
 

 

 

 

   
  

 
  

(百万円未満切捨て) 

1. 平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年12月31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３四半期財務・業績の概況

平成20年２月14日

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)北本 幸寛

問合せ先責任者 (役職名)経営戦略室長 (氏名)中野 治 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３四半期 3,577 (△5.6) △2,554 (―) △2,925 (―) △3,012 (―)

19年３月期第３四半期 3,787 (258.0) △97 (―) △162 (―) △176 (―)

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３四半期 △13 65 ─ ─

19年３月期第３四半期 △0 95 ― ―

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３四半期 16,571 11,817 71.2 51 79

19年３月期第３四半期 18,375 16,698 90.9 81 55

19年３月期 15,720 13,997 89.0 68 36

1



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３四半期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年12月31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、15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３四半期 2,739 (△4.9) △2,498 (―) △2,873 (―) △2,995 (―)

19年３月期第３四半期 2,882 (675.2) △457 (―) △487 (―) △499 (―)

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３四半期 △13 57 ─ ─

19年３月期第３四半期 △2 70 ― ―

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３四半期 17,438 12,855 73.7 56 43

19年３月期第３四半期 19,269 17,649 91.6 86 19

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、７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13ページ「3.営業投・融資活動の状況」

の項目にて、当第３四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、投・融資事業活動を主たる業務とする当社及び連結子会社７社、また、その他の事業

（情報通信事業）を営む連結子会社１社で構成されております。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。 

  

 

  

 
(注) 平成19年８月27日開催の当社取締役会において会社を清算することを決議し、現在清算手続中であります。 

  

※１ 国内連結子会社 ５社： (投・融資事業) 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インキュベーション１号投資事業組合

イーチャージ・プロセシング・サービス株式会社

(その他の事業) 株式会社安子の電話

※２ 海外連結子会社 ３社： (投・融資事業) Quants Capital Asia Limited

Quants Capital (Hong Kong) Limited

昿析投資管理顧問(上海)有限公司（注）
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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・融資事業及びその他の事業に大別されます。各事業の内容は以下のとおりで

す。 

  

(1) 投・融資事業 

当社グループの主たる事業である投・融資事業は、投資、融資、リース、クレジットカード決済サービ

ス、その他投・融資の５つに分類されます。その事業資金は、株主の皆様からの増資や金融機関などから

の借入により調達されており、調達資金は経営会議及び取締役会の決定により前記の５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、原則として経営会議において四

半期ごとに厳格に時価評価し、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。 

  

〔クレジットカード決済サービス事業について〕 

クレジットカード決済サービス事業は、当期の中間連結会計期間末より連結子会社に含めているイーチ

ャージ・プロセシング・サービス株式会社が行う事業であり、あらゆるビジネス環境に対応したクレジッ

トカード決済サービスによる手数料収入を得ております。 

  

〔その他投・融資事業について〕 

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
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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

事務代行報酬を得ております。 

  

(2) その他の事業 

その他の事業は、当期の中間連結会計期間末より連結子会社に含めている株式会社安子の電話が行う情

報通信事業であり、国内及び国際電話サービスによる電話通話料収入を得ております。 
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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３四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した設備投資の増加や輸

出関連企業の業績が好調に推移したこともあり、景気は緩やかな回復基調で推移しました。しかしなが

ら、平成19年７月以降に顕在化した米国のサブプライムローン問題の影響が拡大したこともあいまって、

円キャリー取引の巻き戻しによる急激な円高進行を招きました。欧米の金融機関ではサブプライム関連に

よる追加損失が表面化しており、今後国内経済への影響が懸念されている状況となっております。 

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主な構成は、 

① 営業投資有価証券の売却額 

② 販売用不動産の売却額及び不動産賃貸収入 

③ リース事業収入 

④ 営業貸付金利息収入 

⑤ 投資したファンドからの分配金 

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３四半期連結会計期間の連結売上高は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 

② 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 

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売上高に貢献したこと 

などが挙げられます。 

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、保有株式の株価

の著しい下落の影響を受けて回復する見込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。 

また、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、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。 

  

また、イーチャージ・プロセシング・サービス株式会社及び株式会社安子の電話は、当初は、当社の主

たる営業目的である投資育成のために株式を取得し、育成後の売却の機会を模索しておりました。しかし

ながら、投資期間が相当の長期にわたり、当社所定の営業投資期間を満了したこと、及び過半数の議決権

を有していること等の理由から、当社グループの事業主体として認識し、当期の中間連結会計期間末より
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連結子会社に含めております。 

なお、中間連結会計期間末より連結子会社となったために、両社の損益計算書については、平成19年10

月から12月までの３ヶ月分のみを連結しております。 

当該２社につきましては、今後も株式売却を第一の目的として念頭に置いて、できるだけ早い時期に売

却益の計上ができるよう努めてまいります。 

  

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３四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。 

  

(1) 投・融資事業 

 ①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３四半期連結会計期間における投資実行額は、３社で48億95百万円（前年同期は６社で11億86百万

円）となりました。その内訳は、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への投資

として、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し、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して追加の投資を行いました。投資実行額の詳細につ

いては13ページの「3.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３四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３四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４億69百万円から営業投資有価証券売却原価５億73百万円を控除し

た総損益は、１億４百万円の損失（前年同期は５億63百万円の利益）となりました。一方で、投資先会社

の純資産の減少及び保有株式の株価の著しい下落の影響を受けて、営業投資有価証券評価損24億１百万円

を計上しました。その結果、営業投資有価証券関連損益は22億12百万円の損失（前年同期は38百万円の損

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。 
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（単位：千円）

 
  

（営業投資有価証券残高の状況） 

当第３四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25億39百万円（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）との差額は16億35百万円の評

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１億

88百万円（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18億24百万円（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３四半期連結会計期間末の全営業投資有価証券残高は72億94百万円（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３四半期連結会計期間におきまして、既存投資先２社の連結に伴い、これまで当該２社の業績等を

考慮して計上しておりました営業投資損失引当金の目的取崩しを行いました。そのため、営業投資損失引

当金残高は２億円（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３四半期連結会計期間末における営業投資有価証券残高72億94百万円に対する投資損失

引当率は、2.7％（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３四半期連結会計期間より不動産投資関連の

状況を記載してまいります。 

  

（不動産投資活動の状況） 

当第３四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

前第３四半期
連結会計期間

当第３四半期
連結会計期間

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日 (自 平成19年４月１日 (自 平成18年４月１日

  至 平成18年12月31日)  至 平成19年12月31日)   至 平成19年３月31日)

営業投資有価証券売上高 2,628,324 762,346 2,807,919

営業投資有価証券売却額(Ａ) 2,589,063 469,463 2,766,930

営業投資有価証券利息配当金 39,260 292,882 40,988

営業投資有価証券売上原価 2,025,411 2,974,670 2,533,759

営業投資有価証券売却原価(Ｂ) 2,025,411 573,540 2,533,759

営業投資有価証券評価損 ― 2,401,130 ─

営業投資損失引当金繰入額 641,603 ─ 3,214,409

営業投資有価証券関連損益 △38,691 △2,212,323 △2,940,249

キャピタルゲイン(Ａ)－(Ｂ) 563,652 △104,076 233,170
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については13ページの「3.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３四半期連結会計期間は、販売用不動産売却額14億77百万円から、販売用不動産売却原価13億53百

万円を控除した総利益は、１億24百万円（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65百万円（前年同期は40百万円）を計上し、それに要する売上原価19百万円（前年同期は１

百万円）を控除した不動産賃貸総利益は46百万円（前年同期は39百万円）となりました。 

この結果、当第３四半期連結会計期間における不動産投資関連損益は、１億70百万円の利益（前年同期

は39百万円の利益）となりました。 

  

以上の結果、当第３四半期連結会計期間の投資事業全体では、売上高23億５百万円（前年同期は26億68

百万円）、売上総損失20億41百万円（前年同期は売上総利益40万円）となりました。 

  

②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３四半期連結会計期間に

おいても引き続き投資先会社への融資を促進するとともに、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３四半期連結会計期間末の営業貸付金残高は４億95百万円（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27百万円（前年同期は２億48百万円）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、融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３四半期連結会計期間におきましては２百万円の追加引当をしたため、貸倒引当金残高は、２百万

円（前連結会計年度末は71万円）となりました。当第３四半期連結会計期間末における営業貸付金残高４

億95百万円に対する貸倒引当率は、0.6％（前連結会計年度末は0.5％）となっております。 

  

③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３四半期連結会計期間のリース料収入は８億41百万円（前年同期は５億10百万円）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。 

  

④クレジットカード決済サービス事業 

当期の中間連結会計期間末より連結子会社に含めているイーチャージ・プロセシング・サービス株式会

社は、クレジットカード決済サービス事業を営んでおります。 

当第３四半期連結会計期間の売上高１億60百万円から、それに要する売上原価73百万円を控除した売上

総利益は87百万円となりました。 
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⑤その他投・融資事業 

その他投・融資事業は、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３四半期連結会計期間のその他投・融資事業売上高は１億48百万円（前年同期は３億59百万円）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22百万円

であります。今後も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。 

  

(2) その他の事業 

その他の事業は、当期の中間連結会計期間末より連結子会社に含めている株式会社安子の電話が行う情

報通信事業であり、当第３四半期連結会計期間における売上高93百万円から、それに要する売上原価１億

12百万円を控除した売上総損失は18百万円となりました。 
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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15.9％増加し、121億１百万円となりました。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、投資先会社の株価の著しい下落等により

個別資産残高の減少があった一方で、マカオの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

増加したことや、投資先会社への融資を実行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5.4％増加し、165億71百万円となりました。 

  

② 負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて75.8％減少し、３億３百万円となりました。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、44億50百万円となりました。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175.9％増加し、47億53百万円となりました。 

  

③ 純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて15.6％減少し、118億17百万円となりました。主な増減要因

は、資本準備金24億99百万円を取崩し欠損てん補を行い、また、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５億円増加したものの、保有株式の株価の著しい下落の影

響を受けて営業投資有価証券評価損を計上したことや、社債発行費等の発生に伴う第３四半期純損失の計

上により、利益剰余金が前連結会計年度末より30億12百万円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16円57銭減少し、51円79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17.8％減少し、71.2％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 

前第３四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

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） 

該当事項はありません。 

  

(4) 営業貸付金の状況 

 
  

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 前連結会計年度

(自 平成18年４月１日 (自 平成19年４月１日 (自 平成18年４月１日

  至 平成18年12月31日)   至 平成19年12月31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 6 1,186,243 2 817,384 10 2,644,161 

社 債 ― ― 1 4,078,582 2 1,948,000 

合 計 6 1,186,243 3 4,895,967 11 4,592,161 

（単位：千円）

前第３四半期
連結会計期間末

当第３四半期
連結会計期間末

前連結会計年度末

(平成18年12月31日現在) (平成19年12月31日現在) (平成19年３月31日現在)

営業投資有価証券 5,538,188 7,294,854 8,383,902

営業投資損失引当金 △641,603 △200,000 △3,214,409

合 計 4,896,584 7,094,854 5,169,493

（単位：千円）

前第３四半期
連結会計期間末

当第３四半期
連結会計期間末

前連結会計年度末

(平成18年12月31日現在) (平成19年12月31日現在) (平成19年３月31日現在)

営業貸付金 2,406,000 495,000 136,000

貸倒引当金 △11,108 △2,855 △719

合 計 2,394,891 492,144 135,280
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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 
 

  

  
  
  
  
  

（単位：千円）

前第３四半期
連結会計期間末

当第３四半期
連結会計期間末

前連結会計年度末

(平成18年12月31日現在) (平成19年12月31日現在) (平成19年３月31日現在)

リース資産 5,992,883 6,196,629 6,196,629

減価償却累計額 △879,716 △1,995,293 △1,158,748

合 計 5,113,166 4,201,335 5,037,880

（単位：千円）

前第３四半期
連結会計期間末

当第３四半期
連結会計期間末 前連結会計年度末

(平成18年12月31日現在) (平成19年12月31日現在) (平成19年３月31日現在)

販売用不動産 
(たな卸資産)

3,131,227 1,645,997 2,986,893

合 計 3,131,227 1,645,997 2,986,893
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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 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

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。 

当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

（追加情報） 

当第３四半期連結会計期間から、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。 
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5. 第３四半期連結財務諸表 

(1) 第３四半期連結貸借対照表 

 
  

科  目

前第３四半期

連結会計期間末

(平成18年12月31日現在)

当第３四半期

連結会計期間末

(平成19年12月31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 1,675,996 2,108,669 432,672 1,699,731

 2. 営業未収入金 45,456 678,737 633,280 201,827

 3. 営業貸付金 2,406,000 495,000 △1,911,000 136,000

 4. 未収営業貸付金利息 186,805 ― △186,805 17

 5. 営業投資有価証券 5,538,188 7,294,854 1,756,665 8,383,902

 6. 営業投資損失引当金 △641,603 △200,000 441,603 △3,214,409

 7. たな卸資産 3,131,227 1,645,997 △1,485,230 2,986,893

  8. その他 495,537 81,088 △414,449 246,797

   貸倒引当金 △11,108 △2,974 8,134 △719

   流動資産合計 12,826,499 69.8 12,101,372 73.0 △725,127 △5.7 10,440,041 66.4

Ⅱ 固定資産

 1. 有形固定資産

  (1) リース資産 5,113,166 4,201,335 △911,831 5,037,880

  (2) その他 182,145 18,974 △163,170 12,590

   有形固定資産合計 5,295,312 28.8 4,220,310 25.5 △1,075,002 △20.3 5,050,470 32.1

 2. 無形固定資産

  (1) のれん 157,927 72,419 △85,507 135,793

  (2) その他 33,771 78,682 44,911 32,355

   無形固定資産合計 191,699 1.1 151,102 0.9 △40,596 △21.2 168,149 1.1

 3. 投資その他の資産

  (1) その他 61,510 144,271 82,761 61,377

   貸倒引当金 ― △45,600 △45,600 ―

   投資その他の資産合計 61,510 0.3 98,671 0.6 37,161 60.4 61,377 0.4

   固定資産合計 5,548,522 30.2 4,470,084 27.0 △1,078,437 △19.4 5,279,997 33.6

   資産合計 18,375,022 100.0 16,571,456 100.0 △1,803,565 △9.8 15,720,038 100.0
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科  目

前第３四半期

連結会計期間末

(平成18年12月31日現在)

当第３四半期

連結会計期間末

(平成19年12月31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 877,000 ─ △877,000 877,000

 2. 一年内返済予定 

      長期借入金
28,066 32,047 3,980 30,998

 3. 未払法人税等 41,670 10,311 △31,358 9,968

 4. 役員賞与引当金 20,000 ─ △20,000 ─

 5. その他 231,269 261,088 29,818 335,695

   流動負債合計 1,198,006 6.5 303,447 1.8 △894,559 △74.7 1,253,662 8.0

Ⅱ 固定負債

 1. 社債 ─ 4,000,000 4,000,000 ─

 2. 長期借入金 477,914 445,713 △32,201 468,028

 3. 退職給付引当金 966 3,085 2,118 1,062

 4. その他 ─ 1,500 1,500 ─

   固定負債合計 478,881 2.6 4,450,298 26.9 3,971,417 829.3 469,090 3.0

   負債合計 1,676,888 9.1 4,753,746 28.7 3,076,857 183.5 1,722,753 11.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 1. 資本金 11,075,870 11,325,870 250,000 11,075,870

 2. 資本剰余金 7,105,675 4,855,925 △2,249,749 7,105,675

 3. 利益剰余金 △678,614 △4,021,476 △3,342,861 △3,513,358

 4. 自己株式 △25,130 △25,200 △70 △25,152

   株主資本合計 17,477,801 95.1 12,135,119 73.2 △5,342,681 △30.6 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
△780,468 △325,569 454,898 △643,652

 2. 為替換算調整勘定 800 △11,668 △12,469 △2,097

   評価・換算差額等合計 △779,667 △4.2 △337,238 △2.0 442,429 △56.7 △645,749 △4.1

Ⅲ 少数株主持分 ─ ─ 19,829 0.1 19,829 ─ ─ ─

   純資産合計 16,698,133 90.9 11,817,710 71.3 △4,880,423 △29.2 13,997,285 89.0

   負債純資産合計 18,375,022 100.0 16,571,456 100.0 △1,803,565 △9.8 15,720,038 100.0
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(2) 第３四半期連結損益計算書 

 
  

科  目

前第３四半期

連結会計期間

(自 平成18年４月１日

  至 平成18年12月31日)

当第３四半期

連結会計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年12月31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 3,787,476 100.0 3,577,038 100.0 △210,438 △5.6 4,649,918 100.0

Ⅱ 売上原価 3,302,533 87.2 5,377,211 150.3 2,074,677 62.8 6,859,745 147.5

   売上総利益又は

   売上総損失(△)
484,943 12.8 △1,800,173 △50.3 △2,285,116 ─ △2,209,826 △47.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 582,023 15.4 753,939 21.1 171,915 29.5 755,770 16.3

   営業損失(△) △97,080 △2.6 △2,554,112 △71.4 △2,457,032 ─ △2,965,597 △63.8

Ⅳ 営業外収益 23,710 0.6 9,261 0.2 △14,448 △60.9 27,608 0.6

 1. 受取利息 14,847 2,039 △12,807 15,931

 2. 受取手数料 3,298 2,006 △1,292 4,390

 3. 為替差益 3,507 ─ △3,507 5,589

 4. その他 2,056 5,215 3,158 1,697

Ⅴ 営業外費用 89,218 2.3 380,195 10.6 290,976 326.1 97,724 2.1

 1. 支払利息 7,135 19,043 11,907 15,683

 2. 株式交付費 68,790 2,419 △66,371 68,790

 3. 社債発行費 ─ 324,076 324,076 ─

 4. その他 13,292 34,656 21,363 13,250

   経常損失(△) △162,589 △4.3 △2,925,046 △81.8 △2,762,457 ─ △3,035,713 △65.3

Ⅵ 特別利益 43,890 1.2 ─ ─ △43,890 ─ 54,279 1.2

 1. 貸倒引当金戻入益 43,890 ─ △43,890 54,279

Ⅶ 特別損失 510 0.0 5,098 0.1 4,587 898.1 2,419 0.1

 1. 固定資産除却損 510 ─ △510 2,357

 2. 子会社清算損 ─ 5,098 5,098 ─

 3. その他 ─ ─ ─ 61

   税金等調整前第３四半期

      (当期)純損失(△)
△119,209 △3.1 △2,930,144 △81.9 △2,810,935 ─ △2,983,852 △64.2

   法人税、住民税及び事業税 56,841 1.5 86,922 2.4 30,081 52.9 26,942 0.6

   少数株主損失 ─ ─ △4,101 △0.1 △4,101 ─ ─ ─

   第３四半期

   (当期)純損失(△)
△176,051 △4.6 △3,012,965 △84.2 △2,836,914 ─ △3,010,794 △64.8
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(3) 第３四半期連結株主資本等変動計算書 

前第３四半期連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年12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

 当第３四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３四半期純損失 △176,051 △176,051

  役員賞与(注) △49,600 △49,600

  自己株式の取得 △46 △46

   株主資本以外の項目の当第３四半期 

   連結会計期間中の変動額(純額)

 当第３四半期連結会計期間中の 

 変動額合計
1,708,172 1,708,172 △634,977 △46 2,781,321

 平成18年12月31日残高 11,075,870 7,105,675 △678,614 △25,130 17,477,801

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３四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３四半期純損失 △176,051

 役員賞与(注) △49,600

 自己株式の取得 △46

 株主資本以外の項目の当第３四半期 

  連結会計期間中の変動額(純額)
△834,195 △6,664 △840,859 △840,859

当第３四半期連結会計期間中の 

変動額合計
△834,195 △6,664 △840,859 1,940,461

平成18年12月31日残高 △780,468 800 △779,667 16,698,133
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当第３四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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３四半期連結会計期間中の変動額

  新株の発行 250,000 250,000 500,000

  欠損金のてん補 △2,499,749 2,499,749 ―

  第３四半期純損失 △3,012,965 △3,012,965

  連結範囲の変更による増加 5,098 5,098

  自己株式の取得 △47 △47

   株主資本以外の項目の当第３四半期 

   連結会計期間中の変動額(純額)

 当第３四半期連結会計期間中の    

 変動額合計            
250,000 △2,249,749 △508,117 △47 △2,507,915

 平成19年12月31日残高    11,325,870 4,855,925 △4,021,476 △25,200 12,135,119

評価・換算差額等

少数株主持分 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３四半期連結会計期間中の変動額

   新株の発行 500,000

  欠損金のてん補 ―

  第３四半期純損失 △3,012,965

  連結範囲の変更による増加 5,098

  自己株式の取得 △47

   株主資本以外の項目の当第３四半期  

   連結会計期間中の変動額(純額)
318,082 △9,571 308,511 19,829 328,340

 当第３四半期連結会計期間中の

 変動額合計
318,082 △9,571 308,511 19,829 △2,179,574

 平成19年12月31日残高   △325,569 △11,668 △337,238 19,829 11,817,710
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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３四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 ８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 

従来から議決権の過半数を保有しておりましたイーチャージ・プロセシング・サービス株式会社

及び株式会社安子の電話については、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

であるため、子会社とはしておりませんでしたが、当社所定の営業投資期間の満了に伴い、投資育

成目的から支配目的に保有目的を変更いたしましたので、当期の中間連結会計期間末より連結子会

社に含めております。 

また、有限会社ＱＣバイアウト２号投資事業組合他４社は、会社清算のため当第３四半期連結会

計期間より連結の範囲から除外しております。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

該当事項はありません。 

非連結子会社でありましたイーラックス１号未公開株投資事業組合については、当第３四半期連

結会計期間に清算いたしました。 

(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 

該当事項はありません。 

(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 

（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。 
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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４社の第３四半期決算日は12月31日、

Quants Capital Asia Limited他２社の第３四半期決算日は９月30日であります。 

第３四半期連結財務諸表の作成にあたっては、Quants Capital Asia Limited他２社については、９

月30日現在の第３四半期財務諸表を使用し、第３四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 
 

  

(3) 重要な引当金の計上基準 
 

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３四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は、リース資産については定額法を、そ

の他の資産については定率法を採用しております。

在外連結子会社は、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。

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。
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(4) 重要なリース取引の処理方法 
 

  

(5) その他第３四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

  

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３四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３四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３四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 

 
  

3. 子会社清算損の内容 

 
  

  

前第３四半期 
連結会計期間末

当第３四半期 
連結会計期間末

前連結会計年度末

912,509千円 2,174,001千円 1,174,872千円

前第３四半期 
連結会計期間末

当第３四半期 
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 1,701,193千円 654,938千円 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 377,000千円 ─千円 377,000千円

一年内返済予定長期借入金 28,066 32,047 30,998

長期借入金 477,914 445,713 468,028

前第３四半期 
連結会計期間

当第３四半期 
連結会計期間

前連結会計年度

決算株式事務費 62,997千円 47,449千円 79,577千円

貸倒引当金繰入額 ─ 47,903 ―

役員報酬 71,127 89,664 94,752

従業員給料手当 63,989 94,544 84,211

業務委託費 147,422 152,794 217,319

のれん償却額 66,402 63,373 88,536

租税公課 65,354 110,725 74,017

前第３四半期 
連結会計期間

当第３四半期 
連結会計期間

前連結会計年度

器具備品 510千円 ─千円 2,357千円

前第３四半期 
連結会計期間

当第３四半期 
連結会計期間

前連結会計年度

連結子会社における
子会社清算損

─千円 5,098千円 ─千円
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（第３四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年12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及び株式数に関する事項 

 
(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。 

  

2. 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

3. 配当に関する事項 

(1) 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 

 
  

(2) 基準日が当第３四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結

会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 

  

  

前連結会計年度末
株式数(株)

当第３四半期
連結会計期間 
 増加株式数(株)

当第３四半期 
連結会計期間 
 減少株式数(株)

当第３四半期
連結会計期間 
末株式数(株)

発行済株式

普通株式(注１) 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 1,000 ― 223,575

  合 計 222,575 1,000 ― 223,575

(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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当第３四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12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及び株式数に関する事項 

 
(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。 

  

2. 新株予約権等に関する事項 

 
(注）1. 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の当第３四半期連結会計期間増加は、新株予約権の発行によるも

のであります。 

   2. 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の当第３四半期連結会計期間減少は、新株予約権の行使によるも

のであります。 

3. 上表の第２回無担保転換社債型新株予約権付社債は、権利行使可能なものであります。 

  

3. 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません 

  

(2) 基準日が当第３四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結

会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末
株式数(株)

当第３四半期
連結会計期間 
 増加株式数(株)

当第３四半期 
連結会計期間 
 減少株式数(株)

当第３四半期
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 23,044,424 ― 228,036,156

  合 計 204,991,732 23,044,424 ― 228,036,156

自己株式

普通株式(注２) 224,130 1,924 ― 226,054

  合 計 224,130 1,924 ― 226,054

区分 新株予約権の内容
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当第３四半
期連結会計
期間末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当第３四半期
連結会計期間
増加

当第３四半期
連結会計期間
減少

当第３四半
期連結会計
期間末

提出会社
（親会社）

第２回無担保転換社債
型新株予約権付社債
（注１.２）

普通株式 ― 308,758,709 23,044,424 285,714,285 ―

合計 ― ― 308,758,709 23,044,424 285,714,285 ―
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前連結会計期間(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及び株式数に関する事項 

 
(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。 

  

2. 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

3. 配当に関する事項 

(1) 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 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

  

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３四半期個別財務諸表 

(1) 第３四半期貸借対照表 

 
  

  

  

科  目

前第３四半期会計期間末

(平成18年12月31日現在)

当第３四半期会計期間末

(平成19年12月31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 1,523,282 1,151,658 △371,624 1,286,325

 2. 営業未収入金 45,837 378,956 333,118 201,604

 3. 営業貸付金 1,926,000 495,000 △1,431,000 136,000

 4. 未収営業貸付金利息 158,873 ― △158,873 17

 5. 営業投資有価証券 4,505,842 6,955,145 2,449,303 7,546,240

 6. 営業投資損失引当金 △641,603 △200,000 441,603 △3,214,409

 7. 販売用不動産 3,131,227 1,645,997 △1,485,230 2,986,893

 8. その他 247,748 69,133 △178,614 240,746

   貸倒引当金 △11,108 △3,148 7,960 △719

   流動資産合計 10,886,098 56.5 10,492,742 60.2 △393,356 △3.6 9,182,699 54.9

Ⅱ 固定資産

 1. 有形固定資産

  (1) リース資産 5,113,166 4,201,335 △911,831 5,037,880

  (2) その他 178,804 11,468 △167,336 12,261

   有形固定資産合計 5,291,971 27.5 4,212,803 24.2 △1,079,167 △20.4 5,050,142 30.2

 2. 無形固定資産 4,271 0.0 4,212 0.0 △58 △1.4 4,355 0.0

 3. 投資その他の資産

  (1) 関係会社株式 3,233,372 3,436,050 202,677 3,233,372

  (2) 投資損失引当金 △789,668 △831,555 △41,886 △789,668

  (3) 関係会社長期貸付金 593,000 54,000 △539,000 ―

  (4) その他 50,527 109,977 59,450 50,377

   貸倒引当金 ― △40,000 △40,000 ─

   投資その他の資産合計 3,087,230 16.0 2,728,472 15.6 △358,758 △11.6 2,494,080 14.9

   固定資産合計 8,383,473 43.5 6,945,489 39.8 △1,437,984 △17.2 7,548,579 45.1

   資産合計 19,269,572 100.0 17,438,231 100.0 △1,831,341 △9.5 16,731,278 100.0
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科  目

前第３四半期会計期間末

(平成18年12月31日現在)

当第３四半期会計期間末

(平成19年12月31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 877,000 ― △877,000 877,000

 2. 一年内返済予定長期借入金 28,066 32,047 3,980 30,998

 3. 未払法人税等 38,177 6,580 △31,596 7,670

 4. 役員賞与引当金 20,000 ― △20,000 ―

 5. その他 177,574 96,785 △80,788 328,697

   流動負債合計 1,140,818 5.9 135,413 0.8 △1,005,405 △88.1 1,244,367 7.4

Ⅱ 固定負債

  1. 社債 ─ 4,000,000 4,000,000 ─

 2. 長期借入金 477,914 445,713 △32,201 468,028

 3. 退職給付引当金 966 1,464 498 1,062

   固定負債合計 478,881 2.5 4,447,178 25.5 3,968,296 828.7 469,090 2.8

   負債合計 1,619,699 8.4 4,582,591 26.3 2,962,891 182.9 1,713,457 10.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 1. 資本金 11,075,870 11,325,870 250,000 11,075,870

 2. 資本剰余金

  (1) 資本準備金 7,105,675 250,000 △6,855,675 7,105,675

  (2) その他資本剰余金 ― 4,605,925 4,605,925 ─

      資本剰余金合計 7,105,675 4,855,925 △2,249,749 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 122,283 △3,006,192 △3,128,476 △2,510,275

      利益剰余金合計 132,809 △2,995,666 △3,128,476 △2,499,749

 4. 自己株式 △25,130 △25,200 △70 △25,152

   株主資本合計 18,289,225 94.9 13,160,929 75.5 △5,128,296 △28.0 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 △639,352 △305,289 334,063 △638,822

   評価・換算差額等合計 △639,352 △3.3 △305,289 △1.8 334,063 △52.3 △638,822 △3.8

   純資産合計 17,649,872 91.6 12,855,640 73.7 △4,794,232 △27.2 15,017,821 89.8

   負債純資産合計 19,269,572 100.0 17,438,231 100.0 △1,831,341 △9.5 16,731,278 100.0
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(2) 第３四半期損益計算書 

 
  

科  目

前第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)

当第３四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31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 2,882,383 100.0 2,739,875 100.0 △142,508 △4.9 3,410,804 100.0

Ⅱ 売上原価 2,911,523 101.0 4,681,396 170.9 1,769,873 60.8 5,981,689 175.4

   売上総損失(△) △29,139 △1.0 △1,941,521 △70.9 △1,912,381 ─ △2,570,885 △75.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 428,603 14.9 556,869 20.3 128,266 29.9 565,139 16.5

   営業損失(△) △457,743 △15.9 △2,498,390 △91.2 △2,040,647 ─ △3,136,025 △91.9

Ⅳ 営業外収益 ※1 55,017 1.9 10,938 0.4 △44,078 △80.1 61,270 1.8

Ⅴ 営業外費用 ※2 85,064 2.9 385,875 14.1 300,810 353.6 95,624 2.8

   経常損失(△) △487,790 △16.9 △2,873,327 △104.9 △2,385,537 ─ △3,170,379 △92.9

Ⅵ 特別利益  ※3 43,890 1.5 ― ― △ 43,890 ─ 54,279 1.5

Ⅶ 特別損失  ※4 298 0.0 41,886 1.5 41,587 ─ 298 0.0

   税引前第３四半期(当期)

   純損失(△)
△444,198 △15.4 △2,915,213 △106.4 △2,471,014 ─ △3,116,398 △91.4

   法人税、住民税及び

   事業税
55,111 1.9 80,452 2.9 25,341 46.0 15,471 0.4

   第３四半期(当期)

   純損失(△)
△499,310 △17.3 △2,995,666 △109.3 △2,496,356 ─ △3,131,869 △91.8
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(3) 第３四半期株主資本等変動計算書 

前第３四半期会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年12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

 当第３四半期会計期間中 

 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３四半期純損失 △499,310 △499,310 △499,310

  役員賞与(注) △49,600 △49,600 △49,600

  自己株式の取得 △46 △46

  株主資本以外の項目の 

  当第３四半期会計期間 

  中の変動額(純額)

 当第３四半期会計期間中 

 の変動額合計
1,708,172 1,708,172 ─ △958,236 △958,236 △46 2,458,062

 平成18年12月31日残高 11,075,870 7,105,675 10,525 122,283 132,809 △25,130 18,289,225

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３四半期会計期間中 

 の変動額

  新株の発行 3,416,345

  剰余金の配当(注) △409,326

  第３四半期純損失 △499,310

  役員賞与(注) △49,600

  自己株式の取得 △46

  株主資本以外の項目の 

  当第３四半期会計期間 

  中の変動額(純額)

△637,032 △637,032

 当第３四半期会計期間中 

 の変動額合計
△637,032 1,821,029

 平成18年12月31日残高 △639,352 17,649,872
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当第３四半期会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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
その他 

資本剰余金

資本剰余金 

合計

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 ― 7,105,675 10,525 △2,510,275 △2,499,749 △25,152 15,656,643

 当第３四半期

 会計期間中の変動額

  新株の発行 250,000 250,000 250,000 500,000

  欠損金のてん補 △7,105,675 4,605,925 △2,499,749 2,499,749 2,499,749 ―

  第３四半期純損失 △2,995,666 △2,995,666 △2,995,666

  自己株式の取得 △47 △47

  株主資本以外の項目 

  の第３四半期会計期

  間中の変動額(純額)

 当第３四半期会計期間

 の変動額合計 
250,000 △6,855,675 4,605,925 △2,249,749 ─ △495,916 △495,916 △47 △2,495,713

 平成19年12月31日残高 11,325,870 250,000 4,605,925 4,855,925 10,525 △3,006,192 △2,995,666 △25,200 13,160,929

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３四半期

 会計期間中の変動額

  新株の発行 500,000

  欠損金のてん補 ―

  第３四半期純損失 △2,995,666

  自己株式の取得 △47

  株主資本以外の項目 

  の第３四半期会計期

  間中の変動額(純額)

333,533 333,533

 当第３四半期会計期間

 の変動額合計  
333,533 △2,162,180

 平成19年12月31日残高  △305,289 12,855,640
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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３四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 

 
  

４．重要なリース取引の処理方法 
 

  

５．その他第３四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(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３四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 リース資産については定額法を、その他の資産については定率法を

採用しております。

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。

(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３四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３四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３四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. 特別利益の主な内容 

 
  

※4. 特別損失の主な内容 

 
  

前第３四半期
会計期間末

当第３四半期 
会計期間末

前事業年度末

894,576千円 2,013,619千円 1,174,529千円

前第３四半期
会計期間末

当第３四半期 
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 1,701,193千円 654,938千円 1,742,459千円

担保に対応する債務

短期借入金 377,000千円 ─千円 377,000千円

一年内返済予定長期借入金 28,066 32,047 30,998

長期借入金 477,914 445,713 468,028

前第３四半期 
会 計 期 間

当第３四半期 
会 計 期 間

前事業年度

受取利息 49,548千円 2,155千円 54,630千円

受取手数料 3,969 3,891 5,284

前第３四半期 
会 計 期 間

当第３四半期 
会 計 期 間

前事業年度

支払利息 7,093千円 19,043千円 15,640千円

株式交付費 68,790 2,419 68,790

社債発行費 ― 324,076 ―

前第３四半期 
会 計 期 間

当第３四半期 
会 計 期 間

前事業年度

貸倒引当金戻入益 43,890千円 ─千円 54,279千円

前第３四半期 
会 計 期 間

当第３四半期 
会 計 期 間

前事業年度

投資損失引当金繰入額 ─千円 41,886千円 ─千円

固定資産除却損 298 ― 298
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5. 減価償却実施額 

 
  

（第３四半期株主資本等変動計算書関係） 

前第３四半期会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年12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。 

  

  

当第３四半期会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12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(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。 

  

  

前第３四半期 
会 計 期 間

当第３四半期 
会 計 期 間

前事業年度

有形固定資産 621,372千円 839,089千円 901,326千円

無形固定資産 802 780 1,039

前事業年度末 
株式数（株）

当第３四半期会計期
間増加株式数（株）

当第３四半期会計期
間減少株式数（株）

当第３四半期会計期
間末株式数 （株）

普通株式(注) 222,575 1,000 ― 223,575

 合 計 222,575 1,000 ― 223,575

前事業年度末 
株式数（株）

当第３四半期会計期
間増加株式数（株）

当第３四半期会計期
間減少株式数（株）

当第３四半期会計期
間末株式数 （株）

普通株式(注) 224,130 1,924 ― 226,054

 合 計 224,130 1,924 ― 226,054

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 Third Quarter of FY March 2008 

(Consolidated and Non-consolidated) 
 

Date: February 14, 2008 

Company Quants Inc. Registered on the JASDAQ 
Stock Code 6811 URL     http://www.quants.co.jp 
Representative Yukihiro Kitamoto (CEO)  
Contact Corporate Strategy Executive Officer  
Name Osamu Nakano  (Manager) T E L 03-5213-3322  
    
   
    
 
 

   
（Note: Rounded down to ¥ Million） 

1. Consolidated Performance for the Third Quarter of FY March 2008  

(Apri1 1, 2007－December 31, 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 3rd Quarter 3,577 △5.6  △2,554 -  △2,925 -  △3,012 - 
FY Mar.2007 3rd Quarter 3,787 258.0    △97 -   △162 -   △176 - 

FY March 2007 4,649  △2,965  △3,035  △3,010  
 

 Earnings per Share Diluted Net 
Earnings per Share 

 ¥ ¥
FY Mar.2008 3rd Quarter △13.65 - 
FY Mar.2007 3rd Quarter △ 0.95 - 

FY March 2007 △15.86 - 
 

(2) Financial Position  

 Total Assets Shareholders’ Equity Shareholders’ 
Equity Ratio 

Shareholders’ 
Equity per Share  

 ¥  Million  ¥  Million % ¥
FY Mar.2008 3rd Quarter 16,571 11,817 71.2 51.79 
FY Mar.2007 3rd Quarter 18,375 16,698 90.9 81.55 

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

 (April 1, 2007 – December 31, 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 3rd Quarter 2,739 △4.9 △2,498 -   △2,873 - △2,995 - 
FY Mar.2007 3rd Quarter 2,882 675.2   △457 -    △487 -   △499 - 

FY March 2007 3,410  △3,136   △3,170  △3,131  
 

 Earnings per Share Diluted Net 
Earnings per Share 

 ¥ ¥
FY Mar.2008 3rd Quarter  △13.57 - 
FY Mar.2007 3rd Quarter   △2.70 - 

FY March 2007 △16.50 - 
 

(2) Financial Position  

 Total Assets Shareholders’ 
Equity 

Shareholders’ 
Equity Ratio 

Shareholders’ 
Equity per Share  

 ¥  Million ¥  Million % ¥

FY Mar.2008 3rd Quarter 17,438 12,855 73.7 56.43 
FY Mar.2007 3rd Quarter 19,269 17,649 91.6 86.19 

FY March 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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