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(1) 連結経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 1,234 (△91.6) △34 ( ― ) △286 ( ― )
17年３月期 14,730 (630.8) △662 ( ― ) △911 ( ― )

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本 
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 836 ( ― ) 6 91 6 80 8.0 △1.5 △22.9
17年３月期 △1,065 ( ― ) △14 05 ― ― △16.9 △6.0 △6.2

(注) ① 持分法投資損益 18年３月期  －百万円 17年３月期 －百万円

② 期中平均株式数(連結) 18年３月期 113,864,759株 17年３月期 77,331,720株

③ 会計処理の方法の変更  無

④ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率です。

⑤ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、17年３月期は当期純損失を計上したため記載しておりま
せん。

⑥ 投・融資会社としての決算への移行に伴い、当期より売上高を構成しているセグメントが大幅に変更されて
おり、対前期との経営成績の継続的な比較に影響が出ております。詳細は、「経営成績及び財政状態」に記
載されておりますのでご参照ください。

(2) 連結財政状態 （百万円未満切捨）

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 15,372 14,757 96.0 107 80

17年３月期 23,776 6,289 26.5 79 99

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年３月期 136,442,246株 17年３月期 78,358,786株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨）

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 △4,570 △753 6,461 2,098

17年３月期 △15,549 △1,458 16,700 972

連結子会社数 12社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

連結(新規) ９社 (除外) ９社 持分法(新規) －社 (除外) －社

1



  
2. 業績予想の開示について 

 投・融資会社となった当社は投資成果が業績に直結いたしますが、投資先に対する市場環境の影響が大き

く、投資先の将来の株価及び業績等の予想が困難であることから、当期より業績予想の公表を控えさせてい

ただいております。業績予想に替えて当期業績報告の一層の充実を目指し、「経営成績及び財政状態」の項

目を大幅に変更しました。従来までなかった営業投資関連損益、営業投資有価証券残高及び営業投資損失引

当金の状況等を盛り込み、投・融資会社としての特徴を反映した内容としています。更に、「営業投・融資

活動の状況」の項目にて、当期における投・融資の詳細な状況を記載して、内容の充実を図っております。

 業績予想が発表されないことが当社ディスクロージャーの後退とならないよう、今後も四半期ごとの決算

の開示及び適時開示事項以外のタイムリーな企業情報開示の充実に努めていく所存です。  

     

2



1. 企業集団の状況 

  

当社グループは、当社及び連結子会社12社で構成されており、投・融資事業活動を主たる業務としてお

ります。事業の再編を積極的に促進してまいりました結果、当連結会計年度より、投・融資事業のみのセ

グメント区分となりました。なお、当社グループにおける、当社および関係会社の取引関係を図示すると

概ね次のとおりであります。 

  

※1 国内連結子会社 ８社：  株式会社クオンツ・キャピタル 

                有限会社ＱＣバイアウト１号投資事業組合 

                 有限会社ＱＣバイアウト２号投資事業組合 

               有限会社ＱＣバイアウト３号投資事業組合 

               有限会社ＱＣ事業支援１号投資事業組合 

               有限会社ＱＣ事業支援２号投資事業組合 

               有限会社ＱＣ事業支援３号投資事業組合 

                有限会社ＱＣインキュベーション１号投資事業組合 

 ※2 海外連結子会社 ４社：  Quants Capital Asia Limited 

                     Quants Capital (Hong Kong) Limited 

                       昿思投資顧問(上海)有限公司  

                 昿析投資管理顧問(上海)有限公司  
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2. 経営方針 

  

(1) 会社の経営の基本方針 

①インベストメント・ファイナンス会社として将来性のある事業分野に、積極的且つバランス良く短・

中期的回収を目的に投・融資を実行致します。 

②海外及び国内での「インベストメント事業」については、主として「未公開株投資ファンド：ベンチ

ャー企業向け投資」「不死鳥ファンド：再生・改造企業投資」「クオンツファンド：ヘッジファンド

型株式投資」などのファンドを通して投資実行してまいります。一方、投資先企業への機動的な資金

供給として「ファイナンス事業」を推進してまいります。 

③投・融資先事業体の企業価値増加により保有ポートフォリオの含み益を増大させるとともに、明確な

出口戦略の実行によりその含み益を実現益に換えながら当社企業価値の向上に努めてまいります。 

④当社はクオンツグループの中心会社として日本はもとより、中国、アジアを中心に「グローバルな高

収益会社」と「ステーク・ホルダー（株主様他の関係者）への利益の還元」を目指し「感謝の気持

ち」の具現化に邁進してまいります。 

  

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、当社の経営に関わる各ステーク・ホルダー（株主様他の関係者）の皆様への利益配分に関し

まして、当社が進める投・融資事業遂行のための資金の多くを提供していただいている株主の皆様を第

一と考え、企業価値の増大や適正な利益還元が常に最重要課題であると認識しております。特に配当に

関しましては、当期より配当金決定に際し、BPS（一株当たり純資産）に長期国債利回りを乗じた数値

を１株当たり最低配当金とし、更に当該期の純利益額がこれを上回る時は随時配当性向を勘案し配当支

払いを増額し、出来るだけ高い配当性向を実現して株主の皆様の負託にお応えすることを利益配分基本

方針と決定いたしました。 

 当社は平成16年３月期に25年ぶりの復配を実現し、１株当たり１円の配当を実施したのに続き、平成

17年３月期には20銭増配し１株当たり１円20銭の配当を実施いたしました。当期末の配当金につきまし

ては、前期から１円80銭増配し１株当たり３円とさせていただくことを、平成18年３月期に関する定時

株主総会の議案として上程させていただく方針です。 

 今後も当社の投・融資事業の成果であり配当の原資となる純利益及びキャッシュ・フローの拡大に努

め、上記方針に沿った配当支払いが実現出来るように全力を尽くしてまいります。 

  

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は株式市場での流動性を高め、より広範な投資家の皆様の参加を促す観点から、株式市場で取引

可能な株式投資単位に関して適宜見直していくことを基本方針としております。しかしながら現状当社

株式の流動性については十分に確保されていることに加え、投資単位の引下げには多額の費用がかかる

ことから、今後の市場の要請を勘案しながら慎重に対処したいと考えております。 

  

(4) 目標とする経営指標 

当社は、「インベストメント・ファイナンス会社」として、直接投・融資、ファンド経由による投

資、ファイナンス・リース、コンサルティングによる投・融資先の企業価値増大を図っており、最終的

に投・融資先事業や企業の売却（IPO、MBO）等による出口戦略を採用いたしております。このため、当
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社連結決算における資産は投・融資事業の結果であり、負債及び資本は投・融資事業の資金（元手）

であります。当社の経営目標は株主の皆様に代わって将来性のある事業に投・融資を実行し、投下資本

を回収して、新たな有望事業への再投・融資を実行し利益を上げてゆくことと認識しております。この

ため当社は、以下の経営指標を重視しております。 

①単年度の投・融資事業の採算性を反映する「株主資本当期純利益率（ROE)」  

②投・融資事業から得られた果実を適正に反映し、株主の皆様への利益還元の源泉となる「キャッシ

ュ・フロー」 

③投・融資の対象となっている事業の育成状況を反映する「ネット・アセット・バリュー（ＮＡＶ＝

Net Asset Value すなわち時価評価された資産価額から負債を控除したもの）」  

  

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、平成17年３月期から「インベストメント・ファイナンス会社」を標榜し、事業を推進いたし

ております。 

 「インベストメント」事業においては、従来の当社からの直接投資に加え、他人資本も導入出来るフ

ァンドを設定・運用・管理することで、有望事業への投資規模を拡大できるとともに、当社自体も従来

の融資利息収入に加えて、各種手数料ビジネスを獲得し、収益基盤の厚みを増してまいります。 

 一方、「ファイナンス」事業においては、当社が直接金融市場から得た資金を事業融資・リース融資

し利息収入を得る以外に、間接金融の紹介やストラクチャード・ファイナンスを投・融資先に提案する

ことでも、手数料収入を上げたいと考えており、積極的な銀行借入等を含め株式の希薄化を抑制すると

ともに、投・融資先企業への多角的な資金供給を行ってまいります。 

 また、出来るだけ早い時点より「債権流動化・証券化ビジネス」に挑戦したいと考えております。 

  

(6) 会社の対処すべき課題 

当社は「インベストメント・ファイナンス会社」としての経営基盤を、早急に固めていきたいと考え

ております。具体的には、 

 ① インベストメント事業における新しい投資手法の設計・開発 

 ② インベストメント事業における魅力的な投・融資対象の絞り込み 

 ③ 投・融資資金の調達手法の研究及び多様化とその実行 

 ④ 優秀な人材の確保 

 ⑤ コンプライアンス体制の強化 

などの課題を早期にクリアするとともに、投・融資部門の中核である株式会社クオンツは、株式会社ク

オンツ・キャピタル、Quants Capital Asia Limited などの子会社とよく連携し、投資事業組合等のフ

ァンドの設立・運営・管理の推進、ファンドの証券化を実行することで、投資資金の効率的な運用成果

の獲得と投資機会の拡大に努めなければならないと考えております。このため今後のグループの経営活

動における重要な留意点としては、企業及び動産・不動産売買の活発化、事業金融の拡大に伴う利息収

入の増加、ファンドの設立・運営手数料やファンドへの投資に対する分配金の増加等が予想され、収益

を牽引する見通しですので、当社の基本姿勢としては、上記①～⑤を確実に遂行し、あらゆる案件を

投・融資対象と考えつつ、投・融資の実行時における選別の厳格化、投・融資対象先の健全な育成、そ

して明確な出口戦略の設定による投・融資案件の収益化を図ることであります。即ち今後とも一層のコ

スト削減に努め、黒字体質の定着化と従来の直接金融による投資資金調達に加え、間接金融の導入など
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レバレッジの効く調達手段を導入して収益の拡大を目指すとともに、資本コストの低減も図っていく

ことを念頭に課題を克服し、利益追求してゆきたいと考えております。 

  

(7) 親会社等に関する事項 

当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 

  

(8) 内部管理体制の整備・運用状況 

当社の内部管理体制の整備・運用状況の詳細に関しては、別途公表いたしますコーポレート・ガバナ

ンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載のとおり

でありますのでご参照ください。 

  

(9) その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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3. 経営成績及び財政状態 

  

(1) 経営成績 

当連結会計年度の経営環境は、企業収益の改善、民間設備投資の増加、株式・不動産市場の活況など

により、国内経済は戦後最長の景気拡大局面にありました。ただ、原油や鉄鋼などの原材料価格が引き

続き高騰する中、世界的な金利上昇局面を迎えるなど、前連結会計年度までとは大きく異なる経済要因

が出てまいりました。 

 当社は、このような経営環境の中においても、投・融資会社としての活動を引き続き積極的かつ着実

に進めてまいりました。投・融資会社となった当社グループの当連結会計年度の連結売上高には、 

① 投資したファンドからの分配金 

 ② 営業投資有価証券の売却額 

 ③ 営業貸付金利息収入 

 ④ リース事業収入 

 ⑤ ファンド運営報酬、業務代行報酬等  

があります。 

当連結会計年度の連結売上高は12億34百万円（前年同期比91.6％減）と前連結会計年度に比べ減収と

なりました。これは、会計処理及び当社グループ構成が、当連結会計年度から、投・融資会社としての

それに移行したことに起因いたしております。具体的な事象といたしましては、 

①前連結会計年度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 株式会社クオリケーシ

ョン）の株式を売却したことに伴い、当連結会計年度より同社の売上高が連結上反映されなくなっ

たこと 

②前連結会計年度に連結子会社であったラックスマン株式会社の株式を売却したことに伴い、当連結

会計年度より同社の売上高が連結上反映されなくなったこと  

が挙げられます。 

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４億

35百万円を一括計上したことが主な要因であります（発行がなかった場合は１億49百万円の黒字）。当

該支出は、投資資金調達（増資）に付随して必ず発生する財務費用であります。 

一方、株式会社クオンツ（現 株式会社クオリケーション）株式の売却益（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２億17百万円があり、特別利益は13億27百万円を計上

しました。その結果、当期純利益は８億36百万円（前年同期は10億65百万円の損失）となりました。な

お、今後は営業投資有価証券の売却は当社の主たる事業として売上高に計上されてまいりますが、これ

まで関係会社株式としておりました株式の売却益は特別利益で計上されますので、当社の営業活動状況

をお調べの節はご注意ください。 

 当社の営業活動は、資金の有効活用であり、具体的には、投資残高の増加（営業投資有価証券の増

加）、営業貸付金の増加、リース資産の増加、及びそれら投・融資資金の元本及び利益の回収・再投資

であります。 

 当連結会計年度における各事業の営業活動の状況は以下のとおりでありますが、当連結会計年度から

コンテンツ販売機「デジらく」に関わるリース事業を開始したこと（28億53百万円をリース資産として

固定資産に計上）が特筆されます。  
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〔投資事業〕 

  

（投資活動の状況） 

当連結会計年度における投資実行額は、15社で106億92百万円（前年同期は６社で33億41百万円）と

なりました。国内においては、新会社１社立ち上げのためのベンチャー・キャピタル投資や、バイアウ

ト・事業支援・インキュベーション投資事業組合（ファンド）の立ち上げと同ファンドへの出資、上場

有価証券への投資を行いました。アジアにおいては、既に保有している香港市場上場会社の株式に追加

投資をしつつ、他の香港市場上場会社１社への投資を新規に実行する一方、ヘッジ・ファンド型の自己

資金運用（為替差損回避用）を開始いたしました。ヘッジ・ファンド型の自己資金運用は今後実績を積

み、将来的には商品とする考えであります。投資実行額の詳細については、13ページの「営業投・融資

活動の状況」に記載のとおりであります。 

  

（新規上場の状況） 

当連結会計年度の当社グループの投資先に新規上場企業はありませんでした。 

  

（営業投資関連損益の状況） 

当連結会計年度は、前連結会計年度に設立した投資事業組合の持分売却によるキャピタルゲインを獲

得したことや、アジアでのヘッジ・ファンド型の自己資金運用（為替差損回避用）が良好な収益を計上

したことから、営業投資有価証券売上高４億53百万円から営業投資有価証券売上原価１億91百万円を控

除した総利益は、２億62百万円となりました。一方、投資先会社の直近の業績等を考慮して、営業投資

損失引当金繰入額を34百万円計上しました。その結果、営業投資関連損益は２億27百万円の利益となり

ました。今後も充分に検討し良好と判断できる投資案件には積極的に挑戦して参りたいと思っておりま

す。 

  

                        （単位：千円）  

 
  (注) 前連結会計年度に比較すべき数値はございません。 

（営業投資有価証券残高の状況） 

当連結会計年度末における、時価のある営業投資有価証券の残高は20億50百万円（前連結会計年度末

10億14百万円）であります。 

当連結会計年度

自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日

営業投資有価証券売上高 453,382

営業投資有価証券売却額(Ａ) 453,382

営業投資有価証券利息配当金 －

営業投資有価証券売上原価 191,052

営業投資有価証券売却原価(Ｂ) 191,052

営業投資有価証券評価損 －

投資損失引当金繰入額 34,615

営業投資関連損益 227,714

キャピタルゲイン(Ａ)－(Ｂ) 262,329

8



 時価のある営業投資有価証券の取得原価と時価（連結貸借対照表計上額）との差額（いわゆる含み

損益）は、61百万円の評価益（前連結会計年度末は２億３百万円の評価益）であり、このうち時価が取

得原価を超えるものが１億93百万円（前連結会計年度末は２億３百万円）、時価が取得原価を超えない

ものが１億31百万円（前連結会計年度末は該当なし）であります。 

 この結果、当連結会計年度末の全営業投資有価証券残高は、時価ベースで66億91百万円（前連結会計

年度末54億78百万円）となりました。 

  

（営業投資損失引当金の状況） 

当社グループが行う投資事業の対象企業には、設立間もないことや長らく業績が低迷していたことで

事業基盤が安定していない企業もあり、投資先会社の業績の悪化等により、当社グループにおいて投資

損失が発生するおそれがあります。そのような投資損失に備えるため、投資先会社の直近の業績等を考

慮して、必要に応じて投資損失見込額を計上しております。 

 当連結会計年度におきましては、投資損失見込額を計上していた保有株式を売却したことにより、当

該引当金は全額解消されました。このため、営業投資損失引当金残高は、新たに引当をした34百万円

（前連結会計年度末８億19百万円）となりました。 

 この結果、当連結会計年度末における営業投資有価証券残高66億91百万円に対する投資損失引当率

は、0.5％（前連結会計年度末15.0％）となりました。  

  

〔融資事業〕 

  

（融資業務の状況） 

融資事業におきましては、その実行は安全第一を原則としておりますが、当連結会計年度においても

引き続き投資先会社への融資を促進するとともに、貸付債権の管理及び回収も確実に実行してまいりま

した。その結果、当連結会計年度末の営業貸付金残高は26億９百万円（前連結会計年度末15億41百万

円）となり、営業貸付金利息収入は２億49百万円となりました。 

  

（貸倒引当金の状況） 

当社グループが行う融資事業の対象企業には、設立間もないことや長らく業績が低迷していたことで

事業基盤が安定していない企業もあり、対象企業の業績の悪化等により、当社グループにおいて貸倒損

失が発生するおそれがあります。そのような貸倒損失に備えるため、融資先会社の直近の業績等を考慮

して、必要に応じて貸倒損失見積額を計上しております。 

 当連結会計年度におきましては、融資先の財務体質改善に伴い従来計上していた貸倒引当金が全額戻

し入れられた一方、新たに54百万円の引当金を繰入ました。その結果、当連結会計年度末における営業

貸付金残高26億９百万円に対する貸倒引当率は、2.1％（前連結会計年度末16.3％）となっておりま

す。 

  

〔リース事業〕 

当社グループが行う投・融資事業の一環として、当連結会計年度よりリース事業を強化いたしており

ます。当連結会計年度からフレパー・ネットワークス株式会社が開発・製造販売するコンテンツ販売機

「デジらく」のリース事業を開始いたしました。これにより当連結会計年度のリース料収入は３億45百
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万円となりました。 

  

〔その他事業〕 

その他事業は、投資事業組合等運営報酬、業務受託・事務代行報酬等により構成されております。当

連結会計年度の売上高は１億86百万円となりました。内訳は、投資事業組合等運営報酬が32百万円、コ

ンサルティング受託料が１億７百万円、業務受託・事務代行報酬等が46百万円となっております。  

  

(2) 財政状態 

① 資産、負債及び資本の状況 

(イ) 資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、41.9％減少し、122億12百万円となりました。これらは、

主として前連結会計年度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 株式会社クオリケ

ーション）及びラックスマン株式会社の株式を売却したことなどによります。 

 一方、固定資産は、リース事業の開始により、前連結会計年度末に比べて、14.6％増加し、31億59百

万円となりました。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、35.3％減少し、153億72百万円となりました。 

  

(ロ) 負債  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、95.3％減少し、６億13百万円となりました。 

 また、固定負債は、前連結会計年度末に比べて、99.9％減少し、81万円となりました。これらも、主

として同上の理由によるものです。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、96.5％減少し、６億14百万円となりました。 

  

(ハ) 資本  

資本合計は、前連結会計年度末に比べて、134.7％増加し、147億57百万円となりました。主な増加要

因は、当期純利益が８億36百万円と大幅に増加したことや、新株予約権の発行及び行使により資本金等

の増加が79億31百万円あったことなどです。   

 １株当たり株主資本は、前連結会計年度末に比べて、27円81銭増加し、107円80銭となりました。ま

た、株主資本比率は、前連結会計年度末の26.5％から、96.0％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、当社グループの本業である投・融資事業の拡大に伴

い営業投資有価証券残高を積み上げる一方で、新株予約権の発行及び行使により財務活動によるキャッ

シュ・フローが大幅に増加したことから、前年同期比11億26百万円増加の20億98百万円となりました。

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動によるキャッシュ・フローは、当社グループの本業である投・融資事業推進に伴い営業投資

有価証券の取得を積極的に進めたことにより、45億70百万円の資金流出（前連結会計年度は155億49百

万円の資金流出）となりました。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社株式売却収入など投資元本の回収や収益の確保を進め

ましたが、新規事業であるリース事業開始に伴い有形固定資産の取得による支出が31億19百万円と大幅

に増加したことにより、７億53百万円の資金流出（前連結会計年度は14億58百万円の資金流出）となり

ました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動によるキャッシュ・フローは、転換社債型新株予約権付社債の繰上げ償還がありましたが、

新株予約権の発行及び行使による収入が75億円あったことにより、64億61百万円の資金流入（前連結会

計年度は167億円の資金流入）となりました。  

  

(3) 事業等のリスク 

決算短信（連結）に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項に

は、以下のようなものがあります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末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。 

  

(イ) 市況変動に係るリスクについて 

当社グループの投資事業におきましては、有価証券投資と不動産投資が行われております。 

 有価証券投資は、日本を含む世界の株式市場上場有価証券・株価指数・オプションへの投資、及び未

上場企業の有価証券・社債への投資を行っております。上場有価証券・株価指数・オプションへの投資

におきましては、各株式市場などの急激な下落により当社保有資産の大幅な値下がり損失を計上する可

能性があります。 

 不動産投資におきましては、市況の急激な下落により、当社保有資産が大幅な値下がり損失を計上し

たり、不動産投資ファンドへの出資金が大幅な毀損を受ける可能性があります。 

 いずれの場合も、保有有価証券、不動産価格、不動産ファンドへの出資金に減損または評価損が発生

し、当社グループの業績に悪影響を与えるとともに、自己資本比率の低下を招くおそれがあります。 

  

(ロ) 投・融資先の業績・財政状態の悪化に係るリスクについて 

当社グループの投・融資事業におきましては、未上場企業の有価証券・社債への投資、融資、ファイ

ナンス・リースを行っております。これら未上場企業の中には、設立間もないことや長らく業績が低迷

していたことで事業基盤が安定していない企業もあり、投資先会社の業績の悪化等により、当社グルー

プにおいて投資損失、貸倒れ、リース債権の未回収が発生するおそれがあります。 

 いずれの場合も、保有有価証券の減損または評価損、保有債権（融資債権、リース債権）の貸倒損失

または貸倒引当金が発生し、当社グループの業績に悪影響を与えるとともに、自己資本比率の低下を招

くおそれがあります。 

  

(ハ) 法規制・制度の動向に係るリスクについて 

当社グループの投・融資事業におきましては、事業推進のための関連法令の遵守を徹底しております

が、関連法令及び諸規則が変更になった場合、事業の推進が困難になったり、事業推進コストが大幅に
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上昇する可能性があるとともに、自己資本比率の低下を招くおそれがあります。 

  

(ニ) 海外での事業活動に係るリスクについて 

当社グループの投資案件には、中国（含む香港）、韓国などの企業及び不動産があります。これらに

ついては、アジア地域の統括子会社であるQuants Capital Asia Limited 及びその子会社を通じて主に

投資しております。当該国は、政治・経済・治安等で不安定な要素を抱え、わが国に比べればカントリ

ーリスクが高い国と位置付けられております。したがいまして、Quants Capital Asia Limited 等を通

じて取得した資産も投資先国の政治・経済等の状況の変化によっては、その保全及び元本・利益の回収

に支障をきたす可能性があります。 

  

(ホ) キャッシュ・フローの状況の変動に係るリスクについて 

当社グループのキャッシュ・フローは、投・融資事業の実行額と、投・融資事業の回収額や株式市場

を含む直接金融市場及び銀行を中心とする間接金融市場からの資金調達額のバランスに依拠しておりま

す。このため、投・融資事業の円滑な推進のためには、既投・融資案件からの順調な元本・利益の回収

や、資金調達が不可欠であります。上記事項の円滑な循環が妨げられた場合、当社グループの投・融資

事業の推進が阻害される可能性があります。これにより、当社グループの業績に悪影響を与えることが

あります。 

  

(ヘ) 財政状態及び経営成績の異常な変動に係るリスクについて 

当社グループの投・融資事業が円滑に実行されない場合、計画している売上高や利益が達成されない

可能性があります。既投・融資先の経営状況の変化により、当社グループが投資損失・引当金や貸倒損

失・引当金を急遽計上する可能性があります。 

 いずれの場合も、当社グループの業績に悪影響を与えるとともに、自己資本比率の低下を招くおそれ

があります。 
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4. 営業投・融資活動の状況 

  

(1) 営業投資有価証券の新規投資額 

 
  (注)「営業投資有価証券の新規投資額」は、当社及び連結子会社の投資実行額であります。 

  

  

(2) 営業投資有価証券投資残高 

 
  

(3) 投資事業組合の新規設立等について 

当連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

①新規に設立したファンド 

 
  

②設定額が増加したファンド 

 
  

前連結会計年度 当連結会計年度

自 平成16年４月１日 自 平成17年４月１日

至 平成17年３月31日 至 平成18年３月31日

社数 金額(千円) 社数 金額(千円)

株式等 6 3,341,757 14 10,592,806

社 債 ― ― 1 100,000

合 計 6 3,341,757 15 10,692,806

（単位：千円）

前連結会計年度末 当連結会計年度末

(平成17年３月31日現在) (平成18年３月31日現在)

営業投資有価証券 5,478,713 6,691,819

営業投資損失引当金 △ 819,918 △ 34,615

合 計 4,658,795 6,657,203

名   称 設立年月日 当初設定額（千円）

ＱＣバイアウト１号投資事業組合 平成17年６月15日 320,000

ＱＣバイアウト２号投資事業組合 平成17年８月23日 2,000,000

ＱＣ事業支援１号投資事業組合 平成17年８月23日 618,700

ＱＣインキュベーション１号投資事業組合 平成17年12月19日 205,000

ＱＣバイアウト３号投資事業組合 平成18年１月５日 700,000

合   計 3,843,700

名   称 増加年月日 設定増加額（千円）

ＱＣバイアウト１号投資事業組合

平成17年７月12日 820,071

平成17年８月26日 700,000

平成18年２月23日 780,000

ＱＣインキュベーション１号投資事業組合 平成18年３月30日 100,000

合   計 2,400,071
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前連結会計年度（平成16年４月１日～平成17年３月31日） 

①設立したファンド 

 
  

②設定額が増加したファンド 

 該当事項はありません。 

  

  

(4) 投資先企業新規株式公開状況 

当連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（平成16年４月１日～平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

  

(5) 営業貸付金の状況 

 
  

(6) リース事業固定資産の状況 

 
  

名   称 設立年月日 当初設定額（千円）

イーラックス１号未公開株投資事業組合 平成16年４月22日 360,000

イーラックス２号未公開株投資事業組合 平成16年６月１日 60,000

合   計 420,000

（単位：千円）

前連結会計年度末 当連結会計年度末

(平成17年３月31日現在) (平成18年３月31日現在)

営業貸付金 1,541,134 2,609,414

貸倒引当金(流動) △ 251,041 △ 54,998

合  計 1,290,093 2,554,415

（単位：千円）

前連結会計年度末 当連結会計年度末

(平成17年３月31日現在) (平成18年３月31日現在)

リース資産 ― 3,114,300

減価償却累計額 ― △ 260,988

合 計 ― 2,853,312
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5. 連結財務諸表等 

連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 

前連結会計年度 

(平成17年３月31日)

当連結会計年度 

(平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 972,673 2,098,915

 ２ 受取手形及び売掛金 87,690 ―

 ３ 営業未収入金 ― 53,262

 ４ 営業貸付金 1,541,134 2,609,414

 ５ 未収営業貸付金利息 12,079 19,791

 ６ 営業投資有価証券 ※２ 5,478,713 6,691,819

 ７ 営業投資損失引当金 △819,918 △34,615

 ８ たな卸資産 13,261,954 184,406

 ９ 未収入金 67,383 ―

 10 その他 667,892 644,135

   貸倒引当金 △251,041 △54,998

  流動資産合計 21,018,563 88.4 12,212,130 79.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 45,433 ―

    減価償却累計額 11,707 33,726 ― ―

  (2) 機械装置 68,690 ―

    減価償却累計額 14,882 53,807 ― ―

  (3) 器具備品 258,406 ―

    減価償却累計額 125,507 132,899 ― ―

  (4) リース資産 ― 3,114,300

    減価償却累計額 ― ― 260,988 2,853,312

  (5) その他 ― 48,417

    減価償却累計額 ― ― 30,062 18,354

   有形固定資産合計 220,432 0.9 2,871,666 18.7
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前連結会計年度 

(平成17年３月31日)

当連結会計年度 

(平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

 ２ 無形固定資産

  (1) 連結調整勘定 393,356 224,330

  (2) ソフトウエア 109,303 ―

  (3) その他 1,364 4,775

   無形固定資産合計 504,024 2.1 229,106 1.5

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 586,000 ―

  (2) 長期貸付金 839,279 ―

  (3) その他 616,411 59,110

      貸倒引当金 △8,400 ―

   投資その他の資産合計 2,033,291 8.6 59,110 0.4

   固定資産合計 2,757,749 11.6 3,159,883 20.6

    資産合計 23,776,312 100.0 15,372,013 100.0
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前連結会計年度 

(平成17年３月31日)

当連結会計年度 

(平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 156,542 ―

 ２ 短期借入金 10,273,105 400,000

 ３ 一年内返済長期借入金 1,600,000 ―

 ４ 未払法人税等 37,913 84,731

 ５ 賞与引当金 7,580 ―

 ６ 未払金 25,938
―

 ７ 未払費用 56,243
―

 ８ その他 1,014,794 128,790

  流動負債合計 13,172,117 55.4 613,522 4.0

Ⅱ 固定負債

 １ 新株予約権付社債 1,225,000 ―

 ２ 長期借入金 2,900,000 ―

 ３ 退職給付引当金 21,076 819

  固定負債合計 4,146,076 17.4 819 0.0

  負債合計 17,318,193 72.8 614,341 4.0

(少数株主持分) 169,080 0.7 ― ―

(資本の部)

Ⅰ 資本金 5,402,097 22.7 9,367,697 60.9

Ⅱ 資本剰余金 1,431,902 6.0 5,397,502 35.1

Ⅲ 利益剰余金 △762,317 △3.2 △43,636 △0.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金 203,399 0.9 53,727 0.4

Ⅴ 為替換算調整勘定 14,855 0.1 7,464 0.1

Ⅵ 自己株式 ※１ △900 △0.0 △25,083 △0.2

  資本合計 6,289,038 26.5 14,757,672 96.0

  負債・少数株主持分 

  及び資本合計
23,776,312 100.0 15,372,013 100.0
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② 連結損益計算書 

 

前連結会計年度

(自 平成16年４月１日

 至 平成17年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成17年４月１日

 至 平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)

Ⅰ 売上高 14,730,350 100.0 1,234,597 100.0

Ⅱ 売上原価 ※２ 14,030,629 95.3 626,999 50.8

   売上総利益 699,720 4.7 607,598 49.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 1,362,403 9.2 642,411 52.0

   営業損失 662,682 △4.5 34,812 △2.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 125,829 71,739

 ２ 匿名組合出資分配金 ― 51,797

 ３ 為替差益 ― 51,919

 ４ その他 6,796 132,626 0.9 8,866 184,322 14.9

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 326,359 ―

 ２ 新株発行費 6,744 435,311

 ３ 社債発行費 13,125 ―

 ４ 為替差損 34,799 ―

 ５ その他 44 381,072 2.6 330 435,641 35.3

   経常損失 911,129 △6.2 286,131 △23.2

Ⅵ 特別利益

 １ 前期損益修正益 ※５ ― 31,413

 ２ 固定資産売却益 ※３ ― 64,949

 ３ 関係会社株式売却益 ― 968,464

 ４ 新株予約権戻入益 ― 44,800

 ５ 貸倒引当金戻入益 14,426 217,714

 ６ 退職給付引当金戻入益 145 ―

 ７ その他 2,000 16,571 0.1 ― 1,327,341 107.5

Ⅶ 特別損失

 １ 前期損益修正損 ※６ 22,581 18,870

 ２ 固定資産除却損 ※４ 20,511 778

 ３ 関係会社株式売却損 44,933 140

 ４ 社債償還損 ― 98,000

 ５ 営業投資有価証券評価減 ― 30,029

 ６ その他 2,662 90,689 0.6 ― 147,819 11.9

  税金等調整前当期純利益又は 

    税金等調整前当期純損失(△)
△985,247 △6.7 893,390 72.4

  法人税、住民税及び事業税 15,444 0.1 56,672 4.6

  少数株主利益 64,695 0.4 ― ―

  当期純利益又は 

    当期純損失 (△）
△1,065,386 △7.2 836,718 67.8

 

18



③ 連結剰余金計算書 

  

 
  

前連結会計年度

(自 平成16年４月１日

 至 平成17年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成17年４月１日

 至 平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 1,044,402 1,431,902

Ⅱ 資本剰余金増加高

 １.増資による新株の発行 387,500 387,500 3,965,600 3,965,600

Ⅲ 資本剰余金期末残高 1,431,902 5,397,502

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 408,329 △762,317

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １.当期純利益 ― ― 836,718 836,718

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １.配当金 75,259 94,037

 ２.役員賞与 30,000 21,000

 ３.連結子会社増加に伴う利益 

     剰余金の減少高
― 3,000

 ４.当期純損失 1,065,386 1,170,645 ― 118,037

Ⅳ  利益剰余金期末残高 △762,317 △43,636
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④ 連結キャッシュ・フロー計算書 

  

 
  

前連結会計年度

(自 平成16年４月１日

 至 平成17年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成17年４月１日

 至 平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前当期純利益 

   又は当期純損失（△）
△985,247 893,390

   減価償却費 111,014 328,900

   連結調整勘定償却 118,138 88,536

   営業投資損失引当金の増減額 819,918 34,615

   貸倒引当金の増減額 71,256 △162,715

   賞与引当金の増減額 △713 ―

   退職給付引当金の増減額 1,332 61

   受取利息及び受取配当金 △125,829 △71,739

   支払利息 326,359 ―

   匿名組合出資分配金 ― △51,797

   為替差損益 57,572 △4,772

   固定資産除却損 20,511 778

   固定資産売却益 ― △64,949

   関係会社株式売却益 ― △968,464

   関係会社株式売却損 ― 140

   関係会社株式整理損等 44,933 ―

   新株発行費 ― 435,311

   社債償還損 ― 98,000

   売上債権の増減額 289,116 △43,282

   たな卸資産の増減額 △13,061,952 △184,406

   仕入債務の増減額 △76,973 ―

   営業投資有価証券の増減額 △2,635,056 △4,623,965

   営業貸付金の増減額 △407,055 1,557

   役員賞与の支払額 △30,000 △21,000

   預り敷金の増減額 851,495 ―

   未収消費税の増減額 1,276 △152,108

   未払消費税の増加額 ― △352

   その他 △655,740 △256,301

    小計 △15,265,642 △4,724,563

   利息及び配当金の受取額 31,954 155,559

   利息の支払額 △314,170 ―

   法人税等の支払額 △2,062 △1,627

  営業活動によるキャッシュ・フロー △15,549,922 △4,570,631

20



  

 
  

前連結会計年度

(自 平成16年４月１日

 至 平成17年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成17年４月１日

 至 平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 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 △20,473 △3,119,321

   有形固定資産の売却による収入 ― 204,741

   無形固定資産の取得による支出 △3,792 △4,231

   無形固定資産の売却による収入 ― 77,277

   投資有価証券の取得による支出 △589,000 ―

   投資有価証券の売却による収入 3,000 ―

   投資有価証券の払戻しによる収入 ― 585,000

   連結子会社株式取得による支出 ※３ △9,505 ―

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売 

   却による収入
※２ 65,940 1,413,841

   貸付による支出 △2,258,870 △336,880

   貸付金の回収による収入 1,379,801 437,728

   敷金保証金の戻入による収入 8,000 1,448

   敷金保証金の差入による支出 △33,538 △1,407

   その他 ― △11,663

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,458,439 △753,466

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入による収入 12,649,455 400,000

   短期借入金の返済による支出 △2,376,350 ―

   長期借入れによる収入 4,500,000 ―

   新株予約権付社債の発行による収入 2,000,000 ―

   社債の償還に伴う支出 ― △1,323,000

   株式の発行による収入 ― 7,500,288

   自己株式の取得による支出 △117 △24,183

   配当金の支払額 △72,964 △91,759

  財務活動によるキャッシュ・フロー 16,700,022 6,461,345

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,481 △11,005

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △319,820 1,126,242

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,289,817 972,673

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び同等物の増加額 2,676 ―

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 972,673 2,098,915
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社数12社

  主要会社名：

   ラックスマン株式会社

株式会社クオンツ

株式会社クオンツ・キャピタル

e-LUX(Asia)Limited

   （有）クオンツエステート他４社

  については、当連結会計年度にお

いて取得により当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めております。

  なお、イージャパンディーエヌエ

ス株式会社は当連結会計年度から

  会社名を株式会社クオンツ・キャ

ピタルに変更しております。

(1) 連結子会社の数 12社

 子会社はすべて連結しておりま

す。

主要な連結子会社の名称：

株式会社クオンツ・キャピタル

Quants Capital Asia Limited

(当連結会計年度に e-LUX(Asia)

Limitedより社名変更しておりま

す)

 昿思投資顧問(上海)有限公司、

昿析投資管理顧問(上海)有限公司

及び有限会社ＱＣバイアウト１号

他５社は会社設立に伴い、有限会

社ＱＣバイアウト２号投資事業組

合は、会社の支配力基準に照らし

子会社と認められることとなった

ため、当連結会計年度より連結の

範囲に含めております。 

 ラックスマン株式会社、不動産

会社の株式会社クオンツ(現 株式

会 社 ク オ リ ケ ー シ ョ ン )、

Sterling Domain Name Services 

Limited他１社の各社は、株式の

売却に伴い、当連結会計年度より

連結の範囲から除外しておりま

す。 

 また、有限会社クオンツ・エス

テート他２社は、不動産会社の株

式会社クオンツ(現 株式会社クオ

リケーション)の株式売却に伴い

子 会 社 で な く な っ た た め、

Cellcast Holdings Limited他１

社は会社清算のため、それぞれ当

連結会計年度より連結の範囲から

除外しております。

(2) 非連結子会社 

  株式会社 青山五ビル

(2) 非連結子会社

 該当事項はありません。

(3) 他の会社の議決権の過半数を自己

の計算において所有しているにも

かかわらず子会社としなかった当

該他の会社の名称等

  株式会社 青山五ビル

 （連結の範囲から除いた理由）

   当グループの営業目的で取得し

たものであり、傘下に入れる目的

でないため連結範囲から除外して

おります。

(3) 他の会社の議決権の過半数を自己

の計算において所有しているにも

かかわらず子会社としなかった当

該他の会社等の名称等

 該当事項はありません。
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項目
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(4) 投資事業組合等の連結の範囲に関

する取扱い

   投資事業組合等に対する出資の

うち、連結会社の持分が100分の

50超である投資事業組合等が２フ

ァンドありますが、投資事業組合

等の資産、負債及び収益、費用は

持分に応じて各出資者に帰属する

ため、投資事業組合等を子会社と

して取り扱っておりません。

(4)      ―――――

 

２ 持分法の適用に関する事

項

関連会社はありません。  非連結子会社及び関連会社がない

ため、該当事項はありません。

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社12社のうち、ラックスマ

ン株式会社他4社は３月31日、e-LUX

(Asia) Limited他５社は12月31日がそ

れぞれ決算日であります。なお、連結

財務諸表作成にあたっては、同日現在

の財務諸表を作成し、連結決算日との

間に生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。 

 アーサコーポレーション（有）につ

いては決算日が６月30日であるため連

結決算日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しております。

連結子会社のうち、株式会社クオン

ツ・キャピタル他６社の決算日は３月

31日、Quants Capital Asia Limited他

４社の決算日は12月31日であります。  

 連結財務諸表の作成にあたっては、

有限会社ＱＣバイアウト２号投資事業

組合については、連結決算日現在で実

施した仮決算に基づく財務諸表を使用

しており、その他の会社については、

決算日現在の財務諸表を使用し、連結

決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行ってお

ります。  
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項目
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

①有価証券

―――――

 その他有価証券

  時価のあるもの

   決算日の市場価格等に基づく時

価法を採用しております。(評価

差額は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により

算定)

①有価証券

 売買目的有価証券

   時価法を採用しております。

  （売却原価は移動平均法により算

定）

 その他有価証券

  時価のあるもの

   同左

  時価のないもの

   移動平均法による原価法を採用

しております。

（表示方法の変更）

「証券取引法等の一部を改正する法

律」（平成16年法律第97号）が平成16

年12月１日より適用となること及び

「金融商品会計に関する実務指針」

（会計制度委員会報告第14号）が平成

17年２月15日付で改正されたことに伴

い、当連結会計年度から投資事業有限

責任組合及びそれに類する組合への出

資（証券取引法第２条第２項により有

価証券とみなされるもの）を投資有価

証券として表示する方法に変更いたし

ました。なお、当連結会計年度の投資

有価証券に含まれる当該出資の額は

585,000千円、営業投資有価証券に含

まれるものは66,332千円であります。

  時価のないもの

   移動平均法による原価法を採用

しております。

②たな卸資産

 販売用不動産

  個別法による原価法を採用して

おります。

 その他のたな卸資産

  総平均法による原価法を採用し

ております。

  ただし、一部の貯蔵品について

は最終仕入原価法による原価法を

採用しております。

②たな卸資産

販売用不動産

  同左

―――――
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項目
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

当社及び国内連結子会社は定率法

を採用しております。

在外連結子会社は、主として当該

国の会計基準に規定する耐用年数に

基づく定額法を採用しております。

 主な耐用年数

   建物（附属設備） ３～15年

   機械装置       ５年

   器具備品     ２～15年

①有形固定資産

当社及び国内連結子会社は、リー

ス資産については定額法を、その他

の資産については定率法を採用して

おります。 

 在外連結子会社は、主として当該

国の会計基準に規定する耐用年数に

基づく定額法を採用しております。

  主な耐用年数

    リース資産     ５年 

    その他     ３～15年   

②無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づいております。

②無形固定資産

 同左

 (3) 重要な繰延資産の処

理方法

①新株発行費

支出時に全額費用として処理して

おります。

②社債発行費

支出時に全額費用として処理して

おります。

①新株発行費

 同左

②     ―――――

 

 (4) 重要な引当金の計上基

準

①営業投資損失引当金 

営業投資有価証券の損失に備える

ため投資先会社の実情を勘案し、そ

の損失見込額を計上することとして

おります。

②貸倒引当金

債権等の貸倒による損失に備える

ため、当社及び国内連結子会社は、

一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しておりま

す。 

 在外連結子会社は、主として特定

の債権について回収不能見込額を計

上しております。

①営業投資損失引当金

 同左 

 

 

 

②貸倒引当金

  同左

③賞与引当金

従業員の賞与の支払に充てるた

め、支給見込額に基づき計上してお

ります。

③     ―――――

④退職給付引当金

従業員の退職給付の支払いに充て

るため、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に基づき、当

連結会計年度末において発生してい

ると認められる金額を計上しており

ます。

④退職給付引当金

 同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（5）費用収益の計上基準 投融資事業に関する売上・原価

・投資事業組合等管理収入

   投資事業組合等管理収入には投

資事業組合等設立報酬、同管理報

酬及び同成功報酬が含まれており

  投資事業組合管理収入については

  契約期間の経過に伴い契約上、収

受すべき金額を収益として計上し

  同設立報酬及び同成功報酬につい

ては、収入金確定時に、その収入

金額を収益として計上しておりま

す。

・営業投資有価証券売上及び売上原価

   営業投資有価証券売上高には投

  資育成目的の営業投資有価証券の

売上高、受取配当金及び受取利息

  を計上し同売上原価には売却有価

証券帳簿価格、支払手数料その他

  資金原価、評価損等を計上してお

ります。

・資金原価

   支払利息等を資産の平均残高に

  基づいて営業資産に係るものと非

営業資産に係るものとにそれぞれ

  分割し営業資産に係わる資金原価

は営業投資有価証券売上原価に計

上しております。なお、非営業資

産に係る支払利息については営業

外費用として計上しております。

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (6) 重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同左

 (7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。

同左

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項

 連結調整勘定は主として５年間で償

却しております。

同左

７ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項

 連結剰余金計算書は、連結会計期間

中において確定した利益処分を基礎と

して連結決算を行っております。

同左

８ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 手許現金、要求払い預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来する流

動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない短期的な投資からなっ

ております。

同左
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会計処理の変更 

 
  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 当グループでは、従来一般事業会社としての会計処

理方法を採用しておりましたが当連結会計年度より投

融資会社としての特徴を反映した会計処理方法に変更

しました。この結果、固定資産から流動資産への区分

変更及び営業外損益区分から営業損益区分への変更な

ど区分を超えた表示の変更が生じるため当該変更は会

計処理の変更として取り扱われることとなります。 

 この変更は、当グループが従来から推し進めてまい

りました「投融資会社」への転換が当連結会計年度に

おいて完了したものと判断し、当該実態を的確に連結

財務諸表に反映するためのものであります。 

 この変更により、連結貸借対照表において従来、固

定資産とされていた投資有価証券1,019,846千円及び長

期貸付金1,160,972千円がそれぞれ流動資産の営業投資

有価証券及び営業貸付金として表示されております。 

 連結損益計算書においては従来、営業外収益とされ

ていた受取利息等153,168千円が売上高として、また 

営業外費用40,248千円が対応する売上原価として表示

されております。この変更により経常利益には影響は

ありませんが、従来の方法によった場合に比べて当連

結会計年度の売上総利益及び営業利益はそれぞれ

112,920千円増加しております。 

 また連結キャッシュ・フロー計算書において従来、 

投資活動によるキャッシュ・フローとされていた貸付

金による収入支出が、営業活動によるキャッシュ・フ

ローの営業貸付金の増減額の増減額の中に△407,055千

円含まれております。

（固定資産の減損に係る会計基準）

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基

準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14年８月９日)）及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。
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表示方法の変更 

 
  

  

  

追加情報 

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

――――― （連結貸借対照表）

１ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「未

収入金」（当連結会計年度末2,312千円）は、資産

総額の100分の５以下であるため、当連結会計年度

より流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。

２ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「建

物及び構築物」（当連結会計年度末8,535千円）及

び「減価償却累計額」（当連結会計年度末1,732千

円）と「器具備品」（当連結会計年度末39,881千

円）及び「減価償却累計額」（当連結会計年度末

28,329千円）は、資産総額の100分の５以下である

ため、当連結会計年度より有形固定資産の「その

他」及び「減価償却累計額」に含めて表示しており

ます。なお、機械装置については、当連結会計年度

末において残高はありません。

３ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「ソ

フトウェア」（当連結会計年度末4,146千円）につ

いては、資産総額の100分の５以下であるため、当

連結会計年度より無形固定資産の「その他」に含め

て表示しております。

４ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「未

払金」（当連結会計年度末41,636千円）と「未払費

用」（当連結会計年度末7,537千円）は、負債、少

数株主持分及び資本の合計額の100分の５以下であ

るため、当連結会計年度より流動負債の「その他」

に含めて表示しております。

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上 

の表示方法 

 実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成16年２月13日）が公表

されたことに伴い、当連結会計年度から同実務対応報告 

に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割19,797千

円を販売費及び一般管理費として処理しております。

――――― 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

 
  

  

(連結損益計算書関係) 

  

 
  

前連結会計年度 
(平成17年３月31日)

当連結会計年度 
(平成18年３月31日)

※１ 当社の保有する自己株式の数

普通株式 6,035株

※１ 当社の保有する自己株式の数

普通株式 222,575株

※２ 非連結子会社に対する金額は次のとおりでありま

す。

     営業投資有価証券         2,543,995千円

※２        ―――――

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主要な科目及び金額

貸倒引当金繰入額 86,966千円

従業員給料手当 192,447千円

賞与引当金繰入額 6,250千円

役員報酬 121,341千円

減価償却費 29,956千円

業務委託費 216,106千円

租税公課 202,606千円

連結調整勘定償却 118,138千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な科目及び金額

貸倒引当金繰入額 54,998千円

従業員給料手当 77,745千円

役員報酬 65,900千円

減価償却費 8,229千円

決算株式事務費 85,112千円

業務委託費 97,472千円

連結調整勘定償却 88,536千円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

22,134千円
 

※２        ――――― 

※３        ――――― ※３ 固定資売却益

機械装置 13,151千円

構築物 5,146千円

器具備品 23,534千円

ソフトウェア 23,117千円

 計 64,949千円

※４ 固定資産除却損

工具器具及び備品 1,652千円

ソフトウエア 18,859千円

  計 20,511千円

 

※４ 固定資産除却損

器具備品 778千円

※５         ―――――

 

※５ 前期損益修正益の内容

過年度組合出資分配金 21,021千円

過年度売上高 10,392千円

 計 31,413千円

 

※６ 前期損益修正損の内容

業務委託料修正 980千円

支払手数料修正 21,601千円

  計 22,581千円
 

※６ 前期損益修正損の内容

過年度減価償却費 18,870千円
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 972,673千円

預金期間が３ヶ月を超える 
定期預金

― 千円

現金及び現金同等物 972,673千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,098,915千円

預金期間が３ヶ月を超える 
定期預金

― 千円

現金及び現金同等物 2,098,915千円

※２       ――――― ※２ 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社

でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳    

株式の売却等によりラックスマン株式会社他８社

が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産

及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による

収入との関係は次のとおりであります。

流動資産 16,742,087千円

固定資産 1,428,320千円

連結調整勘定 79,590千円

流動負債 △14,596,081千円

固定負債 △2,920,318千円

少数株主持分 △168,382千円

株式売却益 968,324千円

株式売却価額 1,533,539千円

現金及び現金同等物 △119,698千円

差引：売却による収入 1,413,841千円

※３ 株式の取得により新たに連結子会社となった会

社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により、有限会社クオンツエステート

他4社の新たに連結したことに伴う連結開始時の資

産及び負債の内訳は次のとおりであります。

現金及び現金同等物 13,791千円

流動資産 3,770,982千円

固定資産 478,003千円

流動負債 △4,294,934千円

固定負債 ― 千円

資本金 △9,000千円

剰余金 45,949千円

※３       ―――――

 

 

※４ 重要な非資金取引の内容

  新株予約権付社債の転換

 新株予約権付社債の転換による資本金増加額

387,500千円

 新株予約権付社債の転換による資本準備金増加額

387,500千円

新株予約権付社債の転換による新株予約権付社債の

減少額

775,000千円

※４       ―――――

※５ 会計処理の変更に伴い区分を超えた表示変更を

行いましたが当該区分間の振替額、営業貸付金

1,118,091千円、営業投資有価証券127,232千円を

期首残高に反映させて営業活動によるキャッシ

ュ・フローにおける債権債務の増減を表示してお

ります。

※５       ―――――
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セグメント情報 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

 
（注） １ 会計処理の変更に記載のとおり、従来一般事業会社としての会計処理方法を採用しておりましたが、 

     当連結会計年度より投融資会社としての特徴を反映した会計処理方法に変更しております。この変更 

に伴い従来その他の事業において営業外収益とされていた受取利息等153,168千円及び資金原価 

40,248千円が営業項目として表示されることとなり、当該売上高の重要性が高まったために、その他 

の事業を新たに投融資事業とすることにしました。この結果、従来の方法によった場合に比べて、投融 

資事業の営業利益が112,920千円多く計上されております。なお、情報・通信事業セグメントについては 

e-LUX（Asia）Limited, e-LUX（Hong Kong）Co.,Ltd.が投融資事業に転換したことにより該当がなくな 

   りました。 

  ２ 事業区分は内部管理上採用している区分によります。 

３ 各事業の主要企業 

電気機器事業・・・・ラックスマン株式会社 

投融資事業・・・・・イーラックス株式会社、株式会社クオンツ・キャピタル、e-LUX（Asia）Limted, 

                e-LUX（Hong Kong）Co.,Ltd. 

不動産事業・・・・・株式会社クオンツ、株式会社クオンツ・キャピタル、有限会社クオンツ・エステート

４ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは親会社本社の管理部門に 

  係る費用であります。 

５ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は連結財務諸表提出会社の資産であり、主なものは、建

物附属設備5,488千円、工具器具備品10,580千円、差入保証金39,837千円及び管理部門にかかる資産等であ

ります。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

当社グループは、当連結会計年度において、電気機器事業及び不動産事業を行っていた子会社を

売却し、投・融資事業のみを行っておりますので、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事

項はありません。 

  

電気機器 
事業 
(千円)

投融資
事業 
(千円)

不動産事業
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結 
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

646,643 415,208 13,668,498 14,730,350 ― 14,730,350

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 213,150 ― 213,150 (213,150) ―

計 646,643 628,359 13,668,498 14,943,501 (213,150) 14,730,350

営業費用 680,534 1,317,683 13,099,482 15,097,702 295,331 15,393,033

営業利益又は 
営業損失(△)

△33,891 △689,324 569,016 △154,200 (508,482) △662,682

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 450,794 5,549,150 17,719,554 23,719,500 56,812 23,776,312

減価償却費 17,038 78,845 11,081 106,964 4,049 111,014

資本的支出 15,038 187 6,136 21,413 2,851 24,265
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２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

 
(注) １  会計処理の変更に記載のとおり、従来一般事業会社としての会計処理方法を採用しておりましたが、当連結

会計年度より投融資会社としての特徴を反映した会計処理に変更しております。この変更に伴い、従来、日

本のセグメントにおいて営業外収益とされていた受取利息等153,168千円が売上高として、また営業外費用

40,248千円が売上原価として表示されております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、日本のセ

グメントも営業利益が112,920千円多く計上されております。 

２ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国または地域 

アジア…………香港、中国、台湾 

４ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は連結財務諸表提出会社の管理部門に係る

費用であります。 

５  資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産は連結財務諸表提出会社の資産であり、主なもの建物

附属設備5,488千円、工具器具備品10,580千円、差入保証金39,837千円及び管理部門にかかる資産等であり

ます。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

本邦の売上高が、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。 

  

日本 
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損失

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

14,690,598 39,752 14,730,350 ─ 14,730,350

(2) セグメント間の内部
売上高

213,150 ─ 213,150 (213,150) ─

計 14,903,748 39,752 14,943,501 (213,150) 14,730,350

営業費用 14,953,354 144,347 15,097,702 295,331 15,393,033

営業利益又は 
営業損失(△)

△49,605 △104,595 △154,200 (508,482) △662,682

Ⅱ 資産 22,888,277 831,223 23,719,500 56,812 23,776,312
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３ 海外売上高 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

  アジア………香港、中国、台湾 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 52,907 ― 52,907

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 14,730,350

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める
割合(％)

0.4 ― 0.4

34



リース取引関係 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

（借主側）

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

（借主側）

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

  当社グループのリース契約は全て、契約１件当たり

の金額が３百万円以下のものでありますので、記載

を省略しております。

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

工具器具及び 
備品

72,767 64,568 8,198

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,320千円

１年超 5,950千円

合計 8,271千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 13,542千円

減価償却費相当額 15,542千円

支払利息相当額 2,802千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっています。

(5) 利息相当額の算定方法

  リース料相当額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

 

 

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年内 1,102千円

１年超 192千円

合計 1,294千円
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関連当事者との取引 

 前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成17

年４月１日 至 平成18年３月31日) 

    該当事項はありません。 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

（貸主側）

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

（貸主側）

  該当事項はありません。 (1) リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失

累計額及び期末残高

取得価額
(千円)

減価償却 
累計額 
(千円)
(注)

期末残高
(千円)

リース資産 2,995,300 252,063 2,743,237

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 396,429千円

１年超 2,497,420千円

合計 2,893,849千円

(3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 158,095千円

減価償却費 (注) 252,063千円

受取利息相当額 56,645千円

 

(4) 利息相当額の算定方法

  利息相当額の各期への配分方法については、利息法

によっております。

  

(注)当初のオペレーティング・リース契約から所有権移

転外のファイナンス・リース契約へと契約の変更が

あったことにより、リース資産の減価償却累計額及

び減価償却費は、オペレーティング・リース契約開

始日から発生している額を含めて記載しておりま

す。

  

 

（減損損失について）

  リース資産に配分された減損損失はありません。
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税効果会計関係 

  

 
  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳 

 (流動の部)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳

  (流動の部)

 

繰延税金資産(流動) 千円

 貸倒引当金 67,888

 棚卸資産評価損 1,400

 賞与引当金 3,085

  未払事業税 9,092

 投資損失引当金 333,706

 繰延税金資産(流動)計 415,171

 

 

繰延税金資産(流動) 千円

貸倒引当金 22,384

未払事業税 15,226

繰延税金資産(流動)計 37,611

評価性引当額 △37,611

繰延税金資産(流動)の純額 ―

 

繰延税金負債(流動) 千円

 評価性引当額 △415,171

 繰延税金資産(流動)の純額 ―

 

 

  (固定の部)

繰延税金資産(固定) 千円

 貸倒引当金 25,077

 投資有価証券評価損 58,881

 美術品評価損 16,232

 退職給付引当金 8,220

 繰越欠損金 248,181

 連結子会社欠損金 979,446

 繰延税金資産(固定)計 1,336,037

繰延税金負債(固定) 千円

 評価性引当額 △1,336,037

 繰延税金資産(固定)の純額 ―

 

 

  (固定の部)

繰延税金資産(固定) 千円

貸倒損失 21,437

投資有価証券評価損 71,103

美術品等評価損 16,232

退職給付引当金 361

繰越消費税額 184

連結子会社欠損金 1,180,141

繰延税金資産(固定)計 1,289,460

評価性引当額 △1,289,460

繰延税金資産(固定)の純額 ―

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上し

たため、法定実効税率と法人税等の負担率との差異

の原因は記載しておりません。

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

％

法定実効税率 40.7

（調整）

交際費等永久に損金算入されない項目 0.2

住民税均等割 0.2

評価性引当額 △47.5

投資有価証券売却益連結消去に伴う 
影響額

6.7

連結調整勘定償却額 4.0

その他 2.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 6.3
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有価証券関係 

前連結会計年度(平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

当連結会計年度(平成18年３月31日) 

１ 売買目的有価証券 
  

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

取得原価
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

株 式 811,133 1,014,503 203,369

合 計 811,133 1,014,503 203,369

連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

営業投資有価証券に属するもの

  非上場株式(店頭売買株式を除く) 4,397,877

  投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 66,332

投資有価証券に属するもの

  非上場株式(店頭売買株式を除く) 1,000

  投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 585,000

合 計 5,050,209

連結決算日における 
連結貸借対照表計上額(千円)

当該連結会計年度の損益に
含まれた評価差額(千円)

12,704 7,794

区 分
取得原価
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

営業投資有価証券に属するもの

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

株 式 88,610 273,838 185,228

小 計 88,610 273,838 185,228

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

株 式 1,895,789 1,764,288 △131,500

小 計 1,895,789 1,764,288 △131,500

合 計 1,984,400 2,038,128 53,727
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３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 
  

 
  

４ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

  

  

  

  

デリバティブ取引関係 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していなため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

連結子会社 Quants Capital (Hong Kong) Limited におきましては、投資目的で株価先物取引及び株価

オプション取引を行っておりますが、当連結会計年度末における残高がないため該当事項はありません。

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

801,082 155,241 17,719

内 容 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

営業投資有価証券に属するもの

 非上場株式 1,089,653

 社 債 100,000

 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 3,451,333

合 計  4,640,987

39



退職給付関係 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、退職一時金制度を設けております。 

  

２ 退職給付債務及びその内訳 

  

 
(注) 退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

  

３ 退職給付費用の内訳 

  

 
  

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度
(平成18年３月31日)

退職給付債務(千円) 21,076 819

年金資産(千円) ― ―

退職給付引当金(千円) 21,076 819

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

勤務費用(千円) 1,559 130
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１株当たり情報 

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、前連結会計年度は１株当たり当期純損失金額が計上

されているため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益金額及びの潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

  

 
  

項目
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 79.99円 107.80円

１株当たり当期純利益金額又は 
１株当たり当期純損失金額（△）

△14.05円 6.91円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

― 円 6.80円

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） （千円） △1,065,386 836,718

普通株主に帰属しない金額    （千円） 21,000 49,600

 (うち利益処分による役員賞与金) (21,000) (49,600)

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失（△）           （千円）

△1,086,386 787,118

普通株式の期中平均株式数       （千株） 77,331 113,864

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の
算定に用いられた普通株式増加数の主要な内
訳                 （千株）

 新株予約権 ― 1,866

普通株式増加数                 （千株） ― 1,866

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額の算定に含めなか
った潜在株式の概要

―
平成17年12月１日取締役会決議
第２回新株予約権 
普通株式 63,800千株
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重要な後発事象 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

連結子会社である株式会社クオンツの譲渡について

 当社はグループの不動産事業を担っていた株式会

社クオンツの所有株式（50.03％）を全株、譲渡いた

しました。

1.株式譲渡の理由

 当社の推進するインベストメント・ファインス事

業の一環として平成15年７月以降、株式会社クオン

ツを連結子会社化し、不動産会社として育成すべく

本格的な支援を行なってまいりました。これにより

同社の企業価値を当初投資時点より大幅に増大させ

ることが出来たと考えておりましたが今般、楽天証

券が新規に組成をアレンジしたファンド、エムアイ

エス・インベスターズ有限会社から株式会社クオン

ツの株式購入の申込みがあり、当社としては同社に

対する投資に関して早期かつ適当な回収が出来るも

のと判断し、同社株式の譲渡を決定いたしました。

2.譲渡先の名称 エムアイエス・インベスターズ有

限会社

3.譲渡の時期  平成17年４月28日

4.株式会社クオンツの概要

 ①商号    株式会社クオンツ

 ②代表者   疋田 賢司

 ③事業内容  不動産事業及びアセット・マネジ

メント事業

 ④設立年月日 平成７年６月30日

 ⑤資本金   211百万円(平成17年３月現在)

5.当該子会社の当社との取引内容

 当社から当該子会社への営業貸付及びそれに伴う

利息の受取

6.譲渡株式数 1,901株（50.03％）

7.譲渡後の所有株式数   0株

8.売却価額 1,216百万円

9.売却益  968百万円

 
 

株主割当による新株式発行について

 当社は平成18年３月20日開催の取締役会におい

て、株主割当による新株式の発行を行う旨の決議を

しております。 

 なお、株主割当による新株式の発行の概要は以下

のとおりであります。

 1.株式の種類   株式会社クオンツ 普通株式

 2.発行株式数   136,664,821株

 3.発行価額    1株につき50円 

 4.発行価額の総額 6,833,241,050円 

 5.資本組入額   1株につき25円 

 6.払込期日    平成18年６月20日 

 7.配当起算日   平成18年４月１日 

 8.新株交付日   平成18年６月20日 
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Summary of Business Result for FY March 2006 (Consolidated) 
Date: May 22,2006 

C o m p a n y Quants Inc. Registered on the JASDAQ 
Stock  Code 6811 Head office location: Tokyo 
Representative Kyota Yamada (CEO)  
C o n t a c t Ti t le  of  Execut ive Director 

 Name   Ikuo Kubota T E L 03-5213-3180  
Date of the meeting of board of directors May 22,2006   
Application of US Accounting Standard No  
 

１. Business Results as of FY March 2006  (Apri1 1, 2005 － March 31, 2006) 

(1) Results of Operations                                          （Note: Rounded down to ¥ Million） 
 Net Sales Operating Income Recurring Income 
 ¥  Million % ¥  Million % ¥  Million %

March 2006 1,234 -91.6 -34 - -286 - 
March 2005 14,730 630.8 -662 - -911 - 

  
 

Net Income Net Income 
Per share 

Diluted Net 
Income per share

Ratio of Net 
Income to 

Shareholders’ 
Equity 

Ratio of 
Recurring 
Income to 
total Asset 

Ratio of 
Recurring 
Income to 
Net Sales 

 ¥  Million % ¥ ¥ % % %
March 2006 836 - 6.91 6.80 8.0 -1.5 -22.9 
March 2005 -1,065 - -14.05 - -16.9 -6.0 -6.2 

(Note) 1. Average number of shares outstanding (consolidated) 
Mar.2006: 113,864,759 shares, Mar.2005: 77,331,720 shares 

      2. Changes in accounting principles applied: No 
      3. The percentages shown for net sales, operating income, ordinary income, and net income represent changes from the same period in the 

previous fiscal year. 
4. Information on diluted net income per share is not presented for the fiscal year ending March 2005 since there was no profit. 
5. Following the adoption of the accounting standards applicable to investment finance companies, we have extensively reclassified our 

operating segments effective from this term. 
  Consequently, continuing comparison with last term of the previous financial year is not appropriate. 

(2) Financial Position 

 Total Assets Shareholders’ Equity Shareholders’ equity to 
total assets 

Shareholders’ 
equity per share  

 ¥  Million  ¥  Million ％ ¥

March 2006 15,372 14,757 96.0 107.80 
March 2005 23,776 6,289 26.5 79.99 

(Note) Number of shares outstanding (consolidated) at end of period:  
Mar.2006: 136,442,246 shares, Mar2005: 78,358,786 shares 

(3) Results of Cash Flows 

 Net cash flows by operating 
activities 

Net cash flows by 
investment activities 

Net cash flows by 
financial activities 

Balance of cash and cash 
equivalents at the end of year

 ¥  Million ¥  Million ¥  Million ¥  Million

March 2006 -4,570 -753 6,461 2,098 
March 2005 -15,549 -1,458 16,700 972 

(4) Matters concerning the scope of consolidation and the application of the equity method 
Consolidated subsidiaries: 12 
Unconsolidated subsidiaries accounted for under the equity method: - 

Affiliates accounted for under the equity method: - 

(5) Changes in the scope of consolidation and affiliates accounted for under the equity method 
Consolidated subsidiaries: New: 9  ,Excluded: 9 

Affiliates accounted for under the equity method: New: -  ,Excluded: - 

２．Forecast of Financial Performance  

Since we are an investment finance company, return on the company’s investments has an important bearing on our operating results. 

However, it is extremely difficult to forecast the future stock price and business performance of portfolio companies with reasonable accuracy. 

In view of these considerations, effective from the current fiscal year, Quants has suspended releasing forecasts of business results. Instead the 

company has extensively revamped the “Management result and financial position,” section in the summary of this term financial results, adding 

important line items, “Gain / loss on Operational Investments,” “Outstanding Balance of Operational Investment Securities” and “Allowance for 

Possible Losses on Investment,” in order to provide more complete information on the company’s operating results against its backdrop of operations 
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as an investment finance company. The section on “Operational Investments and Loans” is now more complete as it now includes details on 

investment and loan operations in this term. 

To assure that the quality of our disclosure is unaffected even after the discontinuation of business forecasts, in addition to releasing quarterly business 

results and other information required to be disclosed in a timely manner, we will focus on providing more complete corporate information to our 

shareholders as and when appropriate. 
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