
 
平成18年５月22日

 

   

 

 

 

 
  

1. 18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

 

 
  

 

 

 
  
(2) 配当状況 

 
  
(3) 財政状態                             （百万円未満切捨） 

 

 
  

平成18年３月期 個別財務諸表の概要

 

 

上場会社名 株式会社クオンツ 上場取引所 ＪＱ

コード番号 ６８１１ 本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.quants.co.jp)

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 山 田 恭 太 

問合せ先責任者 役職名 取締役経営戦略本部長 氏名 久保田 育男 

TEL (０３)５２１３－３１８０  

決算取締役会開催日 平成18年５月22日 中間配当制度の有無  有

配当支払開始予定日 平成18年６月29日 定時株主総会開催日 平成18年６月28日

単元株制度採用の有無 有(１単元 千株)

(1) 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 610 (△18.7) △138 ( ― ) △257 ( ― )

17年３月期 751 ( ― ) 334 ( ― ) 339 (81.9)

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 678 ( ― ) 5 53 5 44 5.8 △2.0 △42.1

17年３月期 △365 ( ― ) △5 00 ― ― △5.0 4.3 45.2

(注) ① 期中平均株式数 18年３月期 113,864,759株 17年３月期 77,331,720株

② 会計処理の方法の変更  無

③ 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。

④ 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。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 3 00 ― ― 3 00 409 54.3 2.6
17年３月期 1 20 ― ― 1 20 94 ― 1.2

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 16,355 15,828 96.8 115 65

17年３月期 8,820 7,563 85.8 96 26

(注) ① 期末発行済株式数 18年３月期 136,442,246株 17年３月期 78,358,786株

② 期末自己株式数 18年３月期 222,575株 17年３月期 6,035株
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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、決算短信（連結）において「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。  
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1. 財務諸表等 

財務諸表 

① 貸借対照表 

  

   

前事業年度 

(平成17年３月31日)

当事業年度 

(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 319,676 1,612,296

 ２ 売掛金 ※１ 4,273 ―

 ３ 営業未収入金 ― 51,958

 ４ 営業貸付金 ※１ 4,645,972 2,609,414

 ５ 未収営業貸付金利息 ※１ 48,317 19,791

 ６ 営業投資有価証券 1,019,840 5,775,240

 ７ 販売用不動産 ― 184,406

 ８ 前渡金 ― 95,000

 ９ 前払費用 3,859 5,569

 10 未収入金 ※１ 494 ―

 11 未収消費税等 ― 152,108

 12 その他 26,960 3,515

   貸倒引当金 △166,802 △54,998

  流動資産合計 5,902,592 66.9 10,454,301 63.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 6,029 8,535

      減価償却累計額 541 5,488 1,732 6,803

  (2) 器具備品 20,742 18,359

      減価償却累計額 10,161 10,580 11,772 6,586

  (3) リース資産 ― 3,114,300

      減価償却累計額 ― ― 260,988 2,853,312

   有形固定資産合計 16,068 0.2 2,866,701 17.5

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウエア 277 4,146

  (2) 電話加入権 629 629

   無形固定資産合計 906 0.0 4,775 0.0

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 585,000 ―

  (2) 関係会社株式 2,994,125 3,233,372

  (3) 投資損失引当金 △718,423 △789,668

  (4) 関係会社長期貸付金 ― 537,622

  (5) 差入保証金 39,837 40,323

  (6) その他 8,400 7,800

    貸倒引当金 △8,400 ―

   投資その他の資産合計 2,900,539 32.9 3,029,449 18.5

  固定資産合計 2,917,514 33.1 5,900,926 36.1

  資産合計 8,820,106 100.0 16,355,228 100.0
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前事業年度 

(平成17年３月31日)

当事業年度 

(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 840 ―

 ２ 短期借入金 ― 400,000

 ３ 未払金 ― 27,999

 ４ 未払費用 8,531 5,638

 ５ 未払法人税等 15,561 84,109

 ６ 預り金 1,681 2,305

 ７ 前受収益 ― 941

 ８ 未払配当金 2,294 4,572

 ９ その他 1,580 ―

  流動負債合計 30,489 0.3 525,566 3.2

Ⅱ 固定負債

 １ 新株予約権付社債 1,225,000 ―

 ２ 退職給付引当金 757 819

  固定負債合計 1,225,757 13.9 819 0.0

  負債合計 1,256,246 14.2 526,385 3.2

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※２ 5,402,097 61.3 9,367,697 57.3

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 1,431,902 5,397,502

   資本剰余金合計 1,431,902 16.2 5,397,502 33.0

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 10,525 10,525

 ２ 当期未処分利益 516,833 1,080,520

   利益剰余金合計 527,359 6.0 1,091,046 6.7

Ⅳ その他有価証券評価差額金 203,399 2.3 △2,320 △0.0

Ⅴ 自己株式 ※３ △900 △0.0 △25,083 △0.2

  資本合計 7,563,859 85.8 15,828,843 96.8

  負債・資本合計 8,820,106 100.0 16,355,228 100.0
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② 損益計算書 

  

 
  

前事業年度

(自 平成16年４月１日

 至 平成17年３月31日)

当事業年度

(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 ※１ 751,490 100.0 610,609 100.0

Ⅱ 売上原価 88,836 11.8 286,369 46.9

   売上総利益 662,654 88.2 324,240 53.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 広告販売費 1,071 1,484

 ２ 貸倒引当金繰入額 ― 54,998

 ３ 役員報酬 54,600 64,950

 ４ 従業員給料手当 60,678 67,837

 ５ 退職給付費用 510 130

 ６ 法定福利費 11,169 15,751

 ７ 福利厚生費 376 367

 ８ 交際費 17,592 4,955

 ９ 旅費交通費 1,202 6,200

 10 租税公課 27,051 58,187

 11 減価償却費 4,049 4,826

 12 賃借料 17,189 14,856

 13 支払手数料 14,851 4,378

 14 業務委託料 46,536 66,753

 15 決算株式事務費 55,057 82,096

 16 通信費 4,745 4,386

 17 リース料 5,792 1,281

 18 その他 5,688 328,164 43.7 9,602 463,044 75.8

   営業利益又は営業損失(△) 334,489 44.5 △138,804 △22.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 17,493 251,519

 ２ 匿名組合出資分配金 ― 51,797

 ３ 為替差益 68 ―

 ４ その他 5,828 23,390 3.1 9,791 313,108 51.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 新株発行費 4,972 428,052

 ２ 社債発行費 13,125 ―

 ３ その他 ― 18,098 2.4 3,352 431,405 70.7

   経常利益又は経常損失(△) 339,781 45.2 △257,101 △42.1
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前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

 至 平成17年３月31日)

当事業年度 

(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 

(％)

Ⅵ 特別利益

 １ 前期損益修正益 ※２ ― 21,021

 ２ 投資有価証券売却益 7,693 ―

 ３ 関係会社株式売却益 ― 1,115,887

 ４ 貸倒引当金戻入益 14,426 175,202

 ５ 新株予約権戻入益 ― 44,800

 ６ その他 2,000 24,119 3.2 ― 1,356,910 222.2

Ⅶ 特別損失

 １ 前期損益修正損 ※３ ― 2,723

 ２ 投資損失引当金繰入額 718,423 234,345

 ３ 社債償還損 ― 98,000

 ４ 営業投資有価証券評価減 ― 30,029

 ５ その他 10,000 728,423 96.9 ― 365,099 59.8

   税引前当期純利益又は 

   税引前当期純損失(△)
△364,522 △48.5 734,710 120.3

   法人税、住民税及び事業税 1,115 0.2 55,985 9.1

   当期純利益又は 

      当期純損失(△)
△365,637 △48.7 678,724 111.2

   前期繰越利益 882,471 401,795

   当期未処分利益 516,833 1,080,520
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③ 利益処分案 

  

 
  

 
  

前事業年度

株主総会承認日

(平成17年６月29日)

当事業年度

株主総会承認予定日

(平成18年６月28日)

区分 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 当期未処分利益 516,833 1,080,520

Ⅱ 利益処分額

1.配当金 94,037 409,326

2.役員賞与金 21,000 49,600

（うち監査役賞与金) (1,750) 115,037 (2,600) 458,926

Ⅲ 次期繰越利益 401,795 621,593
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重要な会計方針 

  

 
  

項目
前事業年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

   移動平均法による原価法を採用

しております。

(1) 子会社株式

   同左

(2) 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)

(2) 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。

 時価のないもの

   同左

（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、当事業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、当事業会計年度の投資有

価証券に含まれる当該出資の額は

585,000千円であります。

―――――

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

―――――   販売用不動産

   個別法による原価法を採用して

おります。

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

   定率法を採用しております。

  主な耐用年数

   建物       10～15年

   器具備品     ４～15年

(1) 有形固定資産

   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。

  主な耐用年数

   建物         10～15年

   器具備品      ４～15年

   リース資産      ５年

(2) 無形固定資産 

   ソフトウエア(自社利用)に

ついては、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法を採用

しております。

(2) 無形固定資産  

   同左

４ 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。

(1) 新株発行費 

 同左

(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。

(2)     ――――― 
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項目
前事業年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

５ 引当金の計上基準 (1)     ――――― 

  

(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、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。

(2) 貸倒引当金

 同左

(3) 投資損失引当金

   関係会社に係る損失に備えるた

め、当該会社の財政状態を勘案し

て必要額を引当計上しておりま

す。

(3) 投資損失引当金

 同左

 

 

 

 

(4) 退職給付引当金

   従業員の退職給付の支払に充て

るため、当事業年度末における退

職給付債務の見込額に基づき、当

事業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

６ 費用収益の計上基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投融資事業に関する売上・原価 

・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 

 

７ 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

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

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
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会計処理の変更 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当社は、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、当事業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、区分を超えた表示区分

の変更が生じるため、当該変更は会計方針の変更として扱

われることとなります。

この変更は、当社が従来から推し進めてまいりました「投

融資会社」への転換が当事業年度において完了したものと

判断し、当該実態を的確に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、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1,019,840千円並びに長期貸付

金1,160,972千円及び関係会社貸付金3,485,000千円がそ

れぞれ流動資産の営業投資有価証券並びに営業貸付金と

して表示されております。

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611,531千円が売上高として、また、対応する営業

外費用40,248千円が売上原価として表示されております。

この変更により、経常利益に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事業年度の売上総利益及び営

業利益は、それぞれ571,283千円増加しており、営業外損

益が同額減少しております。

(固定資産の減損に係る会計基準)

当事業年度より、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 

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

――――― （貸借対照表）

１ 前事業年度まで区分掲記しておりました「未収入

金」（当事業年度末2,787千円）は、資産総額の100

分の１以下であるため、当事業年度より流動資産の

「その他」に含めて表示しております。

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

外形標準課税

 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

されたことにともない、当事業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14,351千

円を販売費及び一般管理費として、処理しております。

 前事業年度において、子会社に対する貸付金

3,485,000千円を営業貸付金として流動資産に計上し、

これに係る受取利息458,362千円を売上高に計上してお

りましたが、子会社に対する貸付金は営業貸付金に該当

しないと認められるため、当事業年度においては子会社

に対する貸付金537,622千円を関係会社長期貸付金とし

て投資その他の資産に計上し、これに係る受取利息

251,392千円を営業外収益の受取利息に計上しておりま

す。
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

  

  当期中の発行済株式数の増加 

 
  

  

(損益計算書関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成17年３月31日)

当事業年度 
(平成18年３月31日)

 

※１ 関係会社に対する債権・債務

 売掛金 989千円

 未収営業貸付金利息 36,237千円

 営業貸付金 3,485,000千円

 未収入金 178千円
 

※１        ―――――

 

※２ 授権株数    普通株式 215,927千株

   発行済株式総数 普通株式 78,364千株
 

※２ 授権株数    普通株式 546,659千株

   発行済株式総数 普通株式 136,664千株

 

※３ 当社の保有する自己株式の数

        普通株式 6,035株
 

※３ 当社の保有する自己株式の数

       普通株式 222,575株

４ 平成14年6月25日開催の定時株主総会において、

下記の欠損てん補を行っております。

 資本準備金 2,256,194千円

４ 平成15年6月25日開催の定時株主総会において、

下記の欠損てん補を行っております。

 資本準備金 823,549千円

 

   平成15年6月25日開催の定時株主総会において、下

記の欠損てん補を行っております。

 資本準備金 823,549千円

 

５ 配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は203,399千

円であります。

５               ―――――

    

発行形態 区分 発行株式数（千株） 発行価格（円） 資本組入額（千円）

新株予約権の行使 第１回新株予約権 57,100 136 3,882,800

新株予約権の行使 第２回新株予約権 1,200 138 82,800

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※１ 関係会社に係る注記

   各項目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりであります。

売上 525,786千円

受取利息 5,796千円

 

 

 

※１ 関係会社との取引

受取利息 251,392千円

※２ 前期損益修正益の内容
過年度匿名組合出資分配
金

21,021千円

※３ 前期損益修正損の内容

過年度減価償却費 2,723千円
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リース取引関係 

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 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）

 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

61,075 61,075 ―

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内 ― 千円

１年超 ― 千円

合計 ― 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 11,259千円

減価償却費相当額 13,333千円

支払利息相当額 2,691千円
 

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

額法によっております。

  

５ 利息相当額の算定方法

  リース料総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。
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有価証券関係 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)及び当事業年度(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)における子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(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 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(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 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

未払事業税 5,841

繰延税金資産(流動)計 73,729

評価性引当額 △73,729

繰延税金資産(流動)の純額 ―
 

  (流動の部)

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 ―

 

  (固定の部)

繰延税金資産(固定) 千円

貸倒引当金 15,685

投資有価証券評価損 58,881

投資損失引当金 292,398

退職給付引当金 308

美術品評価損 16,232

繰越欠損金 248,181

繰延税金資産(固定)計 631,687

評価性引当額 △631,687

繰延税金負債(固定)の純額 ―

  

  (固定の部)

繰延税金資産(固定) 千円

貸倒損失 12,266

投資有価証券評価損 71,103

投資損失引当金 321,395

退職給付引当金 361

美術品等評価損 16,232

繰越消費税額 184

繰延税金資産(固定)計 421,543

評価性引当額 △421,543

繰延税金負債(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

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

   当事業年度は税引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を記

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

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因

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 0.3

住民税均等割 0.1

評価性引当額 △33.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 7.6
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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、第71期は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
前事業年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(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 96.26円 115.65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（△）

△5.00円 5.53円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

― 円 5.44円

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(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） △365,637 678,724

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）

△386,637 629,124

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 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

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・ファイナンス

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

が新規に組成するファンド、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

ージメント事業

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   1,115百万円

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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2. 役員の異動 

  

（1）代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

（2）その他の役員の異動 (平成18年6月28日付予定） 

①新任監査役候補  

監査役 浅井 和子（現 弁護士） 

監査役 古市  昇 （現 ポケットカード株式会社 総務部渉外担当部長） 

②退任予定監査役 

監査役 小林 周介 

監査役 千葉  了 

（注）新任監査役候補者 浅井 和子氏及び古市 昇氏は、会社法第２条第16号に定める社外 

    監査役であります。 
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Summary of Business Result for FY March 2006 (Non-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 Title of Executive Director 

 Name  Ikuo Kubota T E L 03-5213-3180 
Date of the meeting of board of directors May 22,2006 Interim dividend Yes 
Date of the Dividend payment June 29,2006 Date of annual shareholders’ meeting June 28,2006 
Trading unit share plan:  Yes (1000 shares per trading unit share)  
 
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 610 -18.7 -138 - -257 - 
March 2005 751  334 - 339 81.9 

  
 

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 678 - 5.53 5.44 5.8 -2.0 -42.1 
March 2005 -365 - -5.00 - -5.0 4.3 45.2 

(Note) 1. Average number of shares outstanding    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 

profit. 
(2) Dividend 

Annual dividend per share  

 Interim Year-end 

Annual total 
dividend 

Payout ratio Dividend rate on 
Stockholders’ 

Equity 
Million  yen  

March 2006 
March 2005 

Yen 
3.00 
1.20 

Yen 
- 
- 

Yen 
3.00 
1.20 

409 
94 

% 
54.3 

- 

% 
2.6 
1.2 

 
(3) Financial Position 

 Total Assets Shareholders’ Equity Shareholders’ equity 
to total assets 

Shareholders’ 
equity per share 

 ¥  Million  ¥  Million ％ ¥

March 2006 16,355 15,828 96.8 115.65 
March 2005 8,820 7,563 85.8 96.26 

(Note) Outstanding shares:  Mar.2006: 136,442,246 shares, Mar2005: 78,358,786 shares 
      Number of treasury shares: Mar.2006: 222,575 shares, Mar.2005: 6,035 shares 
 

 

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 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. 
 
 




