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平成 19 年８月 10 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20年３月期第１四半期 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20年３月期第１四半期（平成19年４月１日～平成19年6月30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１四半期純利益 

平成 19 年３月 

第１四半期実績値（Ａ） 
709 △218 △225

平成 20 年３月 

第１四半期実績値（Ｂ） 
1,979 △691 △775

増減額（Ｂ－Ａ） 1,270 △472 △550

増 減 率 179.1％ ― ―

② 単独                                 （単位：百万円） 

 売 上 高 経 常 利 益 第１四半期純利益 

平成 19 年３月 

第１四半期実績値（Ａ） 
488 △280 △328

平成 20 年３月 

第１四半期実績値（Ｂ） 
1,505 △668 △747

増減額（Ｂ－Ａ） 1,016 △387 △419

増 減 率  208.2％ ― ―
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Ⅱ. 差異の内容 

①連結について 

（1）当第１四半期連結会計期間の売上高は、19 億 79 百万円と前年同期比 12 億 70 百万円の大幅な増

収となりました。これは、当社グループが投・融資を事業とする企業集団として順調に成長を遂

げていることの証左であります。 

具体的には、 

・当社における不動産の投資回収が結実し、大口販売用不動産の売却収入を売上高として計上で

きたこと 

・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 

・連結子会社において、投資関連コンサルティングの受託が順調に推移し、売上高の増加に貢献

したこと 

などであります。 

（2）当第１四半期連結会計期間の経常損益は、6 億 91 百万円の損失（前年同期は 2 億 18 百万円の損

失）となりました。これは、主として 2 つの要因があり、まず第 1 に、転換社債型新株予約権付

社債の発行に伴い営業外費用として社債発行費３億 24 百万円を一括計上したためであります。当

社は平成 19 年５月に、高い成長性が見込まれるマカオのリゾート地区開発事業推進のため、当該

社債を発行し投資資金を調達いたしましたが、社債発行費はこれに付随して発生する財務費用で

あります。第２に、投資先企業の純資産の減少を反映して売上原価に１億 80 百万円の営業投資損

失引当金繰入額を計上したためであります。この営業投資損失引当金繰入額は、当連結会計年度

において当該投資先が売却される場合、前期までに計上した分を含めて戻入されますので、利益

に大きく影響する可能性があります。 

   この結果、当第１四半期純損益は、７億 75 百万円の損失（前年同期は２億 25 百万円の損失）

を計上することとなりましたが、中間連結会計期間に向けて、保有株式の売却をはじめとして利

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１四半期会計期間の売上高は、15 億５百万円と前年同期比 10 億 16 百万円の増収となりま

した。これは、販売用不動産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１四半期会計期間の経常損失及び純損失も、上記の連結決算の差異内容(2)によるものが

主な要因です。 

 

Ⅲ．ご参考：前期の実績（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3月 31 日） 

①連結 

通期 売上高 経常利益 当期純利益 

（平成 18 年 4 月 1日～

平成 19 年 3月 31 日） 
4,649 △3,035 △3,010 

②単独 

通期 売上高 経常利益 当期純利益 

（平成 18 年 4 月 1日～

平成 19 年 3月 31 日） 
3,410 △3,170 △3,131 

 

以   上 
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August 10, 2007 

 Company:  Quants Inc. 

 Registered on JASDAQ, stock code 6811 
 Representative:   Kyoto Yamada (CEO) 
 Contact:  Katsushi Inoue 
 Investor Relations & Public Relations 
 General Manager 
 Tel.: +81-3-5213-3322 

 

Notice Regarding the Year-on-year Difference in Financial Results  
 
 

The differences between the (Consolidated and Non-consolidated) financial results for this term (April 1, 
2007 – June 30, 2007) of the current fiscal year ending March 2008 and the same period in the previous 
fiscal year are as follows. 

  
I. Differences compared with the results for this term in the previous fiscal year  
① Consolidated                           （unit：million yen） 

 Net Sales Recurring Profit Net Income 

FY Mar. 2007 1st Quarter（Ａ） 709 △218 △225

FY Mar. 2008 1st Quarter（Ｂ） 1,979 △691 △775

Change（Ｂ－Ａ） 1,270 △472 △550

Percentage of change 179.1％ ― ―

 

② Non-consolidated                                     （unit：million yen） 

 
 
 

 Net Sales Recurring Profit Net Income 

FY Mar. 2007 1st Quarter（Ａ） 488 △280 △328 

FY Mar. 2008 1st Quarter（Ｂ） 1,505 △668 △747 

Change（Ｂ－Ａ） 1,016 △387 △419 

Percentage of change 208.2％ ― ―  
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II. Differences in Operating Performance 
 
① Operating Performance on a Consolidated Basis 

(1) During the first quarter of the fiscal year ending March 31, 2008, consolidated net sales amounted to 
¥1,979 million, a substantial ¥1,270 million increase from the first quarter of the preceding fiscal 
year. This rise points to the Quants group’s steady growth as a corporate group involved in the 
investing and financing businesses. 

In particular, 
・The Company earned returns on its investments in real estate, resulting in substantial income on 

disposal of available-for-sale real estate, which pushed up net sales. 
・The company’s leasing business moved onto a growth trajectory, significantly expanding sales 

performance. 
・Our consolidated subsidiary received a steady influx of investment consulting business, which 

contributed to net sales. 
(2) The company posted a recurring loss of ¥691 million, compared with a loss of ¥218 million in the first 

quarter of the previous fiscal year. There were two reasons for this situation. First, non-operating 
expenses rose as we posted one-time bond issuance expenses of ¥324 million, in line with the issuance 
of convertible bonds These bonds were issued in May 2007 to raise funds to enable the company to 
take part in a Macau resort development project that we expect to have high potential for growth, and 
financial expenses accompanied this fund raising exercise. Second, the company added ¥180 million to 
allowance for doubtful investment, raising cost of sales, owing to a decline in the net assets of investee 
companies. In the event that investee companies are disposed of during the consolidated fiscal year 
under review, this allowance for doubtful investment will be reversed, which may have a substantial 
impact on profits. 

   As a result, the company posted a first quarter net loss of ¥775 million, compared with a net loss of 
¥225 million during the first quarter of the preceding year. During the next quarter, we expect to 
generate income from the sale of securities as part of our vigorous push to move into the black. 
 

② Operating Performance on a Non-consolidated Basis 
(1) During the first quarter, net sales expanded ¥1,016 million, to ¥1,505 million. These improvements  

stemmed from higher income on disposal of available-for-sale real estate and stronger leasing business 
performance. 

(2) The company posted recurring and net losses during the first quarter. The reasons for these losses on a 
non-consolidated basis are the same as those described on a consolidated basis in section (2) above. 

 
III. Reference: Operating Performance in the Preceding Fiscal Year  

(April 1, 2006 - March 31, 2007) 
1. Consolidated （unit: million yen） 

Full Year Net Sales Recurring Profit Net Income 
April 1, 2006, to  
March 31, 2007 4,649 △3,035 △3,010 

2. Non-Consolidated （unit: million yen） 
Full Year Net Sales Recurring Profit Net Income 

April 1, 2006, to  
March 31, 2007 3,410 △3,170 △3,131 
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