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1. 平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年６月30日） 

  

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

   

   
  
  
  

  

 

 

(財)財務会計基準機構会員

 

平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況

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 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)ＩＲ広報部長 (氏名)井上 勝司 ＴＥＬ (03)5213－3322

 (1) 連結経営成績

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 1,979 (179.1) △368 (―) △691 (―) △775 (―)

19年３月期第１四半期 709 (266.7) △186 (―) △218 (―) △225 (―)

19年３月期 4,649 △2,965 △3,035 △3,010

１株当たり四半期 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 △3 75 ― ―

19年３月期第１四半期 △1 56 ― ―

19年３月期 △15 86 ― ―

 (2) 連結財政状態

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

20年３月期第１四半期 18,050 13,178 73.0 60 32

19年３月期第１四半期 18,309 17,423 95.2 85 09

19年３月期 15,720 13,997 89.0 68 36
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2. 平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

３ページ「業績予想の開示について」をご参照ください。 

  

3. その他 
  

 
  

  

（参考）個別業績の概要 

1. 平成20年３月期第１四半期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年６月30日） 

  

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

 

 
  

2. 平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

３ページ「業績予想の開示について」をご参照ください。 

  

  
  

  

 (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う
   特定子会社の異動）

： 無

 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無

 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有

  [(注) 詳細は、12ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

 (1) 個別経営成績

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 1,505 (208.2) △338 (―) △668 (―) △747 (―)

19年３月期第１四半期 488 (329.1) △243 (―) △280 (―) △328 (―)

19年３月期 3,410 △3,136 △3,170 △3,131

１株当たり四半期 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 △3 62 ― ―

19年３月期第１四半期 △2 27 ― ―

19年３月期 △16 50 ― ―

 (2) 個別財政状態

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

20年３月期第１四半期 19,090 14,232 74.6 65 15

19年３月期第１四半期 19,197 18,348 95.6 89 61

19年３月期 16,731 15,017 89.8 73 34
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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を実

施しておりますが、投資先に対する市場環境が大きく当社の業績に影響し、投資先の将来の株価の変動に

より予想の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、６ページ【定性的情報・財務諸表等】の

「1.連結経営成績に関する定性的情報」の項目において、有価証券投資関連損益・不動産投資関連損益・

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11ページ「3.営業投・融資活動の状況」

の項目にて、当第１四半期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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企業集団の状況 

  

当社グループは、当社及び連結子会社11社及び非連結子会社１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。なお、当社グループにおける、当社及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 １組合： イーラックス１号未公開株投資事業組合

※２ 海外連結子会社 ３社： Quants Capital Asia Limited

Quants Capital (Hong Kong) Limited

昿析投資管理顧問(上海)有限公司
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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入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、必要に応じて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。 

回収された資金は各種費用が差し引かれたのち、確保された収益として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

（公開近い企業）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。 

  

〔融資事業について〕 

融資事業では、融資は原則的に、当社の既存投資先未公開企業を中心に、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等のコンサルティング報酬、借入金の紹介報酬、経理事務等の

事務代行報酬等を得ております。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

  

1. 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、堅調な企業業績を背景に設備投資の増加や雇用

環境の改善が進み、景気は緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、原材料価格の高止まりや

円安の継続などのコスト上昇圧力により、景気の先行きには不透明感が残りました。一方、当社を取り

巻く経営環境は、世界同時株安の影響による株式市場の調整や大都市圏を中心とした地価の高値水準

等、投資には慎重な動きが見られ、決して楽観視できない状況であります。 

当社は、このような経営環境の中において、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。 

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 販売用不動産の売却額及び不動産賃貸収入 

 ④ リース事業収入 

 ⑤ 営業貸付金利息収入 

 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、当第１四半期連結会計期間の連結売上高は19億79百万円（前年同期比179.1％増）と、前第１

四半期連結会計期間に比べ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。 

具体的な事象といたしましては、 

①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 

②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 

③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 

などが挙げられます。 

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。これには主として

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した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た暁には、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。 

  

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、販売
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用不動産の増加）、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。当第１四半期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。 

  

〔投資事業〕 

当社グループが行う投資事業は、主として有価証券投資及び不動産投資に区分されます。有価証券投

資において、上場株式、未公開株式、社債券、投資事業組合等に投資する一方、不動産投資において

は、販売用不動産及び優良賃貸物件等への投資を行っております。 

  

Ⅰ. 有価証券投資 

（有価証券投資活動の状況） 

当第１四半期連結会計期間における投資実行額は、３社で41億37百万円（前年同期は４社で１億３百

万円）となりました。今後の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への投資として、

当社において、当該開発企業の発行する転換社債型新株予約権付社債の引受けを実施いたしました。更

に、既存投資先である国内新興市場上場会社及び香港市場上場会社に対する投資を強化いたしました。

投資実行額の詳細については11ページの「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） 

当第１四半期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。 

  

（有価証券投資関連損益の状況） 

当第１四半期連結会計期間は、今後発生する有価証券投資及び不動産投資等の新規案件への資金投入

に備え、保有株式の売却による資金の回収を積極的に推し進めました。保有する株式の株価が低迷して

いることもあり、営業投資有価証券売却額３億50百万円から営業投資有価証券売却原価５億７百万円を

控除した総損益は、１億56百万円の損失（前年同期は97百万円の利益）となりました。一方で、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１億80百万円（前年同期は１億87百万

円）計上しました。その結果、営業投資有価証券関連損益は３億58百万円の損失（前年同期は87百万円

の損失）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は積極的に挑戦して参りたい

と思っております。 

（単位：千円）

当第１四半期   
連結会計期間

前第１四半期   
連結会計期間

 前連結会計年度

自 平成19年４月１日 自 平成18年４月１日 自 平成18年４月１日

至 平成19年６月30日 至 平成18年６月30日 至 平成19年３月31日

営業投資有価証券売上高 360,044 469,892 2,807,919

営業投資有価証券売却額(Ａ) 350,074 466,868 2,766,930

営業投資有価証券利息配当金 9,970 3,024 40,988

営業投資有価証券売上原価 537,608 369,342 2,533,759

営業投資有価証券売却原価(Ｂ) 507,028 369,342 2,533,759

営業投資有価証券評価損 30,580 － －

営業投資損失引当金繰入額 180,447 187,805 3,214,409

営業投資有価証券関連損益 △358,012 △ 87,256 △ 2,940,249

キャピタルゲイン(Ａ)－(Ｂ) △156,954 97,525 233,170
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（営業投資有価証券残高の状況） 

当第１四半期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25億55百万円（前連結会

計年度末は24億21百万円）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、10億30百万円の評価損（前連結会計年度末は６億81百万円の評価損）であり、このうち時価が

取得原価を超えるものが60百万円（前連結会計年度末は１億20百万円）、時価が取得原価を超えないも

のが10億90百万円（前連結会計年度末は８億２百万円）であります。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末の全営業投資有価証券残高は、時価ベースで115億95百万円

（前連結会計年度末は83億83百万円）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。 

当第１四半期連結会計期間におきましては１億80百万円の追加引当をしたため、営業投資損失引当金

残高は、33億94百万円（前連結会計年度末は32億14百万円）となりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末における営業投資有価証券残高115億95百万円に対する投資

損失引当率は、29.3％（前連結会計年度末は38.3％）となりました。 

  

Ⅱ. 不動産投資 

当社グループでは、今後、安定的に高い収益を確保するためにも、不動産投資関連の事業に注力して

いく必要があると考えております。その判断に基づいて、当第１四半期連結会計期間より新たに不動産

投資関連の状況を記載してまいります。 

  

（不動産投資活動の状況） 

当第１四半期連結会計期間は、新規に取得した販売用不動産物件はありませんでした。投資残高の詳

細については11ページの「営業投・融資活動の状況」に記載のとおりであります。 

  

（不動産投資関連損益の状況） 

当第１四半期連結会計期間は、販売用不動産売却額11億72百万円から、販売用不動産売却原価11億３

百万円を控除した総利益は、69百万円（前年同期は該当ありません）となりました。一方、不動産賃貸

売上高として26百万円（前年同期は２百万円）を計上し、それに要する売上原価13百万円を控除した不

動産賃貸総利益は12百万円となりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間における不動産投資関連損益は、81百万円の利益（前年同期は

２百万円の利益）となりました。 

  

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の投資事業全体では、売上高15億58百万円（前年同期は４億

72百万円）、売上総損失２億76百万円（前年同期は売上総損失84百万円）となりました。 
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〔融資事業〕 

（融資活動の状況） 

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、当第１四半期連結会計期間

においても、貸付債権の管理及び回収を確実に実行してまいりました。その結果、当第１四半期連結会

計期間末の営業貸付金残高は１億20百万円（前連結会計年度末は１億36百万円）となり、営業貸付金利

息収入は４百万円（前年同期は73百万円）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。 

当第１四半期連結会計期間におきましては12万円の追加引当をしたため、貸倒引当金残高は、84万円

（前連結会計年度末は71万円）となりました。当第１四半期連結会計期間末における営業貸付金残高１

億20百万円に対する貸倒引当率は、0.7％（前連結会計年度末は0.5％）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、平成17年９月から当社においてコンテンツ販売機の

リース事業を営んでおります。 

当第１四半期連結会計期間のリース料収入は２億80百万円（前年同期は１億54百万円）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、コンサルティング受託報酬、業務受託・事務代行報酬等により構成されております。

当第１四半期連結会計期間のその他事業売上高は１億36百万円（前年同期は８百万円）となりまし

た。内訳は、コンサルティング受託報酬が１億25百万円、業務受託・事務代行報酬等が10百万円と順調

に推移し、相当な収益源となって参りました。今後はコンサルティング報酬やファイナンス紹介料など

手数料収益の拡大にも注力していきたいと考えております。 
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2. 連結財政状態に関する定性的情報 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

① 資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて25.2％増加し、130億73百万円となりました。主な増減要因

は、たな卸資産（販売用不動産）及び営業投資有価証券の売却により個別資産残高の減少があった一方

で、マカオリゾート地区開発事業への投資に伴い営業投資有価証券が大幅に増加したことなどでありま

す。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて14.8％増加し、180億50百万円となりました。 

  

② 負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて83.3％減少し、２億９百万円となりました。これは主とし

て、前連結会計年度に金融機関から調達した借入金を返済したことによります。 

また、固定負債は、前連結会計年度末に比べて大幅に増加し、46億61百万円となりました。これは、

当社が転換社債型新株予約権付社債の発行により資金調達を実施したことによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて182.8％増加し、48億71百万円となりました。 

  

③ 純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて5.8％減少し、131億78百万円となりました。主な増減要因

は、転換社債型新株予約権付社債の一部ワラント行使に伴い、資本金及び資本準備金が総額３億円増加

したものの、社債発行費等の発生に伴って利益剰余金が前連結会計年度末より７億75百万円減少したこ

とや、営業投資有価証券の第１四半期末評価差額が減少したことなどであります。 

１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて８円04銭減少し、60円32銭となりました。また、自

己資本比率は、前連結会計年度末の89.0％から16.0％減少し、73.0％となりました。 
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3. 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) １「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 同一投資先に株式等と社債それぞれで投資している場合は、上表の社数は１社として集計しているため、株 

式等欄の社数と社債欄の社数との合計は一致しておりません。 

  

(2) 営業投資有価証券投資残高 

 
  

(3) 投資先企業新規株式公開状況 

当第１四半期連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

(4) 営業貸付金の状況 
 

  

当第１四半期連結会計期間 前第１四半期連結会計期間 前連結会計年度

自 平成19年４月１日 自 平成18年４月１日 自 平成18年４月１日

至 平成19年６月30日 至 平成18年６月30日 至 平成19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 2 58,744 4 103,263 10 2,644,161

社 債 1 4,078,582 ― ― 2 1,948,000

合 計 3 4,137,326 4 103,263 11 4,592,161

（単位：千円）

当第１四半期 
連結会計期間末

前第１四半期 
連結会計期間末 前連結会計年度末

(平成19年６月30日現在) (平成18年６月30日現在) (平成19年３月31日現在)

営業投資有価証券 11,595,790 6,476,090 8,383,902

営業投資損失引当金 △3,394,856 △222,421 △3,214,409

合  計 8,200,933 6,253,669 5,169,493

（単位：千円）

当第１四半期 
連結会計期間末

前第１四半期 
連結会計期間末 前連結会計年度末

(平成19年６月30日現在) (平成18年６月30日現在) (平成19年３月31日現在)

営業貸付金 120,000 2,735,914 136,000

貸倒引当金(流動) △845 △60,410 △719

合  計 119,154 2,675,503 135,280
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(5) リース事業固定資産の状況 
 

  

(6) 販売用不動産（たな卸資産）の状況 
 

  

  

4. その他 

  
  
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

該当事項はありません。 

  

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

該当事項はありません。 

  

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法施

行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号))に伴い、平成19年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

なお、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する方法によっております。 

当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

  
  

（単位：千円）

当第１四半期 
連結会計期間末

前第１四半期 
連結会計期間末 前連結会計年度末

(平成19年６月30日現在) (平成18年６月30日現在) (平成19年３月31日現在)

リース資産 6,196,629 3,891,400 6,196,629

減価償却累計額 △1,437,597 △418,402 △1,158,748

合  計 4,759,032 3,472,997 5,037,880

（単位：千円）

当第１四半期 
連結会計期間末

前第１四半期 
連結会計期間末 前連結会計年度末

(平成19年６月30日現在) (平成18年６月30日現在) (平成19年３月31日現在)

販売用不動産 
（たな卸資産）

1,899,371 1,162,966 2,986,893

合  計 1,899,371 1,162,966 2,986,893
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5. 第１四半期連結財務諸表 

(1)第１四半期連結貸借対照表 

 
  

科  目

当第１四半期

連結会計期間末

(平成19年６月30日現在)

前第１四半期

連結会計期間末

(平成18年６月30日現在)

増  減

（参考）

前連結会計年度末

(平成19年３月31日現在)

金 額 

(千円)

構成比

(％)

金 額 

(千円)

構成比

(％)

金 額 

(千円)

増減率

(％)

金 額 

(千円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 1. 現金及び預金 2,414,118 3,792,389 △1,378,271 1,699,731

 2. 営業未収入金 161,545 57,091 104,454 201,827

 3. 営業貸付金 120,000 2,735,914 △2,615,914 136,000

 4. 未収営業貸付金利息 － 62,016 △62,016 17

 5. 営業投資有価証券 11,595,790 6,476,090 5,119,699 8,383,902

 6. 営業投資損失引当金 △3,394,856 △222,421 △3,172,435 △3,214,409

 7. たな卸資産 1,899,371 1,162,966 736,405 2,986,893

  8. その他 278,559 549,698 △271,139 246,797

   貸倒引当金 △845 △60,410 59,564 △719

   流動資産合計 13,073,682 72.4 14,553,334 79.5 △1,479,652 △10.2 10,440,041 66.4

Ⅱ 固定資産

 1. 有形固定資産

  (1) リース資産 4,759,032 3,472,997 1,286,034 5,037,880

  (2) その他 11,974 16,986 △5,011 12,590

   有形固定資産合計 4,771,007 26.4 3,489,984 19.1 1,281,022 36.7 5,050,470 32.1

 2. 無形固定資産

  (1) のれん 113,659 202,196 △88,536 135,793

  (2) その他 30,612 4,807 25,805 32,355

   無形固定資産合計 144,272 0.8 207,003 1.1 △62,731 △30.3 168,149 1.1

 3. 投資その他の資産

  (1) その他 61,273 58,944 2,329 61,377

   投資その他の資産合計 61,273 0.4 58,944 0.3 2,329 4.0 61,377 0.4

   固定資産合計 4,976,553 27.6 3,755,932 20.5 1,220,620 32.5 5,279,997 33.6

   資産合計 18,050,235 100.0 18,309,266 100.0 △259,031 △1.4 15,720,038 100.0
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科  目

当第１四半期

連結会計期間末

(平成19年６月30日現在)

前第１四半期

連結会計期間末

(平成18年６月30日現在)

増  減

（参考）

前連結会計年度末

(平成19年３月31日現在)

金 額  

(千円)

構成比

(％)

金 額 

(千円)

構成比

(％)

金 額  

(千円)

増減率

(％)

金 額  

(千円)

構成比

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 1. 短期借入金 － 400,000 △400,000 877,000

 2. 一年内返済予定長期借入金 31,390 － 31,390 30,998

 3. 未払法人税等 10,228 15,464 △5,236 9,968

 4. その他 168,124 469,679 △301,555 335,695

   流動負債合計 209,743 1.2 885,144 4.8 △675,400 △76.3 1,253,662 8.0

Ⅱ 固定負債

 1. 社債 4,200,000 － 4,200,000 －

 2. 長期借入金 460,595 － 460,595 468,028

 3. 退職給付引当金 1,142 1,058 83 1,062

   固定負債合計 4,661,737 25.8 1,058 0.0 4,660,679 － 469,090 3.0

   負債合計 4,871,481 27.0 886,202 4.8 3,985,278 449.7 1,722,753 11.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 1. 資本金 11,225,870 11,075,870 150,000 11,075,870

 2. 資本剰余金 7,255,675 7,105,675 150,000 7,105,675

 3. 利益剰余金 △4,288,594 △727,673 △3,560,921 △3,513,358

 4. 自己株式 △25,182 △25,083 △98 △25,152

   株主資本合計 14,167,768 78.5 17,428,789 95.2 △3,261,020 △18.7 14,643,035 93.1

Ⅱ 評価・換算差額等

 1. その他有価証券

   評価差額金
△978,377 △1,780 △976,596 △643,652

 2. 為替換算調整勘定 △10,637 △3,944 △6,693 △2,097

   評価・換算差額等合計 △989,014 △5.5 △5,725 △0.0 △983,289 － △645,749 △4.1

Ⅲ 少数株主持分 － － － － － － － －

   純資産合計 13,178,754 73.0 17,423,064 95.2 △4,244,309 △24.4 13,997,285 89.0

   負債純資産合計 18,050,235 100.0 18,309,266 100.0 △259,031 △1.4 15,720,038 100.0
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(2)第１四半期連結損益計算書 

 
  

科  目

当第１四半期

連結会計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年６月30日)

前第１四半期

連結会計期間

(自 平成18年４月１日

  至 平成18年６月30日)

増  減

（参考）

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

  至 平成19年３月31日)

金 額  

(千円)

百分比

(％)

金 額  

(千円)

百分比

(％)

金 額  

(千円)

増減率

(％)

金 額  

(千円)

百分比

(％)

Ⅰ 売上高 1,979,665 100.0 709,181 100.0 1,270,483 179.1 4,649,918 100.0

Ⅱ 売上原価 2,117,074 106.9 679,144 95.8 1,437,930 211.7 6,859,745 147.5

   売上総利益又は

売上総損失（△）
△137,409 △6.9 30,037 4.2 △167,446 － △2,209,826 △47.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 230,921 11.7 216,339 30.5 14,582 6.7 755,770 16.3

   営業損失（△） △368,330 △18.6 △186,302 △26.3 △182,028 － △2,965,597 △63.8

Ⅳ 営業外収益 10,968 0.6 20,083 2.8 △9,115 △45.4 27,608 0.6

 1. 受取利息 627 9,319 △8,691 15,931

 2. 為替差益 9,318 9,286 31 5,589

 3. 受取手数料 1,019 － 1,019 4,390

 4. その他 2 1,477 △1,475 1,697

Ⅴ 営業外費用 333,691 16.9 52,723 7.4 280,967 532.9 97,724 2.1

 1. 支払利息 9,614 34 9,579 15,683

 2. 新株発行費 － 52,482 △52,482 －

 3. 株式交付費 － － － 68,790

 4. 社債発行費 324,076 － 324,076 －

 5. その他 1 207 △205 13,250

   経常損失（△） △691,053 △34.9 △218,942 △30.9 △472,111 － △3,035,713 △65.3

Ⅵ 特別利益 － － － － － － 54,279 1.2

 1. 貸倒引当金戻入益 － － － 54,279

Ⅶ 特別損失 － － 298 0.0 △298 － 2,419 0.1

 1. 固定資産除却損 － 298 △298 2,357

 2. その他 － － － 61

   税金等調整前第１四半期

      (当期)純損失(△)      
△691,053 △34.9 △219,241 △30.9 △471,812 － △2,983,852 △64.2

   法人税、住民税及び事業税 84,182 4.3 5,868 0.8 78,314 － 26,942 0.6

   第１四半期

   (当期)純損失(△)
△775,236 △39.2 △225,110 △31.7 △550,126 － 3,010,794 △64.8
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(3)第１四半期連結株主資本等変動計算書 

当第１四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日) 

（単位：千円） 

 
  

 
  

  

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19年３月31日残高 11,075,870 7,105,675 △3,513,358 △25,152 14,643,035

 当第１四半期連結会計期間中の変動額

  新株の発行 150,000 150,000 300,000

  第１四半期純損失 △775,236 △775,236

  自己株式の取得 △29 △29

   株主資本以外の項目の当第１四半期 

   連結会計期間中の変動額（純額）

 当第１四半期連結会計期間中の 

 変動額合計
150,000 150,000 △775,236 △29 △475,266

 平成19年６月30日残高 11,225,870 7,255,675 △4,288,594 △25,182 14,167,768

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19年３月31日残高 △643,652 △2,097 △645,749 13,997,285

 当第１四半期連結会計期間中の変動額

   新株の発行 300,000

  第１四半期純損失 △775,236

  自己株式の取得 △29

   株主資本以外の項目の当第１四半期 

   連結会計期間中の変動額（純額）
△334,724 △8,540 △343,264 △343,264

 当第１四半期連結会計期間中の 

 変動額合計
△334,724 △8,540 △343,264 △818,531

 平成19年６月30日残高 △978,377 △10,637 △989,014 13,178,754
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前第１四半期連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日) 

（単位：千円） 

 
  

 
（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 9,367,697 5,397,502 △43,636 △25,083 14,696,480

 当第１四半期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

  第１四半期純損失 △225,110 △225,110

  役員賞与（注） △49,600 △49,600

   株主資本以外の項目の当第１四半期 

   連結会計期間中の変動額（純額）

 当第１四半期連結会計期間中の 

 変動額合計
1,708,172 1,708,172 △684,036 － 2,732,308

 平成18年６月30日残高 11,075,870 7,105,675 △727,673 △25,083 17,428,789

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 53,727 7,464 61,192 14,757,672

 当第１四半期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

  第１四半期純損失 △225,110

  役員賞与（注） △49,600

   株主資本以外の項目の当第１四半期 

   連結会計期間中の変動額（純額）
△55,508 △11,408 △66,917 △66,917

 当第１四半期連結会計期間中の 

 変動額合計
△55,508 △11,408 △66,917 2,665,391

 平成18年６月30日残高 △1,780 △3,944 △5,725 17,423,064
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前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

（単位：千円） 

 
  

 
（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 9,367,697 5,397,502 △43,636 △25,083 14,696,480

 連結会計年度中の変動額

  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

  当期純損失 △3,010,794 △3,010,794

  役員賞与（注） △49,600 △49,600

  自己株式の取得 △69 △69

   株主資本以外の項目の 

  連結会計年度中の変動額（純額）

 連結会計年度中の変動額合計 1,708,172 1,708,172 △3,469,721 △69 △53,445

 平成19年３月31日残高 11,075,870 7,105,675 △3,513,358 △25,152 14,643,035

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 53,727 7,464 61,192 14,757,672

 連結会計年度中の変動額

   新株の発行 3,416,345

  剰余金の配当（注） △409,326

  当期純損失 △3,010,794

  役員賞与（注） △49,600

  自己株式の取得 △69

   株主資本以外の項目の 

   連結会計年度中の変動額（純額）
△697,379 △9,561 △706,941 △706,941

 連結会計年度中の変動額合計 △697,379 △9,561 △706,941 △760,387

 平成19年３月31日残高 △643,652 △2,097 △645,749 13,997,285
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第１四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 11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 

当第１四半期連結会計期間において、連結子会社の異動はありません。 

(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 

（連結の範囲から除いた理由） 

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

れた方針を実行するに過ぎないことが明らかであるため、連結の範囲から除外しております。 

(3) 他の会社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 

株式会社安子の電話 

イーチャージ・プロセシング・サービス株式会社 

株式会社イメージ・クリエーション・パブリッシャー 

ラックスマン株式会社 

（子会社としなかった理由） 

当社の主たる営業目的である投資育成のために取得したものであり、投資先会社の支配を目的

とするものではないためであります。 

(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。 

  

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用しない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 

（持分法を適用しない理由） 

第１四半期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。 

(2) 他の会社の議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有しているにもかか

わらず関連会社としなかった当該他の会社等の名称等 

Sun Innovation Holdings Limited 

株式会社オープンループ 

株式会社アーティストハウスホールディングス 
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（関連会社としなかった理由） 

当社の主たる営業目的である投資育成のために取得したものであり、営業、人事、資金その他

の取引を通し投資先会社の支配を目的とするものではないためであります。 

  

３．連結子会社の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・キャピタル他６社の第１四半期決算日は６月30日、Quants 

Capital Asia Limited他３社の第１四半期決算日は３月31日であります。 

第１四半期連結財務諸表の作成にあたり、有限会社ＱＣバイアウト２号投資事業組合については、

第１四半期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、３月31日現在の第１四半期財務諸表を使用し、第１四半期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。 

  

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 
 

  

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 
 

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）

・その他有価証券 a. 時価のあるもの

第１四半期連結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)

b. 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。

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。

①有形固定資産 当社及び国内連結子会社

リース資産

a. 平成19年３月31日以前に取得したもの

法人税法に規定する旧定額法

b. 平成19年４月１日以降に取得したもの

法人税法に規定する定額法

リース資産以外

a. 平成19年３月31日以前に取得したもの

法人税法に規定する旧定率法

b. 平成19年４月１日以降に取得したもの

法人税法に規定する定率法

在外連結子会社

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。
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(3) 重要な引当金の計上基準 
 

 

  

(4) 重要なリース取引の処理方法 
 

  

(5) その他第１四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

  

  

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

リース資産     ５年 

その他     ３～15年

②無形固定資産 定額法を採用しております。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。 

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。

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。

③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、当第１四半期連結会計期間末に

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。

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。

①消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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注記事項 

  

（第１四半期連結貸借対照表関係） 

1.有形固定資産の減価償却累計額 

 
  

2.担保資産及び債務 

 
  

（第１四半期連結損益計算書関係） 

1.販売費及び一般管理費の主要な科目及び金額 

 
  

2.固定資産除却損の内容 

 
  

当第１四半期 
連結会計期間末

前第１四半期 
連結会計期間末

前連結会計年度末

1,454,469千円 448,535千円 1,174,872千円

当第１四半期 
連結会計期間末

前第１四半期 
連結会計期間末

前連結会計年度末

担保に供している資産

たな卸資産 654,938千円 ―千円 1,742,459千円

（販売用不動産）

担保に対応する債務

短期借入金 ―千円 ―千円 377,000千円

一年内返済予定長期借入金 31,390 ― 30,998

長期借入金 460,595 ― 468,028

当第１四半期 
連結会計期間

前第１四半期 
連結会計期間

前連結会計年度

決算株式事務費 21,089千円 29,808千円 79,577千円

貸倒引当金繰入額 126 5,411 ―

役員報酬 23,625 23,575 94,752

従業員給料手当 23,874 20,554 84,211

業務委託費 58,770 60,983 217,319

のれん償却額 22,134 22,134 88,536

租税公課 43,055 22,011 74,017

当第１四半期 
連結会計期間

前第１四半期 
連結会計期間

前連結会計年度

器具備品 ―千円 298千円 2,357千円
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（第１四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

  

当第１四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６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に関する事項 

 
(注）1 普通株式の発行済株式総数の増加は、転換社債型新株予約権付社債の権利行使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。 

  

  

前第１四半期連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年６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に関する事項 

 
 (注)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.配当に関する事項 

配当金支払額 

平成18年６月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

 
  

前連結会計年度末
株式数(株)

当第１四半期
連結会計期間 
 増加株式数(株)

当第１四半期 
連結会計期間 
 減少株式数(株)

当第１四半期
連結会計期間 
末株式数(株)

発行済株式

普通株式(注１) 204,991,732 13,698,630 ― 218,690,362

  合 計 204,991,732 13,698,630 ― 218,690,362

自己株式

普通株式(注２) 224,130 1,130 ― 225,260

  合 計 224,130 1,130 ― 225,260

前連結会計年度末
株式数(株)

当第１四半期
連結会計期間 
 増加株式数(株)

当第１四半期 
連結会計期間 
 減少株式数(株)

当第１四半期
連結会計期間 
末株式数(株)

発行済株式

普通株式(注) 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 222,575 ― ― 222,575

  合 計 222,575 ― ― 222,575

(1) 配当金の総額 409,326千円

(2) １株当たり配当額 ３円

(3) 基準日 平成18年３月31日

(4) 効力発生日 平成18年６月29日
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前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類に関する事項 

 
(注）1 普通株式の発行済株式総数の増加は、株主割当増資による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.配当に関する事項 

配当金支払額 

平成18年６月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

 
  

  

前連結会計年度末
株式数(株)

当連結会計年度
 増加株式数(株)

当連結会計年度 
 減少株式数(株)

当連結会計年度末
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 1,555 ― 224,130

  合 計 222,575 1,555 ― 224,130

(1) 配当金の総額 409,326千円

(2) １株当たり配当額 ３円

(3) 基準日 平成18年３月31日

(4) 効力発生日 平成18年６月29日
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6. 第１四半期個別財務諸表 

(1)第１四半期貸借対照表 

 
  

科  目

当第１四半期会計期間末

(平成19年６月30日現在)

前第１四半期会計期間末

(平成18年６月30日現在)
増  減

（参考）

前事業年度末

(平成19年３月31日現在)

金 額 

(千円)

構成比

(％)

金 額 

(千円)

構成比

(％)

金 額 

(千円)

増減率

(％)

金 額 

(千円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 1. 現金及び預金 1,627,172 3,245,146 △1,617,974 1,286,325

 2. 営業未収入金 102,376 57,471 44,904 201,604

 3. 営業貸付金 120,000 2,735,914 △2,615,914 136,000

 4. 未収営業貸付金利息 － 62,016 △62,016 17

 5. 営業投資有価証券 11,194,358 5,505,236 5,689,122 7,546,240

 6. 営業投資損失引当金 △3,394,856 △187,805 △3,207,051 △3,214,409

 7. 販売用不動産 1,899,371 1,162,966 736,405 2,986,893

 8. その他 273,730 245,449 28,281 240,746

   貸倒引当金 △845 △60,410 59,564 △719

   流動資産合計 11,821,306 61.9 12,765,983 66.5 △944,677 △7.4 9,182,699 54.9

Ⅱ 固定資産

 1. 有形固定資産

  (1) リース資産 4,759,032 3,472,997 1,286,034 5,037,880

  (2) その他 11,691 12,499 △807 12,261

   有形固定資産合計 4,770,724 25.0 3,485,496 18.2 1,285,227 36.9 5,050,142 30.2

 2. 無形固定資産 4,112 0.0 4,807 0.0 △694 △14.4 4,355 0.0

 3. 投資その他の資産

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

  (2) 投資損失引当金 △789,668 △836,535 46,867 △789,668

  (3) 関係会社長期貸付金 － 496,809 △496,809 －

  (4) その他 50,277 47,973 2,304 50,377

   投資その他の資産合計 2,493,980 13.1 2,941,619 15.3 △447,638 △15.2 2,494,080 14.9

   固定資産合計 7,268,818 38.1 6,431,923 33.5 836,894 13.0 7,548,579 45.1

   資産合計 19,090,124 100.0 19,197,907 100.0 △107,782 △0.6 16,731,278 100.0
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科  目

当第１四半期会計期間末

(平成19年６月30日現在)

前第１四半期会計期間末

(平成18年６月30日現在)
増  減

（参考）

前事業年度末

(平成19年３月31日現在)

金 額  

(千円)

構成比

(％)

金 額 

(千円)

構成比

(％)

金 額  

(千円)

増減率

(％)

金 額  

(千円)

構成比

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 1. 短期借入金 － 400,000 △400,000 877,000

 2. 一年内返済予定長期借入金 31,390 － 31,390 30,998

 3. 未払法人税等 9,702 9,847 △145 7,670

 4. その他 155,180 438,597 △283,417 328,697

   流動負債合計 196,273 1.0 848,445 4.4 △652,171 △76.9 1,244,367 7.4

Ⅱ 固定負債

 1. 社債 4,200,000 － 4,200,000 －

 2. 長期借入金 460,595 － 460,595 468,028

 3. 退職給付引当金 1,142 1,058 83 1,062

   固定負債合計 4,661,737 24.4 1,058 0.0 4,660,679 － 469,090 2.8

   負債合計 4,858,011 25.4 849,503 4.4 4,008,507 471.9 1,713,457 10.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 1. 資本金 11,225,870 11,075,870 150,000 11,075,870

 2. 資本剰余金

  (1) 資本準備金 7,255,675 7,105,675 150,000 7,105,675

      資本剰余金合計 7,255,675 7,105,675 150,000 7,105,675

 3. 利益剰余金

  (1) 利益準備金 10,525 10,525 － 10,525

  (2) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 △3,257,569 293,579 △3,551,148 △2,510,275

      利益剰余金合計 △3,247,043 304,105 △3,551,148 △2,499,749

 4. 自己株式 △25,182 △25,083 △98 △25,152

   株主資本合計 15,209,320 79.7 18,460,567 96.2 △3,251,247 △17.6 15,656,643 93.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 1. その他有価証券

   評価差額金
△977,207 △112,164 △865,042 △638,822

   評価・換算差額等合計 △977,207 △5.1 △112,164 △0.6 △865,042 771.2 △638,822 △3.8

   純資産合計 14,232,113 74.6 18,348,403 95.6 △4,116,290 △22.4 15,017,821 89.8

   負債純資産合計 19,090,124 100.0 19,197,907 100.0 △107,782 △0.6 16,731,278 100.0

26

㈱クオンツ（6811）　平成20年３月期第１四半期財務・業績の概況



(2)第１四半期損益計算書 

 
  

  

科  目

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日)

前第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日)

増  減

（参考）

前事業年度

(自 平成18年４月１日

  至 平成19年３月31日)

金 額  

(千円)

百分比

(％)

金 額  

(千円)

百分比

(％)

金 額  

(千円)

増減率

(％)

金 額  

(千円)

百分比

(％)

Ⅰ 売上高 1,505,294 100.0 488,401 100.0 1,016,893 208.2 3,410,804 100.0

Ⅱ 売上原価 1,649,252 109.6 583,214 119.4 1,066,037 182.8 5,981,689 175.4

   売上総損失(△) △143,958 △9.6 △ 94,813 △19.4 △49,144 － △2,570,885 △75.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 194,448 12.9 148,594 30.4 45,853 30.9 565,139 16.5

   営業損失（△） △338,406 △22.5 △ 243,408 △49.8 △94,998 － △3,136,025 △91.9

Ⅳ 営業外収益 ※1 3,735 0.3 16,068 3.3 △12,333 △76.8 61,270 1.8

Ⅴ 営業外費用 ※2 333,690 22.2 53,200 10.9 280,489 527.2 95,624 2.8

   経常損失(△) △668,361 △44.4 △ 280,540 △57.4 △387,821 － △3,170,379 △92.9

Ⅵ 特別利益  － － － － － － 54,279 1.5

Ⅶ 特別損失  ※3 － － 47,166 9.7 △47,166 － 298 0.0

   税引前第１四半期(当期)

   純損失(△)
△668,361 △44.4 △ 327,706 △67.1 △340,654 － △3,116,398 △91.4

   法人税、住民税及び事業税 78,932 5.2 308 0.1 78,624 － 15,471 0.4

   第１四半期(当期)

   純損失(△)
△747,293 △49.6 △ 328,014 △67.2 △419,279 － △3,131,869 △91.8
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(3)第１四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日) 

（単位：千円） 

 
  

 
  

  

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19年３月31日残高 11,075,870 7,105,675 10,525 △2,510,275 △2,499,749 △25,152 15,656,643

 当第１四半期会計期間中 

 の変動額

  新株の発行 150,000 150,000 300,000

  第１四半期純損失 △747,293 △747,293 △747,293

  自己株式の取得 △29 △29

  株主資本以外の項目の 

  当第１四半期会計期間 

  中の変動額 (純額)

 当第１四半期会計期間中 

 の変動額合計
150,000 150,000 － △747,293 △747,293 △29 △447,323

 平成19年６月30日残高 11,225,870 7,255,675 10,525 △3,257,569 △3,247,043 △25,182 15,209,320

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19年３月31日残高 △638,822 15,017,821

 当第１四半期会計期間中 

 の変動額

  新株の発行 300,000

  第１四半期純損失 △747,293

  自己株式の取得 △29

  株主資本以外の項目の 

  当第１四半期会計期間 

  中の変動額 (純額)

△338,384 △338,384

 当第１四半期会計期間中 

 の変動額合計
△338,384 △785,707

 平成19年６月30日残高 △977,207 14,232,113
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前第１四半期会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日) 

（単位：千円） 

 
  

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

 当第１四半期会計期間中 

 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

  第１四半期純損失 △328,014 △328,014 △328,014

  役員賞与（注） △49,600 △49,600 △49,600

  株主資本以外の項目の 

  当第１四半期会計期間 

  中の変動額 (純額)

 当第１四半期会計期間中 

 の変動額合計
1,708,172 1,708,172 － △786,941 △786,941 － 2,629,404

 平成18年６月30日残高 11,075,870 7,105,675 10,525 293,579 304,105 △25,083 18,460,567

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 △2,320 15,828,843

 当第１四半期会計期間中 

 の変動額

  新株の発行 3,416,345

  剰余金の配当（注） △409,326

  第１四半期純損失 △328,014

  役員賞与（注） △49,600

  株主資本以外の項目の 

  当第１四半期会計期間 

  中の変動額 (純額)

△109,843 △109,843

 当第１四半期会計期間中 

 の変動額合計
△109,843 2,519,560

 平成18年６月30日残高 △112,164 18,348,403
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

（単位：千円） 

 
  

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

 事業年度中の変動額

  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

  当期純損失 △3,131,869 △3,131,869 △3,131,869

  役員賞与（注） △49,600 △49,600 △49,600

  自己株式の取得 △69 △69

  株主資本以外の項目 

  の事業年度中の変動 

   額（純額）

 事業年度中の変動額 

 合計
1,708,172 1,708,172 － △3,590,796 △3,590,796 △69 △174,520

 平成19年３月31日残高 11,075,870 7,105,675 10,525 △2,510,275 △2,499,749 △25,152 15,656,643

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 △2,320 15,828,843

 事業年度中の変動額

  新株の発行 3,416,345

  剰余金の配当（注） △409,326

  当期純損失 △3,131,869

  役員賞与（注） △49,600

  自己株式の取得 △69

  株主資本以外の項目 

  の事業年度中の変動 

   額 (純額)

△636,502 △636,502

 事業年度中の変動額 

 合計
△636,502 △811,022

 平成19年３月31日残高 △638,822 15,017,821
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第１四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

１．資産の評価基準及び評価方法 

 
  

２．固定資産の減価償却の方法 
 

  

３．重要な引当金の計上基準 

(1) 有価証券

  ①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）

  ②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。

  ③その他有価証券 a. 時価のあるもの

第１四半期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)

b. 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。

(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。

(1) 有形固定資産 リース資産

a. 平成19年３月31日以前に取得したもの

法人税法に規定する旧定額法

b. 平成19年４月１日以降に取得したもの

法人税法に規定する定額法

リース資産以外

a. 平成19年３月31日以前に取得したもの

法人税法に規定する旧定率法

b. 平成19年４月１日以降に取得したもの

法人税法に規定する定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

リース資産     ５年 

その他     ４～15年

(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。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。 

(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。

(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。
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４．重要なリース取引の処理方法 
 

  

５．その他第１四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
  

  

(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) 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、当事業年度末における退

職給付債務の見込額に基づき、当第１四半期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。

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。

(1) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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注記事項 

  

（第１四半期貸借対照表関係） 

1.有形固定資産の減価償却累計額 

 
  

2.担保資産及び債務 

 
  

（第１四半期損益計算書関係） 

※1.営業外収益の主な内容 

 
  

※2.営業外費用の主な内容 

 
  

※3.特別損失の主な内容 

 
  

4.減価償却実施額 

 
  

当第１四半期
会計期間末

前第１四半期 
会計期間末

前事業年度末

1,454,077千円 431,505千円 1,174,529千円

当第１四半期
会計期間末

前第１四半期 
会計期間末

前事業年度末

担保に供している資産

販売用不動産 654,938千円 ―千円 1,742,459千円

担保に対応する債務

短期借入金 ―千円 ―千円 377,000千円

一年内返済予定長期借入金 31,390 ― 30,998

長期借入金 460,595 ― 468,028

当第１四半期 
会 計 期 間

前第１四半期 
会 計 期 間

前事業年度

受取利息 623千円 14,729千円 54,630千円

受取手数料 1,318 1,339 5,284

当第１四半期 
会 計 期 間

前第１四半期 
会 計 期 間

前事業年度

支払利息 9,614千円 ―千円 15,640千円

新株発行費 ― 52,482 ―

社債発行費 324,076 ― ―

当第１四半期 
会 計 期 間

前第１四半期 
会 計 期 間

前事業年度

投資損失引当金繰入額 ―千円 46,867千円 ―千円

当第１四半期 
会 計 期 間

前第１四半期 
会 計 期 間

前事業年度

有形固定資産 279,547千円 158,302千円 901,326千円

無形固定資産 242 266 1,039
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（第１四半期株主資本等変動計算書関係） 

  

当第１四半期会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日) 

1. 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（注）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。 

  

  

前第１四半期会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日) 

1. 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

1. 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（注）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）

当第１四半期会計期
間増加株式数（株）

当第１四半期会計期
間減少株式数（株）

当第１四半期会計期
間末株式数 （株）

普通株式(注) 224,130 1,130 ― 225,260

 合 計 224,130 1,130 ― 225,260

前事業年度末 
株式数（株）

当第１四半期会計期
間増加株式数（株）

当第１四半期会計期
間減少株式数（株）

当第１四半期会計期
間末株式数 （株）

普通株式 222,575 ― ― 222,575

 合 計 222,575 ― ― 222,575

前事業年度末 
株式数（株）

当事業年度増加  
株式数（株）

当事業年度減少  
株式数（株）

当事業年度末   
株式数（株）

普通株式(注) 222,575 1,555 ― 224,130

 合 計 222,575 1,555 ― 224,130
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Summary of Business Result for the First Quarter of FY March 2008 

(Consolidated and Non-consolidated) 
 

Date: August 10, 2007 

Company Quants Inc. Registered on the JASDAQ 
Stock Code 6811 URL     http://www.quants.co.jp 
Representative Kyota Yamada (CEO)  
Contact Investor Relations and Public Relations  
Name  Katsushi Inoue  (Manager) T E L 03-5213-3322  
    
   
    
 
 

   
（Note: Rounded down to ¥ Million） 

1. Consolidated Performance for the First Quarter of FY March 2008 (Apri1 1, 2007－June 30, 2007) 

 

(1) Results of Operations                          （Note: Figures with % indicate changes from the previous year） 

 Net Sales Operating Income Recurring Income Net Income 
 ¥  Million % ¥  Million % ¥  Million % ¥  Million %

FY Mar.2008 1st Quarter 1,979 179.1   △368 -   △691 -   △775 - 
FY Mar.2007 1st Quarter  709 266.7   △186 -   △218 -   △225 - 

FY Mar.2007 4,649  △2,965  △3,035  △3,010  
 

 Earnings per Share Diluted Net 
Earnings per Share 

 ¥ ¥
FY Mar. 2008 1st Quarter  △3.75 - 
FY Mar. 2007 1st Quarter  △1.56 - 

FY Mar.2007 △15.86 - 
 

(2) Financial Position  

 Total Assets Shareholders’ Equity Shareholders’ 
Equity Ratio 

Shareholders’ 
Equity per Share  

 ¥  Million  ¥  Million % ¥

FY Mar. 2008 1st Quarter 18,050 13,178 73.0 60.32 
FY Mar. 2007 1st Quarter 18,309 17,423 95.2 85.09 

FY Mar.2007 15,720 13,997 89.0 68.36 
 

2. Forecast of Consolidated Financial Performance (April 1, 2007 – March 31, 2008) 
Please refer to page 2, the Forecast of Financial Performance. 
 

3. Others 
(1) Changes in the significant consolidated Subsidiaries during this period: None 
(2) Application of the simple method: None 
(3) Changes in accounting treatment from the most recent consolidated fiscal year (Changes in accounting 

principles applied): Yes 



－ 2 － 

 

 

(Reference) 
 
1. Non-consolidated Performance for the First Quarter of FY March 2008 

 (April 1, 2007–June 30, 2007)  

 
(1) Results of Operations                                    （Note: Figures with % indicate changes from the previous year） 

 Net Sales Operating Income Recurring Income Net Income 
 ¥  Million % ¥  Million % ¥  Million % ¥  Million %

FY Mar.2008 1st Quarter 1,505 208.2   △338 -   △668 -   △747 - 
FY Mar.2007 1st Quarter  488 329.1   △243 -   △280 -   △328 - 

FY Mar.2007 3,410  △3,136  △3,170  △3,131  
 

 Earnings 
per Share 

Diluted Net 
Earnings per Share 

 ¥ ¥

FY Mar.2008 1st Quarter  △3.62 - 
FY Mar.2007 1st Quarter  △2.27 - 

FY Mar.2007 △16.50 - 
 

(2) Financial Position  

 Total Assets Shareholders’ 
Equity 

Shareholders’ 
Equity Ratio 

Shareholders’ 
Equity per Share  

 ¥  Million ¥  Million % ¥

FY Mar.2008 1st Quarter 19,090 14,232 74.6 65.15 
FY Mar.2007 1st Quarter 19,197 18,348 95.6 89.61 

FY Mar.2007 16,731 15,017 89.8 73.34 
 

 

2. Forecast of Non - Consolidated Financial Performance (April 1, 2007 – March 31, 2008) 
Please refer to next paragraph, the Forecast of Financial Performance. 
 

 

 

 

Forecast of Financial Performance  
This company is an investment and finance company and its main revenue is invesmtment return. We do not 

issue earnings estimate for Fiscal Year March 2008 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 
publication of Financial conditions quarterly.  

It strives to enrich the contents much more. Also we still make an effort to enhance quarterly reportings and 
provide timely disclosure. 
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