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新株予約権の行使完了に関するお知らせ 

 
平成17年7月25日に発行いたしました新株予約権につきまして、平成18年1月24日をもって、

新株予約権の行使請求期間が終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。  

 

 

記 
 
１．銘 柄    株式会社クオンツ新株予約権 

２．払 込 金 額 の 総 額    7,778,500,000 円 

  ※払込金額の総額は、新株予約権の発行価格の総額（70,000,000 円）に新株予約権の行使

に際して払い込まれた金額の合計額（7,708,500,000 円）を合算した金額であります。 

３．発 行 株 式 の 種 類    当社普通株式 

４．本新株予約権の行使    57,100,000 株 

による発行株式数   

 

 

なお、権利行使後の発行済株式数および資本金は以下のとおりです。（平成 18 年 1 月 24 日現在） 

  発行済株式総数      136,664,821 株 

資本金         9,367,697,738 円 

 
 

以  上 
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＊＊＊＊＊＊＊ 

株式会社クオンツ（代表取締役社長 山田恭太、コード６８１１）は、インベストメント・ファ

イナンス会社として将来性のある事業分野にバランス良く投・融資を実行、同時に人材及び役員派

遣や業務受託を通じて投・融資先の実情把握とコンサルティングにつとめ、慎重かつ大胆に投資成

果の増大に日夜努めております。 

（ＵＲＬ：http://www.quants.co.jp/jp/index.html） 

 

株式会社クオンツ（6811） 

 

 

 

 

 

●インベストメント事業       ●ファイナンス事業 
・企業・動産・不動産投資      ・投資先への事業金融 
・ファンド創設・育成        ・ストラクチャード・ファイナンス提案 
                  ・金融に関するコンサルティング 
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News Release ：Quants Inc. (6811 JASDAQ)     
                                          

                                                                                    Date : January 24, 2006 
 
 
 

Notice Regarding Completion of Exercise of Stock Acquisition Rights 
 
 
Quants Inc. serves notice that on January 24, 2006, the exercise period of stock 
acquisition rights which was issued on July 25, 2005 has been expired. Details are as 
follows. 
 
 
1. Name of bond: Stock Acquisition Rights of Quants Inc. 
 
2,   Total amount paid: ￥7,778,500,000 
※ Total amount paid is the sum of the aggregate issue price (￥70,000,000) and the 
amount to be paid upon exercise of stock acquisition rights (￥7,708,500,000). 

 
3. Type of shares issued: Company’s common stock 
 
4. Number of shares upon exercise of stock acquisition rights: 57,100,000 shares 
 
 
Total number of outstanding shares and capital after the exercise are as follows (as of 
January 24, 2006). 
 
Total number of outstanding shares:     136,664,821 shares 
Capital:                                         9,367,697,738 yen 
 
 
Quants, Inc. (6811) 
Investment business 

 Direct investments (investments in corporations, movable property and real estate) 
 Establishment and management of investment funds 

 
Finance business 

 Provision of business loans to portfolio companies 
 Proposals for structured financing 
 Financial consulting 

 
Quants, Inc. (Kyota Yamada, President and Representative Director, Code No. 6811) is a 
holding company active in the fields of venture capital and finance. The company invests 
aggressively in promising business sectors through debt and equity while maintaining a 
well-balanced portfolio. Quants is intently focused on increasing the value of the entire 
Quants Group through actions that are bold yet prudent. This stance includes the 
provision of executives and other personnel, business outsourcing services, and 
consulting support to portfolio companies in order to monitor their progress and 
maximize their value. 
 
URL: http://www.quants.co.jp/jp/index.html
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