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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 619 ― △348 ― △356 ― △53 ―

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

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △0.23 ―

20年3月期第1四半期 △3.75 ―

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

21年3月期第1四半期 14,766 10,042 67.9 44.00
20年3月期 14,195 9,421 66.3 41.29

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,022百万円 20年3月期  9,406百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

 平成21年３月期の配当予想については、後述の「3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）」と同一の理由により開示を控えさせ
ていただいております。 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

 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。そのため、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
変動により合理的な業績の予想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、２ページ【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」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14ページ「6. その他の情報 (1) 営業投・融資活動の状況」の項目にて、当第１四半期連結累計期間における投・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、今後も積極的な企業情報開示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。 

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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等の変更に記載される
もの） 

[（注）詳細は、6ページ【定性的情報・財務諸表等】 4． その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項  
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  228,036,156株 20年3月期  228,036,156株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  226,054株 20年3月期  226,054株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  227,810,102株 20年3月期第1四半期  206,598,939株
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当第１四半期におけるわが国経済は、米金融危機に端を発した経済危機や世界的なインフレが加速する

なか、個人消費の減速など経済状況は足踏み状態にあり、一段の悪化が懸念されております。 

このような経営環境において、当社グループの当第１四半期の連結売上高は６億19百万円（前年同期は

19億79百万円）となりました。 

具体的な事象といたしましては、 

①リース事業収入 

②不動産賃料収入 

③営業貸付金利息収入 

④クレジット決済サービス事業による手数料収入 

などが挙げられます。 

営業損益は３億48百万円の損失（前年同期は３億68百万円の損失）となりました。これは主として、当

社が保有する販売用不動産について、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」の適用に伴い、売上原価として２億83百万円の評価損を計上したためであります。 

経常損益は３億56百万円の損失（前年同期は６億91百万円の損失）となりました。 

また、リース会計基準の早期適用による影響額３億４百万円を特別利益に計上し、この結果、四半期純

損益は53百万円の損失（前年同期は７億75百万円の損失）となりました。 

  

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１四半期連結累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１四半期連結累計期間の有価証券投資においては、案件の精査・検討を進めておりますが、具体的

な投資実行には至っておりません。 

投資実行額及び投資残高の詳細については14ページの「6. その他の情報 (1) 営業投・融資活動の状

況」に記載のとおりであります。 

  

（有価証券投資関連損益の状況） 

当第１四半期連結累計期間における当社グループの有価証券投資関連損益は、案件の精査・検討を進め

ておりますが、具体的な投資回収には至っておりません。また、投資先会社の純資産の減少により、営業

投資有価証券評価損５百万円を計上いたしました。 

この結果、営業投資有価証券関連損益は５百万円の損失（前年同期は３億58百万円の損失）となりまし

た。 

【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
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（単位：千円）

 
  

（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末における時価のある営業投資有価証券の残高は７億41百万円（前連結会計

年度末は15億64百万円）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27百万円の評価益

（前連結会計年度末は26億10百万円の評価損）であり、その全額が時価が取得原価を超えるものでありま

す。なお、前連結会計年度末においては、時価が取得原価を超えるものが19百万円、時価が取得原価を超

えないものが26億29百万円であります。 

また、当第１四半期連結会計期間末において、これまで営業投資有価証券に計上していた株式の一部

を、保有目的変更のため関係会社株式へ振替えを行いました。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48億43百万円（前連結会計年度末は54億86百万円）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末における営業投資損失引当金残高は２億円（前連結会計年度末は２億円）

であり、この結果、営業投資有価証券残高48億43百万円に対する投資損失引当率は4.1％（前連結会計年

度末は3.6％）となりました。 

  

Ⅱ. 不動産投資 

（不動産投資活動の状況） 

当第１四半期連結累計期間は、販売用不動産の新規取得はありませんでした。投資残高の詳細について

は14ページの「6. その他の情報 (1) 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１四半期連結累計期間は、販売用不動産の売却はありませんでした。なお、前年同期は69百万円の

売却益でした。また、不動産賃貸売上高として27百万円（前年同期は26百万円）を計上し、それに要する

売上原価２百万円（前年同期は13百万円）を控除した不動産賃貸総利益は24百万円（前年同期は12百万円

の利益）となりました。 

一方、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用に伴い、売上原価と

して２億83百万円の評価損を計上いたしました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における不動産投資関連損益は、２億59百万円の損失（前年同期

は81百万円の利益）となりました。 

  

当第１四半期    
連結累計期間

前第１四半期    
連結累計期間

 前連結会計年度

自 平成20年４月１日 自 平成19年４月１日 自 平成19年４月１日

至 平成20年６月30日 至 平成19年６月30日 至 平成20年３月31日

営業投資有価証券売上高 ─ 360,044 671,800

営業投資有価証券売却額(Ａ) ─ 350,074 661,829

営業投資有価証券利息配当金 ─ 9,970 9,970

営業投資有価証券売上原価 5,788 537,608 3,935,491

営業投資有価証券売却原価(Ｂ) ─ 507,028 758,860

営業投資有価証券評価損 5,788 30,580 3,176,630

営業投資損失引当金繰入額 ─ 180,447 ─

営業投資有価証券関連損益 △ 5,788 △ 358,012 △ 3,263,690

キャピタルゲイン(Ａ)－(Ｂ) ─ △ 156,954 △ 97,030
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以上の結果、当第１四半期連結累計期間の投資事業全体では、売上高27百万円（前年同期は15億58百万

円）、売上総損失２億65百万円（前年同期は売上総損失２億76百万円）となりました。 

  

② 融資事業 

（融資活動の状況） 

当第１四半期連結会計期間末の営業貸付金残高は５億５百万円（前連結会計年度末は５億５百万円）と

なり、営業貸付金利息収入は15百万円（前年同期は４百万円）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１四半期連結累計期間におきましては、営業貸付金に対する貸倒実績率がなくなったことにより、

貸倒引当金の全額戻入を行いました。 

なお、前連結会計年度末における営業貸付金残高５億５百万円に対する貸倒実績率は0.5％でありま

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、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、当第１四半期連結累計期間のリース料収入は２億80百万円（前年同期は２億80百万円）となりまし

た。 

  

④ クレジットカード決済サービス事業 

当社の連結子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、当第１四半期連結累計期間の売

上高２億５百万円から、それに要する売上原価91百万円を控除した売上総利益は１億14百万円となりまし

た。 

  

(2) その他の事業 

その他の事業は当社の連結子会社が行う情報通信事業であり、当第１四半期連結累計期間における売上

高90百万円から、それに要する売上原価１億２百万円を控除した売上総損失は11百万円となりました。 

  

(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31.7％増加し、132億90百万円となりました。これは主とし

て、「リース取引に関する会計基準」の早期適用に伴い、これまで固定資産に計上していたリース資産

を、流動資産であるリース投資資産に計上したためであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて64.0％減少し、14億76百万円となりました。主な増減要因は、

これまで営業投資有価証券に計上していた株式の一部を保有目的変更のため関係会社株式へ振替えを行っ

たことにより増加した一方で、「リース取引に関する会計基準」の適用に伴い固定資産が減少したことに

よるものであります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて4.0％増加し、147億66百万円となりました。 

  

②負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて大幅に増加し、42億88百万円となりました。これは主として、

前連結会計年度において固定負債に計上していた社債を、流動負債に振替えたことによります。 

また、固定負債は、前連結会計年度末に比べて90.2％減少し、４億36百万円となりました。これは、上

記と同様の理由によるものであります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1.0％減少し、47億24百万円となりました。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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③純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて6.6％増加し、100億42百万円となりました。主な増減要因

は、四半期純損失53百万円を計上した一方で、時価のある営業投資有価証券の評価替え等により、その他

有価証券評価差額金が前連結会計年度末と比べ６億69百万円増加したことによるものであります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ２億50百万円減少し、当第１四

半期末には13億６百万円（前連結会計年度末は15億57百万円）となりました。 

当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等により、２億49百万円の資金流出となりまし

た。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得により、１百万円の資金流出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、金融機関からの借入金を返済したこと等により、９百万円の資

金流出となりました。 

  

１ページ「3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）」をご参照く

ださい。 
  
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半

期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失

がそれぞれ２億83百万円増加しております。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。 

  当該適用に伴う損益に与える影響はありません。 

④リース取引に関する会計基準の適用 

   所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月

17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財

務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの

会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

 （貸手側） 

   ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準については、リース料受取時に売上高

と売上原価を計上する方法によっております。 

   この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース投資資産が流動資産に39億96百万円計上さ

れ、営業損失及び経常損失がそれぞれ48百万円、税金等調整前四半期純損失が３億53百万円減少して

おります。 

 （借手側） 

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。 

   なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

   当該適用に伴う損益に与える影響はありません。 

    

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円） 

当第1四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,306,865 1,557,615 

営業未収入金 519,137 522,409 

営業貸付金 505,000 505,000 

リース投資資産 3,996,904 － 

営業投資有価証券 4,843,334 5,486,900 

営業投資損失引当金 △200,000 △200,000 

販売用不動産 1,601,033 1,884,774 

その他 718,234 341,121 

貸倒引当金 △391 △4,225 

流動資産合計 13,290,117 10,093,595 

固定資産 

有形固定資産 16,344 3,939,691 

無形固定資産 

のれん 1 1 

その他 67,179 72,098 

無形固定資産合計 67,180 72,099 

投資その他の資産 

関係会社株式 1,281,097 － 

投資有価証券 22,396 － 

その他 140,456 140,551 

貸倒引当金 △50,733 △50,830 

投資その他の資産合計 1,393,217 89,720 

固定資産合計 1,476,742 4,101,511 

資産合計 14,766,859 14,195,107 

負債の部 

流動負債 

1年内返済予定の長期借入金 29,866 30,049 

1年内償還予定の社債 4,000,000 － 

未払法人税等 13,413 18,944 

その他 244,761 281,999 

流動負債合計 4,288,041 330,993 

固定負債 

社債 － 4,000,000 

長期借入金 430,799 438,026 

退職給付引当金 3,759 3,238 

その他 1,500 1,500 

固定負債合計 436,059 4,442,765 

負債合計 4,724,100 4,773,759 
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  （単位：千円） 

当第1四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 11,325,870 11,325,870 

資本剰余金 4,855,925 4,855,925 

利益剰余金 △5,621,130 △5,567,614 

自己株式 △25,200 △25,200 

株主資本合計 10,535,465 10,588,981 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △503,189 △1,172,214 

為替換算調整勘定 △9,351 △10,517 

評価・換算差額等合計 △512,541 △1,182,731 

少数株主持分 19,834 15,098 

純資産合計 10,042,758 9,421,348 

負債純資産合計 14,766,859 14,195,107 
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：千円） 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

売上高 619,462 

売上原価 715,903 

売上総損失（△） △96,441 

販売費及び一般管理費 252,112 

営業損失（△） △348,553 

営業外収益 

受取利息 404 

受取手数料 6,757 

その他 2,205 

営業外収益合計 9,367 

営業外費用 

支払利息 4,248 

為替差損 13,308 

営業外費用合計 17,557 

経常損失（△） △356,743 

特別利益 

リース会計基準の適用に伴う影響額 304,861 

貸倒引当金戻入額 3,919 

特別利益合計 308,780 

税金等調整前四半期純損失（△） △47,962 

法人税、住民税及び事業税 817 

少数株主利益 4,736 

四半期純損失（△） △53,515 
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円） 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 △47,962 

減価償却費 7,390 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,931 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 521 

受取利息及び受取配当金 △404 

支払利息 4,248 

為替差損益（△は益） △5,120 

リース会計基準の適用に伴う影響額 △304,861 

売上債権の増減額（△は増加） △94,727 

販売用不動産の増減額（△は増加） 283,740 

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 5,788 

リース投資資産の増減額（△は増加） △3,996,904 

リース会計基準の適用に伴う有形固定資産減少
額 

3,922,487 

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,395 

未払消費税等の増減額（△は減少） △56,046 

その他 38,963 

小計 △243,421 

利息及び配当金の受取額 501 

利息の支払額 △4,248 

法人税等の支払額 △1,855 

営業活動によるキャッシュ・フロー △249,024 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △549 

無形固定資産の取得による支出 △1,062 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,612 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △7,410 

配当金の支払額 △2,344 

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,754 

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,639 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △250,750 

現金及び現金同等物の期首残高 1,557,615 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,306,865 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当社グループは、前連結会計年度に3,847,721千円、当第１四半期に348,553千円の営業損失を計上し、

また、前連結会計年度に4,559,104千円、当第１四半期においても53,515千円の四半期（当期）純損失を

計上しております。 

また、当社グループは、当社が平成19年５月10日に発行した第２回無担保転換社債型新株予約権付社債

の残存額4,000,000千円を弁済することといたしました。当該状況により、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。 

当社グループは、当該状況を解消すべく、保有する資産の売却を着実かつ積極的に進め、上記社債の残

存額の弁済に全力を注いでまいります。有価証券投資関連につきましては、保有する株式等の売却を実行

し、営業投資有価証券売上高及び利益の計上に努めるとともに、継続して利益の出る企業への転換を図っ

てまいります。 

不動産投資関連におきましても、引き続き販売用不動産の売却を実行するとともに、毎月一定の収益を

得られる物件の取得を進め、安定的な売上高の確保を図っていく所存です。 

また、既存事業の活性化及び事業体質の見直しを行い、組織体制、投資案件策定の厳格化及び経費削減

等に努め、経営基盤の強化に取り組んでまいります。 

さらに、財務体質強化及びマカオへの積極的な追加投資のため、増資等による資金調達を進めてまいり

ます。 

なお、平成20年８月８日において、保有資産の売却等を原資として第２回無担保転換社債型新株予約権

付社債の残存額4,000,000千円のうち1,265,030千円を返済いたしました。 

当社グループは本計画を着実に実行し、マカオのリゾート開発を柱とする収益基盤の改善及び安定した

財務体質の構築を図ることによって、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断してお

ります。 

したがいまして、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義

を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

  

注記事項

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 
(注) １. 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２. 事業区分別の主要な役務 

 
３. 事業区分の変更 

 当第１四半期連結会計期間より、Sun Innovation Holdings Limitedを持分法適用関連会社といたしました。

そのため「その他の事業」の主要役務に、エンターテイメントメディア事業、商品調達・顧客サポートサービ

ス事業、プロモーション・イベント企画事業が追加されております。当該変更に伴う売上高及び営業損失に与

える影響はありません。 

  
  

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

全セグメントの売上高の合計額に占める「日本」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 
  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

投・融資事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

528,675 90,787 619,462 ― 619,462

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,904 217 2,121 (2,121) ─

計 530,579 91,004 621,583 (2,121) 619,462

営業損失(△) △317,705 △31,197 △348,902 349 △348,553

事業区分 主要役務

投・融資事業
投資事業（有価証券投資・不動産投資）、融資事業、リース事業

クレジットカード決済サービス事業、その他投・融資事業

その他の事業
情報通信事業、エンターテイメントメディア事業、
商品調達・顧客サービスサポート事業、プロモーション・イベント企画事業

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（要約）前四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

科  目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年６月30日)

金 額

(千円)

Ⅰ 売上高 1,979,665

Ⅱ 売上原価 2,117,074

売上総損失(△) △137,409

Ⅲ 販売費及び一般管理費 230,921

   営業損失(△) △368,330

Ⅳ 営業外収益 10,968

 1. 受取利息 627

 2. 為替差益 9,318

 3. 受取手数料 1,019

 4. その他 2

Ⅴ 営業外費用 333,691

 1. 支払利息 9,614

 2. 社債発行費 324,076

 3. その他 1

   経常損失(△) △691,053

Ⅵ 特別利益 ─

Ⅶ 特別損失 ─

   税金等調整前四半期純損失(△)   △691,053

   法人税、住民税及び事業税 84,182

   四半期純損失(△) △775,236
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(1) 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) 「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 営業投資有価証券投資残高 
 

  

③ 営業貸付金の状況 
 

  

④ 販売用不動産の状況 
 

  

6. その他の情報

当第１四半期連結累計期間 前第１四半期連結累計期間 前連結会計年度

自 平成20年４月１日 自 平成19年４月１日 自 平成19年４月１日

至 平成20年６月30日 至 平成19年６月30日 至 平成20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 2 817,384

社 債 ― ― 1 4,078,582 1 4,078,582

合 計 ─ ─ 3 4,137,326 3 4,895,967

（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20年６月30日現在) (平成19年６月30日現在) (平成20年３月31日現在)

営業投資有価証券 4,843,334 11,595,790 5,486,900

営業投資損失引当金 △200,000 △3,394,856 △200,000

合 計 4,643,334 8,200,933 5,286,900

（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20年６月30日現在) (平成19年６月30日現在) (平成20年３月31日現在)

営業貸付金 505,000 120,000 505,000

貸倒引当金 ─ △845 △2,670

合 計 505,000 119,154 502,329

（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20年６月30日現在) (平成19年６月30日現在) (平成20年３月31日現在)

販売用不動産 1,601,033 1,899,371 1,884,774

合 計 1,601,033 1,899,371 1,884,774

㈱クオンツ（6811）平成21年３月期　第１四半期決算短信

－ 14 －




