¥13,668 million compared to the 

same period in the previous fiscal year as the Company sold its capital stake in Quants 
Inc. (renamed Qualication Inc.), a consolidated subsidiary in previous periods.  

  * Electrical equipment business sales in the third quarter declined by ¥646 million 
year-on-year as the Company sold Luxman Corporation to a buyout fund in 
preparation for a sale or management buyout of this company in the future. 
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(2) Regarding earnings, there was a consolidated ordinary loss of ¥286 million in this term 
(ordinary loss of ¥911 million in the same period) due mainly to a ¥435 million cost for the 
issue of new shares upon the exercise of Stock Acquisition Rights issued on July 25, 2005 
and December 19, 2005. ( if there is no issue, would be in the black by ¥149 million.)  

(3) On the other hand, consolidated net income for the period was ¥836 million. (loss of 
¥1,065 million in the same period.) The gain in net income was due to a gain on sale (¥968 
million) of our real estate subsidiary Quants Inc. (renamed Qualication Inc.) and 
allowance for bad debts provision (¥217 million) reflecting reform in the finance of the 
other our financial parties.  

 
②Non-consolidated business results  
(1) Non-consolidated this term net sales were ¥610 million, a decline of ¥141 million from 
the same period of the previous fiscal year. This was mainly because we reclassified 
interest on loans to consolidated subsidiaries as non-operating income.  
(2) Non-consolidated ordinary loss and net income reflect the effects of the factors affecting 
consolidated financial results, as noted in the above Ⅱ(2) and (3).  
 
 


