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平成２０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20年３月期第３四半期（平成19年４月１日～平成19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 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期(当期)純利益

平成 19 年３月期 

第 3四半期実績値（Ａ）
3,787 △97 △162 △176

平成 20 年３月期 

第 3四半期実績値（Ｂ）
3,577 △2,554 △2,925 △3,012

増減額（Ｂ－Ａ） △210 △2,457 △2,762 △2,836

増 減 率 △5.6％ ― ― ―

② 単独                                 （単位：百万円） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期(当期)純利益

平成 19 年３月期 

第 3四半期実績値（Ａ）
2,882 △457 △487 △499

平成 20 年３月期 

第 3四半期実績値（Ｂ）
2,739 △2,498 △2,873 △2,995

増減額（Ｂ－Ａ） △142 △2,040 △2,385    △2,496

増 減 率 △4.9％ ― ― ―
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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、35 億 77 百万円（前年同期比 5.6％減）となりました。 

具体的な要因と致しましては、 

・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があったものの、有価証

券投資の売上減をカバーするには至らなかったこと 

・当社のリース事業が軌道にのり、リース売上高が順調に推移したこと 

・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売上高に貢献したこと 

などが挙げられます。 

（2）当第 3四半期連結会計期間の営業損益は、25億 54 百万円の損失（前年同期は 97 百万円の損失）と 

   なりました。これは、保有上場株式 2銘柄の著しい株価の下落の影響から、当中間期において、回復

する見込みがないと判断せざるをえず、売上原価として営業投資有価証券評価損 24 億 1 百万円を計

上したためであります。 

（3）当第 3四半期連結会計期間の経常損益は、29 億 25 百万円の損失（前年同期は 1億 62 百万円の損失）

となりました。これは、平成 19 年 4 月 23 日発表の第 2 回無担保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、近年、急速な発展を遂げてい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しており、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。 

   この結果、当第 3 四半期純損益は 30 億 12 百万円の損失（前年同期は 1 億 76 百万円の損失）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、保有株式の売却をはじめとして利益の確

保に尽力してまいります。 

②単独について 

(1) 当第 3四半期会計期間の売上高は、27 億 39 百万円（前年同期比 4.9％減）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ものの、有価証券投資の売上減をカ

バーするには至らなかったためであります。 

(2) 当第 3四半期会計期間の営業損失、経常損失及び純損失は、上記の連結決算の差異内容によるもの

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                                                                      （単位：百万円） 

通期 売上高 営業利益 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 △2,965 △3,035 △3,010 

②単独                                                                       （単位：百万円） 

通期 売上高 営業利益 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 △3,136 △3,170 △3,131 
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February 14, 2008 

 Company:    Quants Inc. 

 Registered on JASDAQ, stock code 6811 
 Representative: Yukihiro Kitamoto (CEO) 
 Contact:      Osamu Nakano 
 Corporate Strategy Executive Officer 
 Tel.: +81-(0)3-5213-3322 

 

 

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

The differences between the (Consolidated and Non-consolidated) financial results for the third quarter 
(April 1, 2007 – December 31, 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 Operating Income Recurring Income Net Income 

3rd Quarter (March 2007)（A） 3,787 △97 △162 △176

3rd Quarter (March 2008)（Ｂ） 3,577 △2,554 △2,925 △3,012

Change（Ｂ－Ａ） △210 △2,457 △2,762 △2,836

Percentage of change △5.6％ ― ― ―

 

② Non-consolidated                                            （unit：million yen） 

 
 

 Net Sales Operating Income Recurring Income Net Income 

3rd Quarter (March 2007)（A） 2,882 △457 △487  △499 

3rd Quarter (March 2008)（B） 2,739 △2,498 △2,873  △2,995 

Change（Ｂ－Ａ） △142 △2,040 △2,385  △2,496 

Percentage of change △4.9％ ― ―  ―  
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II. Differences in Operating Performance  

1. Operating Performance on a Consolidated Basis 
(1) During the third quarter of the fiscal year, consolidated net sales decreased 5.6%, to ¥3,577 million. 

Specific reasons included the following. 
• The Company earned returns on its investments in real estate, resulting in substantial income on 

disposal of available-for-sale real estate, but these returns failed to compensate for the decline in sales 
of investment securities. 

• The Company’s leasing business remained on a growth trajectory, with segment sales performance 
expanding steadily. 

• Our consolidated subsidiary received a steady influx of investment consulting business, which 
contributed to net sales. 

(2) During the third quarter, the Company posted a consolidated operating loss of ¥2,554 million, compared 
with an operating loss of ¥97 million in the third quarter of the preceding fiscal year, as market prices of 
shares held by two listed companies fell significantly. Since this Interim term, after judging there to be 
little likelihood of these share prices recovering, the Company posted a ¥2,401 million revaluation loss 
on its operating investment in securities.  

(3) The Company posted a consolidated recurring loss of ¥2,925 million for the third quarter, compared 
with a recurring loss of ¥162 million for the third quarter of the preceding term. This loss stemmed from 
an increase in non-operating expenses, arising from one-time bond issuance expenses of ¥324 million, 
in line with the issuance of convertible bonds (April 23rd, 2007 press released). These bonds were issued 
in May 2007 to raise funds to enable the Company to take part in a resort development project in Macau, 
which has experienced rapid growth in recent years, and financial expenses accompanied this 
fund-raising exercise.  

  As a result, the Company posted a net loss of ¥3,012 million for the third quarter, compared with a net 
loss of ¥176 million in the third quarter of the preceding year. We are taking vigorous measures to 
ensure profits for the full term, beginning with the sale of securities. 

 
2. Operating Performance on a Non-Consolidated Basis 

(1) Non-consolidated net sales during the third quarter came to ¥2,739 million, down 4.9%. Higher income 
on disposal of available-for-sale real estate increased and stronger leasing business performance failed 
to compensate for the decline in sales of investment securities. 

(2) During the third quarter, the Company also posted operating, recurring and net losses, mainly for the 
same reasons as those described above in the sections on consolidated performance. 

 
III. Reference: Operating Performance in the Preceding Fiscal Year (April 1, 2006 – March 31, 2007) 

1. Consolidated (Millions of yen) 
Full Year Net Sales Operating Income Recurring Income Net Income 

April 1, 2006, to  
March 31, 2007 

4,649 △2,965 △3,035 △3,010

 
2. Non-Consolidated (Millions of yen) 

Full Year Net Sales Operating Income Recurring Income Net Income 
April 1, 2006, to  
March 31, 2007 

3,410 △3,136 △3,170 △3,131
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