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1. 18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 
 (1) 連結経営成績                            （百万円未満切捨） 

 
  

 

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

 

 
  
 (3) 連結キャッシュ・フローの状況                    （百万円未満切捨） 

 
  
 (4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

 
  
 (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

 
  
   

平成19年３月期 中間決算短信（連結）

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
米国会計基準採用の有無  無

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 2,876 (495.2) 172 ( － ) 110 ( － )

17年９月中間期 483 (△92.0) △ 26 ( － ) △ 350 ( － )

18 年 ３ 月 期 1,234 △ 34 △ 286

中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益
潜在株式調整後

１株当たり中間(当期)純利益
百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 86 (△88.3) 0 49 － －

17年９月中間期 738 ( － ) 8 00 7 73

18 年 ３ 月 期 836 6 91 6 80

(注) ①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数(連結) 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

③会計処理の方法の変更 無

④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。

⑤潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、18年９月中間期は潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

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 17,918 17,245 96.2 84 22

17年９月中間期 14,250 14,130 99.2 106 78

18 年 ３ 月 期 15,372 14,757 96.0 107 80

(注) 期末発行済株式数(連結) 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

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９月中間期 275 △2,090 3,098 3,378

17年９月中間期 △ 2,600 646 5,547 4,566

18 年 ３ 月 期 △ 4,570 △ 753 6,461 2,098

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) －社 (除外) －社 持分法(新規) －社 (除外) －社
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2. 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、「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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1. 企業集団の状況 

当社グループは、当社、連結子会社12社及び非連結子会社２組合で構成されており、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、前連結会計年度より、

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 

   国内非連結子会社 ２組合：  イーラックス１号未公開株投資事業組合 

                 イーラックス２号未公開株投資事業組合 

  

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

                       Quants Capital (Hong Kong) Limited  

                            昿析投資管理顧問(上海)有限公司   

                                昿思投資顧問(上海)有限公司 ＊                  

                  ＊（2006年9月20日付けで会社清算しております） 
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当社グループの事業内容 

当社グループの事業は、投資事業、融資事業、リース事業、その他の事業に大別されます。その事業資

金は、株主の皆様からの増資や銀行などからの借り入れにより調達されており、調達資金は投・融資政策

委員会の決定により前記の４事業にバランスよく配分、投・融資されております。一旦実行された案件に

関しましては、原則として四半期ごとに開催される投・融資評価委員会においてこれを厳格に時価評価

し、投下資金の毀損がないか検討し、必要に応じ投資先を指導するとともに、投下資金の保全、回収及び

収益の確保に対する基本方針を確認・実行しております。 

 確保された収益は、各種費用が差し引かれた後、当社決算に当期純利益として計上され、株主の皆様に

配当金として還元されます。  

  

〔投資事業について〕 

投資事業には、有価証券、不動産、そしてこれらの分野への投資が実行されるまでの間の余資の有効活

用のための、短期のファンド運用等があります。  

 有価証券投資では、上場株式・未公開株式に投資して、配当及びキャピタルゲインを得ております。上

場株投資ではバリュー投資を第一とし、また期待収益率の高い投資として、再生可能会社・非効率経営会

社への集中投資（Ｍ＆Ａを含む）を基本としています。一方、未公開株投資では基本的にレイトステージ

投資に徹し、早く、そして高いキャピタルゲインの回収を図っております。  

 不動産投資では、優良賃貸物件・不動産証券に投資し、賃料、分配金及びキャピタルゲインを得ており

ます。また、総投資額の約10％を目処として自社開発の毎月決算型株価指数ファンドで運用し、そこから

生ずる運用益及び配当を得ております。  

  

〔融資事業について〕 

融資事業では、融資は原則的に、当社グループの投資先未公開企業のみであり、一般に融資業務を行っ

ているわけではありません。当社投資先であり会計業務等を受託している企業を中心に、担保付融資（株

式担保融資、ファクタリングなど）を行っております。その実行に関しましては安全第一を原則として、

貸付先ごとの体力に見合った範囲内での融資を方針としております。 

  

〔リース事業について〕 

リース事業は、広義の融資事業の一環として、リース契約に基づいて投資先企業育成及び販売支援（セ

ールス＆リースバック等）のため、資金供給するとともに、そこからのリース収入を得ております。 

  

〔その他の事業について〕 

投資家の皆様から出資いただいた資金で投資事業組合を組成し、その組合を通じて投資を行っているケ

ースがあります。この場合には、これら投資事業組合を運営・管理することの対価として、管理報酬及び

成功報酬を得ております。 

  その他、他社のエクイティファイナンス、借入金の紹介報酬、経理事務等の事務代行報酬、販売用不

動産からの不動産賃貸収入等を得ております。 
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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、積極的かつバランスよく短・

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、当社による直接投資の他、「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・融資先の事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「社会に貢献で

きる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「感謝の心」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、前期より配当金決定に際し、ＢＰＳ（１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ております。  

 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。更に平成18年３月期につき

ましては、前期から１円80銭増配し１株当たり３円の配当とさせていただきました。 

 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基本方針等 

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、負債及び純資産は投・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、
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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い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（平成18年10月２日よりジャスダック市場の金融・保険業ポストに移転済）。 

  「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、一刻も早い投資の回収に努め、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、手数料収入をあ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Ｍ＆Ａを含む新しい投資手法の設計・開発・確立  

 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

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
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とを念頭に課題を克服し、利益追求してい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、別途公表しておりますコーポレート・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 

当中間連結会計期間の経営環境は、企業収益の改善により民間設備投資の増加傾向が続く一方、個人

消費も堅調で、国内経済は総じて良好に推移いたしました。ただ、景気の先行指標と言われる株式市場

は、大型株こそ堅調に推移したものの、中小型株が多い新興市場は依然不安定な動きが続きました。ま

た、不動産市場においては、投資意欲は依然根強いものの、実際の投資に当たっては金利裁定の観点か

ら慎重な動きがみられました。 

 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・融資会社である当社グループの連結売上高の構成は、  

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 不動産投資事業収入  

 ⑥ ファンド運営報酬、コンサルティング受託報酬、業務代行報酬等  

であり、当中間連結会計期間の連結売上高は28億76百万円（前年同期比495.2％増）と、前中間連結会

計期間に比べ大幅な増収となりました。これは、前連結会計年度中において、当社グループが投・融資

会社としての企業集団に順調に移行したことや、これを的確に反映した会計処理が行われたことに起因

いたしております。具体的な事象といたしましては、 

①当社グループが投資目的で保有する営業投資有価証券の売却時において、その売却収入を売上高と

して計上することとなったこと 

②連結子会社における短期的な売買差益の獲得（トレーディング）を目的とした株価指数先物取引及

び株価指数オプション取引が、当中間連結会計期間に好調な運用成績を収めたこと 

③連結子会社におきまして、投資に関連するコンサルティングを受託し、その受託報酬がグループの

売上高を押し上げたこと 

などであります。 

経常利益は、１億10百万円（前年同期は３億50百万円の損失）と黒字転換いたしました。増収に伴い

売上総利益が増加したことが主な要因でありますが、投資先企業の純資産の減少を反映して売上原価に

２億31百万円の営業投資損失引当金繰入額を計上したことや、当社が実施した株主割当有償増資に伴い

営業外費用に株式交付費68百万円が一括計上されるなどの利益圧迫要因もありました。株式交付費は、

当社事業推進のための投資資金調達（増資）に付随して発生する財務費用であることをご理解いただけ

ればと存じます。 

中間純利益は86百万円（前年同期は７億38百万円）となりました。前中間連結会計期間には、不動産

事業を営む連結子会社の株式を売却したことに伴う特別利益９億68百万円が計上されましたが、当中間

連結会計期間においては、これに相当する事象は発生いたしませんでした。前年同期には及ばなかった

ものの、当中間連結会計期間におきましても順調に利益を確保することができました。  

 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。当中間連結会計期間における各事業の営業活動の状況は以下のとおりとなっております。 
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〔投資事業〕 

（投資活動の状況） 

当中間連結会計期間における投資実行額は、４社で１億15百万円（前年同期は５社で40億15百万円）

となりました。当社において、既投資先である香港市場上場会社への投資を強化するとともに、連結子

会社においても、国内新興市場上場会社３社に対して投資を実行いたしました。当中間連結会計期間の

投資活動はこのような小幅な推移でありましたが、下期には優良投資先に対して投資活動を積極かつ慎

重に進めてまいる所存であります。 

 なお、前連結会計年度から実行しているヘッジ・ファンド型の自己資金運用は好調な成績をおさめま

したが、更に実績を積み重ね、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「４．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） 

当中間連結会計期間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） 

当中間連結会計期間は、保有株式の売却及び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が良好な収益を計上したことから、営業投

資有価証券売却額20億50百万円から営業投資有価証券売却原価16億96百万円を控除した総利益は、３億

54百万円（前年同期は69百万円）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２億31百万円（前年同期は２百万円）計上しました。その結果、営業投資関連損

益は１億58百万円の利益（前年同期は66百万円の利益）となりました。今後も充分に検討し良好と判断

できる投資案件に挑戦して参りたいと思っております。 

（単位：千円）

 
  

（営業投資有価証券残高の状況） 

当中間連結会計期間における、時価のある営業投資有価証券の残高は15億54百万円（前連結会計年度

末は20億50百万円）であります。  

 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、５億３百万円の評価損（前連結会計年度末は61百万円の評価益）であり、このうち時価が取得

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間  前連結会計年度

(自 平成17年４月１日 (自 平成18年４月１日 (自 平成17年４月１日

  至 平成17年９月30日)  至 平成18年９月30日)   至 平成18年３月31日)

営業投資有価証券売上高 162,457 2,086,876 453,382

営業投資有価証券売却額(Ａ) 162,457 2,050,668 453,382

営業投資有価証券利息配当金 － 36,208 －

営業投資有価証券売上原価 93,265 1,696,359 191,052

営業投資有価証券売却原価(Ｂ) 93,265 1,696,359 191,052

営業投資有価証券評価損 － － －

営業投資損失引当金繰入額 2,346 231,879 34,615

営業投資関連損益 66,844 158,637 227,714

キャピタルゲイン(Ａ)－(Ｂ) 69,191 354,309 262,329
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原価を超えるものが１億75百万円（前連結会計年度末は１億93百万円）、時価が取得原価を超えない

ものが６億78百万円（前連結会計年度末は１億31百万円）であります。  

 この結果、当中間連結会計期間末の全営業投資有価証券残高は、売却したものを除き時価ベースで46

億29百万円（前連結会計年度末は66億91百万円）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。  

 当中間連結会計期間におきましては２億31百万円の追加引当をしたため、営業投資損失引当金残高

は、２億66百万円（前連結会計年度末は34百万円）となりました。  

 この結果、当中間連結会計期間末における営業投資有価証券残高46億29百万円に対する投資損失引当

率は、5.8％（前連結会計年度末は0.5％）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、当中間連結会計期間におい

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、当中間連結会計期間末の営業貸付金残高は30億５百万円（前連結会計年度末は26

億９百万円）となり、営業貸付金利息収入は１億65百万円（前年同期は１億30百万円）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においては、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

貸倒損失が発生するおそれのある場合があります。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。  

 当中間連結会計期間におきましては２百万円の追加引当をしたため、貸倒引当金残高は、57百万円

（前連結会計年度末は54百万円）となりました。当中間連結会計期間末における営業貸付金残高30億５

百万円に対する貸倒引当率は、1.9％（前連結会計年度末は2.1％）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、リース事業の強化を行っております。前連結会計年

度より、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。これにより当中間連結会計期間末のリース資産は48億49百万円、リース

料収入は３億42百万円（前年同期は１億31百万円）となり、リース事業による売上高は順調に推移して

おります。 

  

〔その他事業〕 

その他事業は、投資事業組合等運営報酬、コンサルティング受託報酬、不動産賃貸収入、業務受託・

事務代行報酬等により構成されております。  

10



 当中間連結会計期間のその他事業売上高は２億81百万円（前年同期は58百万円）となりました。内

訳は、投資事業組合等運営報酬が23万円、コンサルティング受託報酬が２億47百万円、不動産賃貸収入

が15百万円、業務受託・事務代行報酬等が17百万円となっております。  

  

(2) 財政状態 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、営業投資有価証券の売却等による営業活動によ

るキャッシュ・フローの増加や、株主割当増資を実施したことによる財務活動によるキャッシュ・フロ

ーの増加により、33億78百万円となりました。 

  

(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、販売用不動産の購入や営業貸付金の増加に伴う支出があった

ものの、前連結会計年度に積極的に取得を進めた営業投資有価証券の売却や、コンサルティング受託報

酬などがこれを吸収したことにより、2億75百万円の資金流入（前中間連結会計期間は26億円の資金流

出）となりました。 

  

(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、リース事業の推進に伴い有形固定資産を継続的に取得したこ

とにより、20億90百万円の資金流出（前中間連結会計期間は６億46百万円の資金流入）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、株主割当増資による収入が33億47百万円あったことにより、

30億98百万円の資金流入（前中間連結会計期間は55億47百万円の資金流入）となりました。 

  

(3）事業等のリスク 

中間決算短信（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、当中間連結会計期間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の上場株式・株価指数先物・オプションへの投資、及び

未上場企業の株式・社債への投資を行っております。上場株式・株価指数先物・オプションへの投資に

おきましては、各株式市場における相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、時価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、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。 
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(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、未上場企業の株式・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、貸倒損失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

または貸倒引当金繰入額が発生し、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

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または引当金や貸

倒損失または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 

  

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） 

① 設立したファンド 

 
  

② 設定額が増加したファンド 

 
  

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） 

① 新規に設立したファンド 

  該当事項はありません。 

  

② 設定額が増加したファンド 

  該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自 平成17年４月１日 (自 平成18年４月１日 (自 平成17年４月１日

  至 平成17年９月30日)  至 平成18年９月30日)  至 平成18年３月31日)

社数 金額(千円) 社数 金額(千円) 社数 金額(千円)

株式等 5 4,015,281 4 115,031 14 10,592,806

社 債 ― ― ― ― 1 100,000

合 計 5 4,015,281 4 115,031 15 10,692,806

（単位：千円）

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度

(平成17年９月30日) (平成18年９月30日) (平成18年３月31日)

営業投資有価証券 5,140,644 4,629,210 6,691,819

営業投資損失引当金 △ 2,346 △ 266,495 △ 34,615

合 計 5,138,297 4,362,715 6,657,203

名   称 投資対象 設立年月日 設定額（千円）

ＱＣバイアウト１号投資事業組合 非上場株式 平成17年６月15日 320,000

ＱＣバイアウト２号投資事業組合 投資組合出資 平成17年８月23日 2,000,000

ＱＣ事業支援１号投資事業組合 上場株式 平成17年８月23日 618,700

合   計 ― ― 2,938,700

名   称 投資対象 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 投資組合出資
平成17年７月12日 820,071

平成17年８月26日 700,000

合   計 ― ― 1,520,071
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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） 

① 設立したファンド 

 
  

② 設定額が増加したファンド 

 
  

  

(4) 投資先企業新規株式公開状況 

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） 

  該当事項はありません。 

  

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） 

  該当事項はありません。 

  

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） 

  該当事項はありません。 

  

  

(5) 営業貸付金の状況 

 
  

名   称 投資対象 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 非上場株式 平成17年６月15日 320,000

ＱＣバイアウト２号投資事業組合 投資組合出資 平成17年８月23日 2,000,000

ＱＣ事業支援１号投資事業組合 上場株式 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 非上場株式 平成17年12月19日 205,000

ＱＣバイアウト３号投資事業組合 上場株式 平成18年１月５日 700,000

合   計 ― ― 3,843,700

名   称 投資対象 増加年月日 設定増加額(千円)

投資組合出資
平成17年７月12日 820,071

ＱＣバイアウト１号投資事業組合 平成17年８月26日 700,000

非上場株式 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 非上場株式 平成18年３月30日 100,000

合   計 ― ― 2,400,071

（単位：千円）

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度

(平成17年９月30日) (平成18年９月30日) (平成18年３月31日)

営業貸付金 2,016,180 3,005,314 2,609,414

貸倒引当金(流動) ― △ 57,162 △ 54,998

合  計 2,016,180 2,948,152 2,554,415
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(6) リース事業固定資産の状況 

（単位：千円）

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度

(平成17年９月30日) (平成18年９月30日) (平成18年３月31日)

リース資産 1,120,000 4,849,000 3,114,300

減価償却累計額 △ 77,448 △ 619,507 △ 260,988

合 計 1,042,552 4,229,492 2,853,312
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5. 中間連結財務諸表等 

中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(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 4,566,036 3,378,905 2,098,915

２  営業未収入金 30,502 72,041 53,262

３  営業貸付金 2,016,180 3,005,314 2,609,414

４  未収営業貸付金利息 1,183 129,267 19,791

５  営業投資有価証券 5,140,644 4,629,210 6,691,819

６  営業投資損失引当金 △2,346 △266,495 △34,615

７  たな卸資産 ※2 ― 1,772,238 184,406

８  その他 860,489 412,144 644,135

貸倒引当金 ― △57,162 △54,998

流動資産合計 12,612,689 88.5 13,075,465 73.0 12,212,130 79.4

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 177,468 367,696 18,354

有形固定資産合計 1,220,020 8.6 4,597,188 25.7 2,871,666 18.7

２ 無形固定資産

(1) 連結調整勘定 268,598 ― 224,330

(2) のれん ― 180,061 ―

(3) その他 88,836 4,534 4,775

無形固定資産合計 357,434 2.5 184,596 1.0 229,106 1.5

３ 投資その他の資産

(1) その他 60,055 61,630 59,110

投資その他の資産合計 60,055 0.4 61,630 0.3 59,110 0.4

固定資産合計 1,637,511 11.5 4,843,415 27.0 3,159,883 20.6

資産合計 14,250,201 100.0 17,918,881 100.0 15,372,013 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(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 1,050 ― ―

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 29,398 44,187 84,731

５ 繰延税金負債 22,981 ― ―

６ その他 65,636 77,945 128,790

流動負債合計 119,067 0.8 388,450 2.2 613,522 4.0

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

固定負債計 876 0.0 284,911 1.6 819 0.0

負債合計 119,944 0.8 673,362 3.8 614,341 4.0

(少数株主持分)

少数株主持分 ― ― ― ― ― ―

(資本の部)

Ⅰ 資本金 9,072,057 63.7 ― ― 9,367,697 60.9

Ⅱ 資本剰余金 5,101,862 35.8 ― ― 5,397,502 35.1

Ⅲ 利益剰余金 △141,629 △1.0 ― ― △43,636 △0.3

Ⅳ その他有価証券

  評価差額金
40,538 0.3 ― ― 53,727 0.4

Ⅴ 為替換算調整勘定 58,415 0.4 ― ― 7,464 0.1

Ⅵ 自己株式 △987 △0.0 ― ― △25,083 △0.2

資本合計 14,130,257 99.2 ― ― 14,757,672 96.0

負債・少数株主持分及

び資本合計
14,250,201 100.0 ― ― 15,372,013 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(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 61.8 ―

２ 資本剰余金 ― 7,105,675 39.7 ―

３ 利益剰余金 ― △416,383 △2.3 ―

４ 自己株式 ― △25,088 △0.2 ―

 株主資本合計 ― 17,740,073 99.0 ―

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券 

  評価差額金
― △498,081 △2.8 ―

２ 為替換算調整勘定 ― 3,527 0.0 ―

評価・換算差額等合計 ― △494,554 △2.8 ―

Ⅲ 少数株主持分 ― ― ― ―

純資産合計 ― 17,245,519 96.2 ―

負債・純資産合計 ― 17,918,881 100.0 ―
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② 中間連結損益計算書 

 
  

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)

前連結会計年度の

要約連結損益計算書

(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 483,324 100.0 2,876,765 100.0 1,234,597 100.0

Ⅱ 売上原価 229,735 47.5 2,299,309 79.9 626,999 50.8

売上総利益 253,588 52.5 577,456 20.1 607,598 49.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 280,414 58.0 404,767 14.1 642,411 52.0

営業利益又は営業

損失(△)
△26,825 △5.6 172,689 6.0 △34,812 △2.8

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 31,104 10,379 71,739

２ 受取手数料 ― 2,207 ―

３ 消費税等還付加算金 ― 1,649 ―

４ 為替差益 ― ― 51,919

５ 匿名組合出資分配金 64,413 ― 51,797

６ その他 5,850 101,369 21.0 359 14,595 0.5 8,866 184,322 14.9

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 ─ 1,132 ─

２ 新株発行費 394,839 ─ 435,311

３ 株式交付費 ─ 68,790 ─

４ 為替差損 ─ 1,595 ―

５ その他 29,916 424,755 87.9 5,400 76,918 2.7 330 435,641 35.3

経常利益又は経常

損失(△)
△350,212 △72.5 110,366 3.8 △286,131 △23.2

Ⅵ 特別利益

１ 前期損益修正益 ※4 25,825 ― 31,413

２ 固定資産売却益 ※2 ― ― 64,949

３ 関係会社株式売却益 968,464 ― 968,464

４ 新株予約権戻入益 ― ― 44,800

５ 貸倒引当金戻入益 216,013 1,210,303 250.4 ― ― ― 217,714 1,327,341 107.5

Ⅶ 特別損失

１ 前期損益修正損 ※5 13,282 ― 18,870

２ 固定資産除却損 ※3 ─ 298 778

３ 関係会社株式売却損 ─ ― 140

４ 社債償還損 98,000 ― 98,000

５ その他 ─ 111,282 23.0 ― 298 0.0 30,029 147,819 11.9

税金等調整前中間

(当期)純利益
748,808 154.9 110,067 3.8 893,390 72.4

法人税、住民税及

び事業税
10,083 2.1 23,887 0.8 56,672 4.6

中間(当期)純利益 738,725 152.8 86,179 3.0 836,718 67.8
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③ 中間連結剰余金計算書 

 
  

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)

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)

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 1,431,902 1,431,902

Ⅱ 資本剰余金増加高

１ 増資による新株の発行 3,669,960 3,669,960 3,965,600 3,965,600

Ⅲ 資本剰余金中間期末 

(期末) 残高
5,101,862 5,397,502

（利益剰余金の部）

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △762,317 △762,317

Ⅱ 利益剰余金増加高

１ 中間（当期）純利益 738,725 738,725 836,718 836,718

Ⅲ 利益剰余金減少高

１ 配当金 94,037 94,037

２ 役員賞与 21,000 21,000

３ 連結子会社増加に伴う 

利益剰余金の減少高
3,000 118,037 3,000 118,037

Ⅳ 利益剰余金中間期末 

(期末) 残高
△141,629 △43,636
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④ 中間連結株主資本等変動計算書 

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) 

  

 
  

 
（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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 平成18年３月31日残高    （千円） 9,367,697 5,397,502 △ 43,636 △ 25,083 14,696,480

 中間連結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

  役員賞与（注） △ 49,600 △ 49,600

  中間純利益 86,179 86,179

  自己株式の取得 △ 4 △ 4

   株主資本以外の項目の中間連結 

   会計期間中の変動額（純額）

 中間連結会計期間中の変動額合計 

               （千円）
1,708,172 1,708,172 △ 372,747 △ 4 3,043,593

 平成18年９月30日残高    （千円） 11,075,870 7,105,675 △ 416,383 △ 25,088 17,740,073

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 

評価差額金

為替換算 

調整勘定

評価・換算 

差額等合計

 平成18年３月31日残高    （千円） 53,727 7,464 61,192 14,757,672

 中間連結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

  中間純利益 86,179

  自己株式の取得 △ 4

   株主資本以外の項目の中間連結  

   会計期間中の変動額（純額）
△ 551,809 △ 3,937 △ 555,746 △ 555,746

 中間連結会計期間中の変動額合計 

               （千円）
△ 551,809 △ 3,937 △ 555,746 2,487,846

 平成18年９月30日残高    （千円） △ 498,081  3,527 △ 494,554 17,245,519
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⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

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)

前連結会計年度の

要約連結キャッシュ・

フロー計算書

(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) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純利益 748,808 110,067 893,390

減価償却費 109,028 361,773 328,900

のれん償却額 ― 44,268 ―

連結調整勘定償却 44,268 ― 88,536

営業投資損失引当金の増減額 △817,571 231,879 34,615

貸倒引当金の増減額 △260,432 2,163 △162,715

役員賞与引当金の増減額 ― 20,000 ―

退職給付引当金の増減額 119 409 61

受取利息及び受取配当金 △31,104 △10,379 △71,739

支払利息 ― 1,132 ―

匿名組合出資分配金 △51,797 ― △51,797

為替差損益 △407 1,178 △4,772

固定資産除却損 ― 298 778

関係会社株式売却益 △968,464 ― △968,464

関係会社株式売却損 ― ― 140

新株発行費 394,839 ― 435,311

株式交付費 ― 68,790 ―

社債償還損 98,000 ― 98,000

売上債権の増減額 750 △128,189 △43,282

たな卸資産の増減額 ― △1,492,832 △184,406

営業投資有価証券の増減額 △2,399,233 1,511,326 △4,623,965

営業貸付金の増減額 588,059 △395,900 1,557

役員賞与の支払額 △21,000 △49,600 △21,000

その他 △116,136 54,956 △473,710

小計 △2,682,271 331,343 △4,724,563

利息及び配当金の受取額 84,259 1,932 155,559

利息の支払額 ― △437 ―

法人税等の支払額 △2,651 △57,650 △1,627

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,600,664 275,188 △4,570,631
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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)

前連結会計年度の

要約連結キャッシュ・

フロー計算書

(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) 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 △1,123,006 △2,087,054 △3,119,321

無形固定資産の取得による支出 ― △298 △4,231

投資有価証券の払戻しによる収入 585,000 ― 585,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式

の売却による収入
1,413,981 ― 1,413,841

貸付による支出 △260,445 ― △336,880

貸付金の回収による収入 32,317 ― 437,728

敷金保証金の戻入による収入 ― 14 1,448

敷金保証金の差入による支出 △501 △2,854 △1,407

その他 △489 ― 270,355

投資活動によるキャッシュ・フロー 646,854 △2,090,191 △753,466

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 ― 395,000 400,000

短期借入金の返済による支出 ― △545,000 ―

長期借入れによる収入 ― 300,000 ―

社債の償還に伴う支出 △1,323,000 ― △1,323,000

株式の発行による収入 6,945,080 3,347,554 7,500,288

新株予約権の発行による収入 16,030 ― ―

自己株式の取得による支出 △87 △4 △24,183

配当金の支払額 △90,868 △398,614 △91,759

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,547,154 3,098,935 6,461,345

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 18 △3,941 △11,005

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 3,593,363 1,279,990 1,126,242

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 972,673 2,098,915 972,673

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末

  （期末）残高
※１ 4,566,036 3,378,905 2,098,915
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中間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)

１ 連結の範囲に関す

る事項

(1) 連結子会社数９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(当中間連結会

計期間に e-LUX(Asia) 

Limited より社名変更

しております)

 昿思投資顧問(上海)

有限公司および昿析投

資管理顧問(上海)有限

公司は会社設立に伴

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、当中間連結会計期

間より連結の範囲に含

めております。 

 ラックスマン株式会

社および不動産会社の

株式会社クオンツ(現社

名 株式会社クオリケー

ション)は、株式の売却

に伴い、当中間連結会

計期間より連結の範囲

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(現社名 

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は会社清算に伴

い、それぞれ当中間連

結会計期間より連結の

範囲から除外しており

ます。

(1) 連結子会社の数12社

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

  

(1) 連結子会社数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

結会計期間年度より連

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) 主要な非連結子会社の

名称等

該当事項はありませ

ん。

(2) 主要な非連結子会社の

名称等

イーラックス１号未公

開株投資事業組合 

イーラックス２号未公

開株投資事業組合  

 

(2) 主要な非連結子会社の

名称等

該当事項はありませ

ん。

24



  

項目
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)

（連結の範囲から除いた理

由）

非連結子会社のう

ち、イーラックス１号

未公開株投資事業組合

は、他の組合員が財務

及び営業または事業の

方針を形式的にも実質

的にも決定しており、

業務執行者である当社

子会社は単に組合によ

って意思決定された方

針を遂行するに過ぎな

いことが明らかである

ため、中間連結財務諸

表規則第５条第１項た

だし書き第２号によ

り、連結の範囲から除

外しております。 

 非連結子会社のう

ち、イーラックス２号

未公開株投資事業組合

は、小規模会社であ

り、総資産、売上高、

中間純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）

等はいずれも中間連結

財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため

であります。 

 

(3) 他の会社等の議決権の

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

(3) 他の会社等の議決権の

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 

(3) 他の会社等の議決権の

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。

 同左 

 

 同左 

 

(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

会社の持分割合が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) 投資事業組合等の連結

の範囲に関する取扱い

   投資事業組合等は、

支配力基準及び影響力

基準により連結してお

ります。

（会計方針の変更）

 当中間連結会計期間よ
り、「投資事業組合に対す
る支配力基準及び影響力基
準の適用に関する実務上の
取扱い」（実務対応報告20
号 平成18年９月８日）を
適用しております。 
 これによる中間連結財務
諸表に与える影響はありま
せん。 
 

――――― 
 

 
 

25



  

 
  

  

項目
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)

２ 持分法の適用に関

する事項

 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。

持分法を適用しない非連結
子会社の名称
イーラックス１号未公

開株投資事業組合  

イーラックス２号未公

開株投資事業組合

（持分法を適用しない理

由）

 中間純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全

体としても重要性がな

いため、持分法の適用

から除外しておりま

す。 

 

 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 連結子会社の中間

決算日（事業年

度）等に関する事

項

 連結子会社のうち、株式

会社クオンツ・キャピタル

の中間決算日は９月30日、

その他の８社の中間決算日

は６月30日であります。 

 中間連結財務諸表の作成

にあたっては、有限会社Ｑ

Ｃバイアウト２号投資事業

組合については、中間連結

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、中間決算日現在

の中間財務諸表を使用し、

中間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。

連結子会社のうち、株式

会社クオンツ・キャピタル

他６社の中間決算日は９月

30 日、  Quants  Capital 

Asia Limited他４社の中間

決算日は６月30日でありま

す。  

 中間連結財務諸表の作成

にあたっては、有限会社Ｑ

Ｃバイアウト２号投資事業

組合については、中間連結

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、中間決算日現在

の中間財務諸表を使用し、

中間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。 

 

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)

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
―――――

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）

①有価証券
売買目的有価証券
 同左

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)

 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。

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)

 時価のないもの

  同左

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

  同左

 

 
②   ―――――
 

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。

②たな卸資産
販売用不動産
 同左

 (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、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

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

  定額法を採用していま

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

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。

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。

②   ―――――
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項目
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)

（会計処理の変更）
  当中間連結会計期間よ
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。 
 これに伴い、前中間連
結会計期間まで「新株発
行費」として掲記してお
りましたものは、当中間
連結会計期間より「株式
交付費」と表示しており
ます。 
 なお、これによる損益
に与える影響はありませ
ん。

 (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、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。

②貸倒引当金
  同左
  

②貸倒引当金
  同左

③   ――――― ③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、当連結会計年度にお
ける支給見込額に基づ
き、当中間連結会計期間
負担額を計上しておりま
す。 
 

（会計処理の変更）
  当中間連結会計期間よ
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、営業利益、経
常利益及び税金等調整前
中間純利益が、20,000千
円減少しております。  
 

③   ―――――
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項目
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)

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、当中

間連結会計期間末におけ

る退職給付債務の見込額

に基づき、当中間連結会

計期間末において発生し

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 

 

 

 

 

 

 

 

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。

 (5) 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

 (6) その他中間連結
財務諸表（連結
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

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー（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 同左
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会計処理の変更 

 
  

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)

(固定資産の減損に係る会計基準)

当中間連結会計期間より、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)

当中間連結会計期間より、「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、17,245,519千円であり

ます。 

 なお、中間連結財務諸表規則の

改正により、当中間連結会計期間

末における中間連結貸借対照表の

純資産の部については、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成

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 

 
  

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)

(中間連結貸借対照表)

１ 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました

「未収入金」（当中間連結会計期間末 58,109千

円）は、金額的重要性がないため、当中間連結会計

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 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました 

「建物及び構築物」（当中間連結会計期間末 

26,027千円）と「器具備品」（当中間連結会計期間

末 102,328千円）は、金額的重要性がないため、当

中間連結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 前中間連結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、当中間連

結会計期間より、当該各資産の金額から直接控除

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 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました

「未払金」（当中間連結会計期間末 29,026千円）

と「未払費用」（当中間連結会計期間末 8,036千

円）は、金額的重要性がないため、当中間連結会計

期間より流動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。

――――― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

――――― 

(中間連結貸借対照表)

１ 前中間連結会計期間まで「連結調整勘定」として

掲記しておりましたものは、当中間連結会計期間よ

り「のれん」と表示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(中間連結損益計算書)

１ 「受取手数料」は、前中間連結会計期間は営業外

収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間連結会計期間において営業外収益の総額の

100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における「受取手数

料」の金額は、3,561千円であります。

２ 「消費税等還付加算金」は、前中間連結会計期間

は営業外収益の「その他」に含めて表示しておりま

したが、当中間連結会計期間において営業外収益の

総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。  

 なお、前中間連結会計期間における「消費税等還

付加算金」の金額は、2,735千円であります。

３ 前中間連結会計期間まで、中間連結損益計算書関

係の注記にて「連結調整勘定償却」として掲記して

おりましたものは、当中間連結会計期間より「のれ

ん償却額」と表示しております。 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)

１ 前中間連結会計期間まで「連結調整勘定償却」と

して掲記しておりましたものは、当中間連結会計期

間より「のれん償却額」と表示しております。
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
  

(中間連結損益計算書関係) 

 
  

  

前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

166,885千円

※２     ―――――  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

650,993千円

※２ 担保に供している資産

たな卸資産 399,986千円

(販売用不動産)

  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

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

291,050千円

※２     ―――――

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)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な科目及び金額

決算株式事務費 50,491千円

役員報酬 29,100千円

従業員給料手当 36,848千円

退職給付費用 188千円

減価償却費 3,778千円

業務委託費 33,991千円

連結調整勘定償却 44,268千円

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な科目及び金額

決算株式事務費 46,391千円

役員報酬 47,502千円

従業員給料手当 40,051千円

退職給付費用 409千円

減価償却費 3,253千円

業務委託費 105,642千円

租税公課 40,368千円

のれん償却額 44,268千円

 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な科目及び金額

決算株式事務費 85,112千円

役員報酬 65,900千円

従業員給与手当 77,745千円

貸倒引当金繰入額 54,998千円

減価償却費 8,229千円

業務委託費 97,472千円

連結調整勘定償却 88,536千円

※２    ――――― ※２    ――――― ※２ 固定資産売却益の内容

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

※３    ――――― ※３ 固定資産除却損の内容

 器具備品       298千円

※３ 固定資産除却損の内容

器具備品        778千円

※４ 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     4,803千円
―――――――――――――――
   計       25,825千円

※４    ――――― ※４ 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

 

※５ 前期損益修正損の内容

過年度減価償却費 13,282千円

 

※５    ――――― ※５ 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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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

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) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
(注) １ 普通株式の発行済株式総数の増加は、株主割当増資に伴う新株の発行によるものであります。 

２ 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。 

  

２ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

３ 配当に関する事項 

  配当金支払額 

 
  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
  

前連結会計年度末 

株式数（株）

当中間連結会計期間 

増加株式数（株）

当中間連結会計期間 

減少株式数（株）

当中間連結会計 

期間末株式数（株）

発行済株式

 普通株式（注１） 136,664,821 68,326,911 ― 204,991,732

合 計 136,664,821 68,326,911 ― 204,991,732

自己株式

 普通株式（注２）     222,575         91 ―      222,666

合 計     222,575         91 ―      222,666

決議 株式の種類
配当金の総額 

(千円)

１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成18年６月28日 
定時株主総会

普通株式 409,326 3 平成18年３月31日 平成18年６月29日

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)

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

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 4,566,036千円

現金及び現金同等物 4,566,036千円
 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係

現金及び預金勘定 3,378,905千円

現金及び現金同等物 3,378,905千円
 

※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

現金及び現金同等物 2,098,915千円
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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) 

当社グループは、当中間連結会計期間において、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。 

  

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) 

当社グループは、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。 

  

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) 

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。 

  

  

２ 所在地別セグメント情報 

  

  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) 

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。 

  

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) 

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。 

  

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) 

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。 
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３ 海外売上高 

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) 

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。 

  

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) 

 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。 

  

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) 

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。 
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（リース取引関係） 

 
  

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)

 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)

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） 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30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主な有価証券 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他の有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

区 分
取得原価
(千円)

中間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

 (1) 株 式 886,313 949,834 63,520

  (2) その他 110,360 133,558 23,198

合 計 996,673 1,083,392 86,718

内 容 中間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 805,321

 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 3,251,929

合 計 4,057,251

区 分
取得原価
(千円)

中間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

 株 式 2,025,369 1,527,288 △ 498,081

合 計 2,025,369 1,527,288 △ 498,081

内 容 中間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 2,910,636

 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 64,440

合 計 3,075,076
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前連結会計年度末(平成18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主な有価証券 

  

 
  

区 分
取得原価
(千円)

中間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

 株 式 1,984,400 2,038,128 53,727

合 計 1,984,400 2,038,128 53,727

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
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（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30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、当中間連結会計期間末における残高がないため該当事項は

ありません。 

  

  

当中間連結会計期間末(平成18年９月30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、当中間連結会計期間末における残高がないため該当事項は

ありません。 

  

  

前連結会計年度末(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。 
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（１株当たり情報） 

 
  

(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   
２ １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。 

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)

 

１株当たり純資産額 106.78円

１株当たり中間純利益金額 8.00円

潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額 
 
 

7.73円

 

 

１株当たり純資産額 84.22円

１株当たり中間純利益金額 0.49円

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間利益金額については、潜在株式
が存在しないため記載しておりませ
ん。  

１株当たり純資産額 107.80円

１株当たり当期純利益金額 6.91円

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 
 
 

6.80円

 

前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末
(平成18年３月31日)

純資産の部の合計額       （千円） ― 17,245,519 ―

純資産の部の合計額から控除する 
金額              （千円）

― ― ―

普通株式に係る中間期末（期末）の 
純資産額                       （千円）

― 17,245,519 ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
中間期末（期末）の普通株式の数 （千株）

― 204,769 ―

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)

１株当たり中間（当期）純利益金額

 中間（当期）純利益      （千円） 738,725 86,179 836,718

 普通株主に帰属しない金額  （千円） ― ― 49,600

 (うち利益処分による役員賞与金) (―) (―) (49,600)

 普通株式に係る中間（当期）純利益 
               （千円）

738,725 86,179 787,118

 期中平均株式数        （千株） 92,398 174,899 113,864

潜在株式調整後１株当たり中間（当期） 
純利益金額

 中間（当期）純利益調整額  （千円） ― ― ―

 普通株式増加数       （千株） 3,114 ― 1,866

 (うち新株予約権) (3,114) (―) (1,866)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり中間(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)

 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   
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Summary of Business Result for 1st half of FY March 2007 (Consolidated) 
 Date: Nov. 15, 2005  

 

- 1 - 

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 Application of US Accounting Standard : None 
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  
 

 

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 2,876 495.2 172 -  110 - 
1st half Sep. 2005  483 -92.0 -26 - -350 - 
FY March 2006 1,234  -34  -286  

  
 Net Income Net Income Per share Diluted Net Income per share 
 ¥  Million % ¥ ¥

1st half Sep. 2006 86 -88.3 0.49 - 
1st half Sep. 2005 738 - 8.00 7.73 
FY March 2006 836  6.91 6.80 

(Note) 
① Earning in equity method:  None in 1st half Sep. 2006,  None in 1st half Sep. 2005,  None in FY Mar. 2006 
② 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 
③ Change in accounting method:  No 
④ Percentages for net sales, operating income, recurring income and net income represent change from the prior-year. 
⑤ On the Diluted Net Income per share, it does not show because there is no Residual Securities for 1st half Sep.2006. 
 
(2) Financial Conditions                                           （Note: Rounded down to ¥ Million） 

 Total Assets Shareholders’ Equity Shareholders’ equity ratio Shareho lders ’ 
equity per share  

 ¥  Million  ¥  Million ％ ¥

1st half Sep. 2006 17,918 17,245 96.2  84.22 
1st half Sep. 2005 14,250 14,130 99.2 106.78 
FY March 2006 15,372 14,757 96.0 107.80 

 
(Note) 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 

 

(3) Results of Cash Flows                                            （Note: Rounded down to ¥ Million） 

 
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 

period 
 ¥  Million ¥  Million ¥  Million ¥  Million

1st half Sep. 2006   275 -2,090 3,098 3,378 

1st half Sep. 2005 -2,600   646 5,547 4,566 

FY March 2006 -4,570  -753 6,461 2,098 

(4) Scope of consolidation and application of equity method 

♦ Number of consolidated subsidiaries: 12  
♦ Number of non-consolidated subsidiaries accounted for by the equity method: None 
♦ Number of affiliates accounted for by the equity method: None 

(5) Change in scope of consolidation and equity method application 

Consolidated subsidiaries (increase): None  (decrease): None 
Unconsolidated subsidiaries and affiliates accounted for by the equity method (increase): None  (decrease) :None 
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2 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, 
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. 
 

 




