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平成１９年５月２２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 IR 広報部長 
        井上 勝司 
電  話  ０３－５２１３－３３２２ 

 

平成１９年３月期 前年同期の実績値（連結・単独）との差異及び配当に関するお知らせ  

 

平成19年3月期（平成18年4月1日～平成19年3月31日）の実績（連結・単独）及び配当は、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  当 期 純 利 益 

平成 18 年 3月期 

実績値（Ａ） 
1,234 △286 836

平成 19 年 3月期 

実績値（Ｂ） 
4,649 △3,035 △3,010

増減額（Ｂ－Ａ） 3,415 △2,749 △3,847

増 減 率  276.6％ ― ―

 

② 単独                                 （単位：百万円） 

 売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 配当金額（円） 

平成 18 年 3月期 

実績値（Ａ） 
610 △257 678 3.00

平成 19 年 3月期 

実績値（Ｂ） 
3,410 △3,170 △3,131 0.00

増減額（Ｂ－Ａ） 2,800 △2,913 △3,810 △3.00

増 減 率  458.6％ ― ― ―
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Ⅱ. 差異の内容 

①連結について 

(1) 当連結会計年度の売上高は、46億49百万円と前年同期比34億15百万円の増収となりました。

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、投・融資会社として(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。具体的には、 

・ 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 

・ 当社のリース事業収入ならびに当社グループの投資に関連するコンサルティング業務報酬

等が当社グループの売上高を押し上げたこと 

などであります。 

(2) 当連結会計年度の経常損益は、30 憶 35 百万円の損失（前年同期は 2億 86 百万円の損失）とな

りました。これは、投資期間が主として 3 年以上長期にわたる投資先企業の評価に関して、当

社グループの投資額から当該企業の純資産額のうち当社の持ち分に相当する額を控除した金額

を、全額営業投資損失引当金繰入額として計上する方針としたことが主な要因です。 

(3) 一方、当連結会計年度の当期純損益は、30 億 10 百万円の損失（前年同期は 8億 36 百万円の利

益）となりました。これは上述の営業投資損失引当金繰入額計上の影響に加え、前連結会計年

度においては不動産事業を営む連結子会社の株式売却に伴い特別利益9億 68百万円を計上いた

しましたが、当連結会計年度においては、これに相当する事象が発生しなかったこともその要

因であります。 

 

②単独について 

(1) 当事業年度の売上高は、34 億 10 百万円と前年同期比 28 億円の大幅な増収となりました。これ

は、上記の連結決算の差異内容（1）によるものが主な要因です。 

(2) 当事業年度の経常損益及び当期純損益は、上記の連結決算の差異内容(2)(3)によるものが主な

要因です。 

 

Ⅲ. 配当について 

 当期の配当につきましては、当社単独決算において多額の営業投資損失引当金繰入額を計上しまし

たことにより当期純損失となったため、無配当とさせていただきました。 

  

以   上 
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Notice Regarding the Year-on-year Difference in Financial Results and 

Dividend off  
 
 

The differences between the (consolidated and non-consolidated) financial results of the 
current fiscal year ending March 2007 (April 1, 2006 – March 31, 2007) and those of the 
same period of the previous fiscal year, and notice of dividend off are as follows. 

  
Ⅰ. Differences of the results of this term compared to the previous fiscal year  

① Consolidated （unit: million yen）  

 Net sales Recurring profit (loss) Net Income (loss) 

FY March 2006 (A) 1,234 △286 836

FY March 2007 (B) 4,649 △3,035 △3,010

Change (B – A) 3,415 △2,749 △3,847

Percentage of change 276.6％ ― ―

 

② Non-consolidated （unit: million yen） 

 

  

 
II. Reasons for difference  
①Consolidated business results  
(1) Consolidated net sales for this term were ¥4,649 million, a significant increase of 

¥3,415 million from the same period of the previous fiscal year. The difference was 
mainly due to the successful shift of the Group`s business to the investment and finance 
company during the previous fiscal year and the change of accounting standards 
reflecting that change. Details are as follows:  

  * The accounting change posting the sales of operating investment in securities as net 
sales. 

  * The earnings from lease business and our group’s investment consulting business 
increased the net sales of our group. 

 Net sales Recurring profit 
(loss) Net Income (loss) Dividend(yen) 

FY March 2006（Ａ） 610 △257  678  3.00

FY March 2007（Ｂ） 3,410 △3,170 △3,131 0.00

Change（Ｂ－Ａ） 2,800 △2,913 △3,810 △3.00

Percentage of change 458.6％ ― ―  ―
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(2) Consolidated recurring loss amounted to ¥3,035 million in this term (compared to the 
recurring loss of ¥286 million in the same period of the previous fiscal year.) This was 
mainly because of the accounting change described as follows. The group changed to 
report the full amount of the group’s original invested amount deducted net asset value 
allocated to our share held as allowance for doubtful investment for the comparatively  
more than 3 years long-term invested account. 

 
(3) Consolidated net loss for the period was ¥3,010 million. (compared to the net income of 
¥836 million in the same period of the previous fiscal year.) The reasons for this include 
above described allowance for doubtful investment and the lack of such an event as 968 
million yen extraordinary profit by selling real estate subsidiary as reported in the 
previous fiscal year. 

 
②Non-consolidated business results  
(1) Non-consolidated net sales this term were ¥3,410 million, a significant increase of 
¥2,800 million from the same period of the previous fiscal year. This was mainly because of 
the same reason noted in the above Reasons for difference of consolidated business results 
(1). 
(2) Non-consolidated recurring loss and net income (loss) are due to the same reasons as  
above noted in the consolidated financial results Ⅱ①(2) and (3).  
 
 

III. Dividend  
 As on this term dividend, we have decided dividend off because the large amount of 
allowance for doubtful investment was allocated as net loss on Non-consolidated business 
results. 
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