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1. 18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

(1) 経営成績                              （百万円未満切捨） 

 
  

 

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

 

 
  

2. 配当状況 

 

 
    

平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要

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11月15日 配当支払開始日 ―

単元株制度採用の有無 有(１単元千株)

売上高 営業利益 経常利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 18年９月中間期 2,383 (887.9) △ 145 ( － ) △ 187 ( － )

 17年９月中間期 241 (△30.6) △ 32 ( － ) △ 264 ( － )

 18 年 ３ 月 期 610 △ 138 △ 257

中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益
百万円 ％ 円 銭

 18年９月中間期 △ 210 ( － ) △ 1 21

 17年９月中間期 919 (638.5) 9 96

 18 年 ３ 月 期 678 5 53

(注) ①期中平均株式数 18年９月中間期 174,899,438株 17年９月中間期 92,398,377株 18年３月期 113,864,759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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率です。

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

 18年９月中間期 18,768 18,112 96.5 88 45

 17年９月中間期 15,665 15,538 99.2 117 43

 18 年 ３ 月 期 16,355 15,828 96.8 115 65

(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 204,769,066株 17年９月中間期 132,328,246株 18年３月期 136,442,246株

②期末自己株式数 18年９月中間期 222,666株 17年９月中間期 6,575株 18年３月期 222,575株

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 ― 3.00 3.00

19年３月期(実績) ― ―
未定

19年３月期(予想) ― 未定
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3. 業績予想の開示について 

 投・融資会社である当社では、その投資成果が業績に直結してまいります。四半期ごとの決算公表は実施

しておりますが、投資先に対する市場環境が大きく弊社の業績に影響し、投資先の将来の株価の上下等によ

り予想的中が困難であることから、当社では業績予想の公表はいたずらに投資家に誤解を与えかねないとの

懸念から控えさせていただいております。  

 しかし、当社では投資家の皆様にはその業績予想に替えて、中間決算短信（連結）の「経営成績及び財政

状態」の項目において、営業投資関連損益・営業投資有価証券残高・営業投資損失引当金・貸倒引当金の各

状況及びリース事業等の概況を盛り込み、投・融資会社としての特徴を反映した内容としております。更

に、「営業投・融資活動の状況」の項目にて、当中間連結会計期間における投・融資状況の詳細を記載し

て、内容の一層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、それ以外のタイムリーな企業情報開示に積極的に努め投資家の皆様のお役に立つ

よう改善を続けていく所存です。 
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6. 中間財務諸表等 

中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(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

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 4,402,245 3,322,828 1,612,296

２ 営業未収入金 30,950 72,421 51,958

３ 営業貸付金 2,016,180 2,525,314 2,609,414

４ 未収営業貸付金利息 1,183 115,854 19,791

５ 営業投資有価証券 4,812,963 3,838,195 5,775,240

６ 営業投資損失引当金 △2,346 △231,879 ―

７ 販売用不動産 ※2 ― 1,772,238 184,406

８ その他 ※3 142,597 114,730 256,193

貸倒引当金 ─ △57,162 △54,998

流動資産合計 11,403,775 72.8 11,472,541 61.1 10,454,301 63.9

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※1

(1) リース資産 1,042,552 4,229,492 2,853,312

(2) その他 14,100 363,679 13,389

有形固定資産合計 1,056,652 4,593,171 2,866,701

２ 無形固定資産 826 4,534 4,775

３ 投資その他の資産

(1) 関係会社株式 2,413,372 3,233,372 3,233,372

(2) 投資損失引当金 △572,538 △789,668 △789,668

(3) 関係会社

長期貸付金
1,315,731 203,809 537,622

(4) その他 48,137 50,677 48,123

投資その他の資産 

合計
3,204,702 2,698,190 3,029,449

固定資産合計 4,262,181 27.2 7,295,896 38.9 5,900,926 36.1

資産合計 15,665,956 100.0 18,768,437 100.0 16,355,228 100.0
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前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(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

(％)
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 ― 250,000 400,000

３ 一年内返済予定 

   長期借入金
※2 ― 16,317 ―

４ 未払法人税等 28,269 42,191 84,109

５ 役員賞与引当金 ― 20,000 ―

６ 繰延税金負債 22,981 ― ―

７ その他 74,295 42,550 41,457

流動負債合計 126,387 0.8 371,059 2.0 525,566 3.2

Ⅱ 固定負債

１ 長期借入金 ※2 ― 283,682 ―

２ 退職給付引当金 876 1,229 819

固定負債合計 876 0.0 284,911 1.5 819 0.0

負債合計 127,264 0.8 655,971 3.5 526,385 3.2

(資本の部)

Ⅰ 資本金 9,072,057 57.9 ― ― 9,367,697 57.3

Ⅱ 資本剰余金

１ 資本準備金 5,101,862 ― 5,397,502

資本剰余金合計 5,101,862 32.6 ― ― 5,397,502 33.0

Ⅲ 利益剰余金

１ 利益準備金 10,525 ― 10,525

２ 中間(当期)未処分 

  利益
1,321,748 ― 1,080,520

利益剰余金合計 1,332,274 8.5 ― ― 1,091,046 6.7

Ⅳ その他有価証券評価

    差額金
33,484 0.2 ― ― △2,320 △0.0

Ⅴ 自己株式 △987 △0.0 ― ― △25,083 △0.2

資本合計 15,538,692 99.2 ― ― 15,828,843 96.8

負債・資本合計 15,665,956 100.0 ― ― 16,355,228 100.0
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前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(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

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 ― ― 11,075,870 59.0 ― ―

２ 資本剰余金

(1) 資本準備金 ― 7,105,675 ―

資本剰余金合計 ― ― 7,105,675 37.9 ― ―

３ 利益剰余金

(1) 利益準備金 ― 10,525 ―

(2) その他利益剰余金

  繰越利益剰余金 ― 410,669 ―

利益剰余金合計 ― ― 421,195 2.2 ― ―

４ 自己株式 ― ― △25,088 △0.1 ― ―

株主資本合計 ― ― 18,577,653 99.0 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券評価 

   差額金
― ― △465,186 △2.5 ― ―

評価・換算差額等 

合計
― ― △465,186 △2.5 ― ―

純資産合計 ― ― 18,112,466 96.5 ― ―

負債・純資産合計 ― ― 18,768,437 100.0 ― ―
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② 中間損益計算書 

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日

 至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日

 至 平成18年９月30日)

前事業年度の

要約損益計算書

(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

(％)
金額(千円)

百分比

(％)

Ⅰ 売上高 241,230 100.0 2,383,185 100.0 610,609 100.0

Ⅱ 売上原価 93,304 38.7 2,237,126 93.9 286,369 46.9

売上総利益 147,926 61.3 146,058 6.1 324,240 53.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 180,570 74.8 291,358 12.2 463,044 75.8

営業損失(△) △32,644 △13.5 △145,299 △6.1 △138,804 △22.7

Ⅳ 営業外収益 ※1 163,203 67.7 33,520 1.4 313,108 51.3

Ⅴ 営業外費用 ※2 394,839 163.7 75,334 3.2 431,405 70.7

経常損失(△) △264,280 △109.5 △187,113 △7.9 △257,101 △42.1

Ⅵ 特別利益 ※3 1,312,110 543.9 ― ― 1,356,910 222.2

Ⅶ 特別損失 ※4 117,939 48.9 298 0.0 365,099 59.8

税引前中間(当期)

純利益又は中間純

損失(△)

929,890 385.5 △187,412 △7.9 734,710 120.3

法人税、住民税 

及び事業税
9,938 4.1 23,512 1.0 55,985 9.1

中間(当期)純利益

又は 

中間純損失(△)

919,952 381.4 △210,924 △8.9 678,724 111.2

前期繰越利益 401,795 401,795

中間(当期)未処分

利益
1,321,748 1,080,520
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③ 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計
資本金

資本準備金 利益準備金

その他 

利益剰余金 利益剰余金 

合計繰越 

利益剰余金

 平成18年３月31日残高 

        （千円）
9,367,697 5,397,502 10,525 1,080,520 1,091,046 △ 25,083 15,831,163

 中間会計期間中の 

 変動額

  新株の発行 1,708,172 1,708,172 3,416,345

  剰余金の配当（注） △ 409,326 △ 409,326 △ 409,326

   役員賞与（注） △ 49,600 △ 49,600 △ 49,600

  中間純損失 △ 210,924 △ 210,924 △ 210,924

  自己株式の取得 △ 4 △ 4

  株主資本以外の項目 

  の中間会計期間中の 

  変動額 (純額)

 中間会計期間中の 

 変動額合計  （千円）
1,708,172 1,708,172 － △ 669,851 △ 669,851 △ 4 2,746,489

 平成18年９月30日残高 

        （千円）
11,075,870 7,105,675 10,525 410,669 421,195 △ 25,088 18,577,653

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 

評価差額金

 平成18年３月31日残高 

        （千円）
△ 2,320 15,828,843

 中間会計期間中の 

 変動額

  新株の発行 3,416,345

  剰余金の配当（注） △ 409,326

   役員賞与（注） △ 49,600

  中間純損失 △ 210,924

  自己株式の取得 △ 4

  株主資本以外の項目 

  の中間会計期間中の 

  変動額 (純額)

△ 462,865 △ 462,865

 中間会計期間中の 

 変動額合計  （千円）
△ 462,865 2,283,623

 平成18年９月30日残高 

        （千円）
△ 465,186 18,112,466
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 資産の評価基準及び

評価方法

(1) 有価証券

 ①子会社株式
   移動平均法による
原価法を採用してお
ります。

(1) 有価証券

 ①子会社株式

  同左

  

(1) 有価証券

 ①子会社株式

  同左

 ②その他有価証券

  時価のあるもの
   中間決算日の市場
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
   中間決算日の市場
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
純資産直入法により
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
   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)

 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

 時価のないもの

  同左

(2)   ――――― (2) 販売用不動産
   個別法による原価
法を採用しておりま
す。

(2) 販売用不動産

   同左

２ 固定資産の減価償却

の方法

(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

   リース資産 ５年

   その他 ４～15年

(1) 有形固定資産

   同左

  

   

   

    

(1) 有形固定資産

   同左

 

(2) 無形固定資産
   ソフトウェア(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

(2) 無形固定資産

 同左

３ 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)   ――――― (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)   ――――― (2) 株式交付費
   支出時に全額費用
として処理しており
ます。

（会計処理の変更）
  当中間会計期間よ
り、「繰延資産の会
計処理に関する当面
の取扱い」（企業会
計基準委員会 平成
18年８月11日実務対
応報告第19号）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。

(2)   ―――――
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項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

４ 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
失見込額を計上して
おります。

(1) 営業投資損失引当金

 同左

(1) 営業投資損失引当金

 同左

  

(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

(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。

(4)   ―――――

(3) 投資損失引当金

   同左 

 

 

 

 

 

(4) 役員賞与引当金
   役員に対して支給
する賞与の支出に充
てるため、当事業年
度における支給見込
額に基づき、当中間
会計期間負担額を計
上しております。

（会計処理の変更）
   当中間会計期間よ
り、「役員賞与に関
する会計基準」（企
業会計基準第４号
平成17年11月29日）
を適用しておりま
す。

   この結果、従来の
方法に比べて、営業
損失、経常損失及び
税引前中間純損失
が、それぞれ20,000
千円増加しておりま
す。

(3) 投資損失引当金

 同左 

 

 

 

 

 

(4)   ―――――

(5) 退職給付引当金   

   従業員の退職給付
の支払に充てるた
め、当中間会計期間
末における退職給付
債務の見込額に基づ
き、計上しておりま
す。

(5) 退職給付引当金

   同左

(5) 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。
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項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

５ 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 

 

６ その他中間財務諸表

(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

消費税等の会計処理 

同左
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会計処理の変更 

   
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準)

当中間会計期間より、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。 

 

―――――

―――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等)

当中間会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号

平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号 平成17年

12月９日）を適用しております。  

 従来の資本の部の合計に相当す

る金額は、18,112,466千円であり

ます。  

 なお、中間財務諸表等規則の改

正により、当中間会計期間末にお

ける中間貸借対照表の純資産の部

については、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しておりま

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 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

(中間貸借対照表)

１ 前中間会計期間まで区分掲記しておりました「前

払費用」（当中間会計期間末 3,620千円）と「未収

入金」（当中間会計期間末 64,248千円）は、金額

的重要性がないため、当中間会計期間より流動資産

の「その他」に含めて表示しております。

２ 前中間会計期間まで区分掲記しておりました「建

物」（当中間会計期間末 6,807千円）と「器具備

品」（当中間会計期間末 7,293千円）は、金額的重

要性がないため、当中間会計期間より有形固定資産

の「その他」に含めて表示しております。

３ 前中間会計期間まで有形固定資産に対する減価償

却累計額は、当該各資産科目の控除科目としており

ましたが、金額的重要性がないため、当中間会計期

間より、当該各資産の全額から直接控除し、減価償

却累計額を注記する方法に変更しております。

４ 前中間会計期間まで区分掲記しておりました「未

払費用」（当中間会計期間末 2,174千円）、「預り

金」（当中間会計期間末 2,291千円）及び「未払配

当金」（当中間会計期間末 5,463千円）は、金額的

重要性がないため、当中間会計期間より流動負債の

「その他」に含めて表示しております。

(中間損益計算書) 

  前中間会計期間まで細目掲記しておりました営業

外収益、営業外費用、特別利益及び特別損失は、中

間財務諸表規則の原則的な方法に則り、当中間会計

期間よりそれぞれ「営業外収益」「営業外費用」

「特別利益」及び「特別損失」として一括表示し、

主要なものを注記する方法に変更しております。

―――――

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

――――― ―――――  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 

(中間貸借対照表関係) 

 
  

  

(中間損益計算書関係) 

 
  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

  88,454千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

  633,488千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

  274,493千円

※２    ―――――
 

※２ 担保に供している資産

販売用不動産 399,986千円

  担保に対応する債務    

一年内返済予
定長期借入金

16,317千円

長期借入金 283,682千円

※２    ―――――

※３ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。

※３ 消費税等の取扱い

   同左

※３    ―――――

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 104,689千円

組合出資分配金 51,797千円

 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 29,518千円

 

※１ 営業外収益で主要なもの

受取利息 251,519千円

組合出資分配金 51,797千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

新株発行費 394,839千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

株式交付費 68,790千円
 

※２ 営業外費用で主要なもの

新株発行費 428,052千円

 

※３ 特別利益のうち主要なもの

関係会社株式 
売却益

1,115,887千円

貸倒引当金 
戻入益

175,202千円  

※３    ―――――

 

※３ 特別利益のうち主要なもの

関係会社株式 
売却益

1,115,887千円

貸倒引当金 
戻入益

175,202千円

 

※４ 特別損失のうち主要なもの

投資損失引当金 
繰入額

17,215千円

社債償還損 98,000千円  

※４ 特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 298千円

 

※４ 特別損失のうち主要なもの

投資損失引当金 
繰入額

234,345千円

社債償還損 98,000千円

 

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 79,451千円

無形固定資産 80千円
 

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 360,285千円

無形固定資産 539千円
 

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 265,453千円

無形固定資産 361千円
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。  

  

前事業年度末 

株式数（株）

当中間会計期間 

増加株式数（株）

前中間会計期間 

減少株式数（株）

当中間会計期間末 

株式数（株）

 普通株式（注） 222,575 91 ― 222,666

合 計 222,575 91 ― 222,666

14



（リース取引関係） 

 
  

  

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(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）

 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）

 該当事項はありません。    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。

   同左
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(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）

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) リース物件の取得価額、減価償

却累計額、減損損失累計額及び

中間期末残高

リース資産

取得価額 
      (千円)

1,120,000

減価償却累計
額    (千円)
(注) 

77,448

中間期末残高
      (千円)

1,042,552

 

(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

中間期末残高

リース資産

取得価額
   (千円)

4,730,000

減価償却累計
額   (千円)
(注)

599,872

中間期末残高
      (千円)

4,130,127

 

 (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

リース資産

取得価額 
   (千円)

2,995,300

減価償却累計
額   (千円)
(注)

252,063

期末残高
     (千円)

2,743,237

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 136,458千円

１年超 980,949千円

合計 1,117,407千円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 677,914千円

１年超 3,734,115千円

合計 4,412,030千円
 

(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 4,050千円

減価償却費(注) 77,448千円

受取利息相当額 1,458千円
 

(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 334,518千円

減価償却費(注) 347,638千円

受取利息相当額 115,602千円
 

(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。

(4) 利息相当額の算定方法 

同左

(4) 利息相当額の算定方法  

同左

(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。

(減損損失について)

   同左

(減損損失について) 

   同左
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末（平成18年３月31日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

（１株当たり情報） 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
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（重要な後発事象） 

 
  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日)

 当社は、平成17年12月１日開催の

取締役会決議に基づき、平成17年12

月19日に新株予約権を発行しまし

た。

1. 募集等の方法 

   第三者割当 

2. 新株予約権の数  

   6,500(個)  

   (１個当たり10,000株)  

3. 新株予約権の目的となる株式の種  

  類及び数 

   普通株式 65,000,000株  

4. 新株予約権の発行価額 

   １個当たり 10,000円 

5. 新株予約権の行使時の払込金額  

   １株当たり 137円 

6. 新株予約権の行使により株式を発  

  行する場合の株式の発行価格及び  

  資本組入額  

   発行価格  １株当たり138円 

   資本組入額 １株当たり 69円 

7. 新株予約権の行使期間 

   平成17年12月20日から平成18 

   年６月19日 

8. 新株予約権の行使の条件 

   新株予約権の一部行使はでき 

   ないものとする。 

9. 新株予約権の譲渡に関する事項 

   譲渡制限は付していない。 

 

――――― 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

締役会の決議により、株主割当の方

法によって平成18年６月20日を払込

期日として、新株式を以下のとおり

発行いたしました。

1. 株式の種類 

   株式会社クオンツ 普通株式 

2. 発行株式数 

   68,326,911株 

3. 発行価額 

   １株につき 50円 

4. 発行価額の総額 

   3,416,345,550円 

5. 資本組入額 

   １株につき 25円 

6. 配当起算日 

   平成18年４月１日 

7. 新株発行日 

   平成18年６月20日   

18



Summary of Business Result for 1st half of FY March 2007(Non-Consolidated) 
Date: Nov. 15,2006 

  

 - 1 - 

 

 

1 Business Results for 1st half of FY March 2007  (April 1, 2006 － September 30, 2006) 
(1) Results of Operations                                                 （Note: Rounded down to ¥ Million） 
 Net Sales Operating Income Recurring Income 
 ¥  Million % ¥  Million % ¥  Million % 

1st half Sep. 2006 2,383 887.9 -145 - -187 - 
1st half Sep. 2005 241 -30.6 -32 - -264 - 
FY March 2006 610  -138  -257  
   

 
Net Income Net Income 

Per Share 
 ¥  Million % ¥ 

1st half Sep. 2006 -210 - -1.21 
1st half Sep. 2005 919 638.5 9.96 
FY March 2006 678  5.53 

[NOTE] 

① Outstanding averaged number of shares:  174,899,438 shares in 1st half Sep. 2006,  92,398,377 shares in 1st half Sep. 2005, 113,864,759 shares in FY Mar. 2006 
② Change in accounting method: No 
③ Percentages for net sales, operating income, recurring income and net income represent change from the prior-year. 
    
(2) Financial Conditions                                        （Note: Rounded down to ¥ Million） 

    
(3) Dividend 

 1st half ended per 
share 

The end of  the 
term per share Annual per share 

    ¥      ¥ ¥ 

FY March 2006 - 3.00 3.00 

FY March 2007(actual results) - - 

FY March 2007(supposition) - Undecided 
Undecided 

 

 

 

 

 

C o m p a n y Quants Inc. Registered on the JASDAQ 
Stock Code 6811 （URL http://www.quants.co.jp） 

  Head office location:  Tokyo 
Date of the meeting of board of directors Nov. 15, 2006   
Trading unit share plan: Yes  (1000 shares per trading unit share) 
Representative Kyota Yamada (CEO)  
C o n t a c t Title  Corporate Strategy Executive Officer 

 Name  Ikuo Kubota T E L 03-5213-3180  

 Total Assets Shareholders’ equity Shareholders’ equity ratio Shareholders’ 
equity per share 

 ¥  Million  ¥  Million ％ ¥ 

1st half Sep. 2006 18,768 18,112 96.5 88.45 
1st half Sep. 2005 15,665 15,538 99.2 117.43 
FY March 2006 16,355 15,828 96.8 115.65 
[NOTE] 
1 Outstanding shares:  204,769,066 shares in 1st half Sep. 2006, 132,328,246 shares in 1st half Sep. 2005,  136,442,246 shares in FY Mar. 2006  
2 Number of treasury shares:  222,666 shares in 1st half Sep. 2006,    6,575 shares in 1st half  Sep. 2005,   222,575 shares in FY Mar. 2006 
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1 Forecast of Financial Performance in FY March 2007 (April 1, 2006 － March 31, 2007) 
This company is a investment and finance company and its main revenue is invesmtment return. We do not issue 
earnings estimate for FY March 2007 because it is extremely difficult to forecast investment return, which is being 
affected by market environments. But instead of earnings estimate, we have showed each conditions of Operating 
investment allied profit and loss, Operating investment securities balance, Operating investment loss provision, 
allowance for bad debt and Details of Lease business etc. on the Business results and Financial conditions heading of 
“Summary of Business result for 1st half of FY March 2007(Consolidated)”, which reflected as a feature of investment 
and finance company. Besides showing details of investment and finance conditions for this interim consolidated 
accounting period on the activity of oprating investment and finance, it strives to enrich the contents much more. Also 
we still make an effort to enhance quarterlily reportings and provide timely disclosure. 
 




