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平成１９年２月１６日 

各      位 

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

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

 

平成19年３月期第３四半期 前年同期の実績値（連結・単独）との差異 

に関するお知らせ 
 

平成19年３月期第３四半期（平成18年４月１日～平成18年12月31日）の実績（連結・単独）は、前

年同期の実績値に対して、下記のとおりの差異となります。 

 

Ⅰ. 前年同期の実績値との差異 

① 連結                                 （単位：百万円） 
 売 上 高 経 常 利 益 第３四半期純利益 

平成 18 年３月 

第３四半期実績値（Ａ） 
1,058 △445 636

平成 19 年３月 

第３四半期実績値（Ｂ） 
3,787 △162 △176

増減額（Ｂ－Ａ） 2,729 283 △812

増 減 率 258.0％ ― ―

② 単独                                 （単位：百万円） 
 売 上 高 経 常 利 益 第３四半期純利益 

平成 18 年３月 

第３四半期実績値（Ａ） 
371 △286 891

平成 19 年３月 

第３四半期実績値（Ｂ） 
2,882 △487 △499

増減額（Ｂ－Ａ） 2,510 △201 △1,390

増 減 率  675.2％ ― ―
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Ⅱ. 差異の内容 

①連結について 

(1) 当第３四半期連結会計期間の売上高は、37 億 87 百万円と前年同期比 27 億 29 百万円と大幅な

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、 

・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 

・当社のリース事業が軌道にのり、リース売上高が大幅に拡大したこと 

・当社及び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 

・連結子会社における短期的な売買損益の獲得（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好調な運用成績を収めたこと 

などであります。 

(2)  当第３四半期連結会計期間の経常損益は、1億 62 百万円の損失（前年同期は４億 45 百万円の
損失）となりました。これは、投資先企業の純資産の減少を反映して売上原価に６億 41 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 百万円を一括計上したことが、主な要因であります。なお、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ります。 

(3) また、当第３四半期連結会計期間の純損益は、１億 76 百万円の損失（前年同期は６億 36 百万
円の利益）となりました。前第３四半期連結会計期間には、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、当第３四半期連結会計期

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。その結果、このように当第３

四半期連結会計期間におきましては損失を計上することとなりましたが、当連結会計年度に向

けて利益の確保に邁進する所存であります。 

 

②単独について 

(1) 当第３四半期会計期間の売上高は、28 億 82 百万円と前年同期比 25 億 10 百万円の大幅な増収

となりました。これは連結同様、営業投資有価証券の売却収入とリース事業による売上高が増

加したためです。 

(2) 当第３四半期会計期間の経常損益及び純損益は、いずれも損失となりました。経常損失の原因

は、上記の連結決算の差異内容(2)によるもので、経常損失が拡大となりました原因は、その費

用を単独売上高で吸収するには至らなかったことによるものであります。また、純損失の原因

は、経常損失の影響によるものが主な要因であります。 
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Ⅲ.  ご参考：前期の実績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

①  連結                                （単位：百万円） 

通 期 売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

（平成 17 年４月 １日～ 

  平成 18 年３月 31 日） 
1,234 △286 836

 

 

② 単独                                 （単位：百万円） 

通 期 売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

（平成 17 年４月 １日～ 

  平成 18 年３月 31 日） 
610 △257 678

 

 

以   上 
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Notice Regarding Differences in the 3rd Quarter of the Fiscal Year ending March 2007 

Consolidated and Non－consolidated Results compared with the same period in the 

previous Fiscal Year 
 

 

The differences between the consolidated and non-consolidated financial results for the third 
quarter of the current fiscal year ending March 2007 (April 1, 2006 – December 31, 2006) and the 
same period in the previous fiscal year are as follows. 
 

 

Ⅰ. Differences of the actual results for the 3rd quarter year-to-year comparison 
①Consolidated                                                                   (¥ Million) 

 Net Sales Recurring Loss 3rd Quarter Net Income
3rd Quarter of FY 
March 2006(A) 

1,058 △445 636

3rd Quarter of FY 
March 2007(B) 

3,787 △162 △176

Change（Ｂ－Ａ） 2,729 283 △812
Percentage of Change 258.0％ ― ―

②Non- consolidated                                                            （¥ Million） 
 Net Sales Recurring Loss 3rd Quarter Net Income
3rd Quarter of FY 
March 2006(A) 

371 △286 891

3rd Quarter of FY 
March 2007(B) 

2,882 △487 △499

Change（Ｂ－Ａ） 2,510 △201 △1,390
Percentage of Change 675.2％ ― ―

 

Ⅱ. Description 

①Differences in the consolidated business results 
(1) Consolidated Net Sales in the current consolidated third Quarter period were ¥3,787 

million, an increase of ¥2,729 million from the same period in the previous fiscal year. The 
primary reasons for the increase are our group’s reorganization shifted satisfactorily in the 
previous consolidated period as an investment finance company and the reflection of 
accounting standards accordingly. Details are as follows: 
・ Accounting change: The Group book income from sales of operating investment 

securities as Net Sales at the moment of sales. 
・ Increase of Net Sales from Lease Business thanks to its successful launch.  
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・ Quants and its subsidiary contracted Consulting Business with clients and its fee 
contributed to increase our Consolidated Net Sales. 

・ Satisfactory result of trading of our subsidiary intending to gain short-term profit 
including stock-index futures and options. 

 
(2) Consolidated Recurring Loss in the current third Quarter period was ¥162 million (￥445 

million Recurring Loss in the same period of previous year). The primary reasons for the 
loss were increase of cost of sales due to ¥641 million of investment loss reserve and the 
increase of non-operating expenditure for the stock issued expenses (¥68 million) for the 
right offering. The stock issued expenses are one-time financial cost accompanying the 
capital increases to drive our business  

(3) Consolidated Net Loss in the current third Quarter period was ¥176 million ( compared 
with a Consolidated Net Income of ¥636 million in the same period of previous year). This 
is because we didn’t recognize any Extraordinary Gain as in the same period of previous 
year for selling our consolidated subsidiary dealing in real estate. Although we recorded 
Net Loss for the current third quarter period, we strive for net profit for full year.  

 
②Non-consolidated business results  

(1) Non-consolidated Net Sales for the current third Quarter period were ¥2,882 million, an 
increase of ¥2,510 million from the same period of the previous year. This is due to the sales 
of operating investment securities and lease business as in the consolidated business 
description.  

(2) Non-consolidated result for the current third Quarter period was both recurring profit and 
net profit were negative. The primary reason for Recurring Loss was same as the 
consolidated description (2) and the reason for the expansion of Recurring Loss was the Net 
Sales of parent couldn’t cover the expenditures and Net Loss was affected by the 
Recurring Loss. 

  

Ⅲ.  For Reference：Business results for the previous fiscal year（April 1, 2005 ～ March 31, 2006） 

① Consolidated                                  （ ¥ Million） 
Full Year Net Sales Recurring Loss Net income 

April 1, 2005 ～ March 31, 
2006 

1,234 △286 836

 
② Non-Consolidated                              （ ¥ Million） 

Full Year Net Sales Recurring Loss Net income 
April 1, 2005 ～ March 31, 
2006 

610 △257 678

 


