
                                                  

                            
 

平成１８年２月２０日 

各      位 

会 社 名  株式会社 クオンツ 
代表者名  代表取締役社長 山田恭太 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード６８１１） 
問合せ先  
役職・氏名 取締役経営戦略本部長 
         久保田 育男 
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第２回新株予約権の消却に関するお知らせ 

 

当社は、平成１８年２月２０日開催の取締役会において、当社発行の第２回新株予約権の消却

について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

当社は、株主資本の充実による財務体質の強化・改善を図ることにより、今後の機動的な投・

融資実行に備えた自己資本の充実、当社支払先への支払方法の改善、今後の投・融資事業の

拡大に伴う運転資金の安定確保を目的に、ＮＦＫ投資事業有限責任組合に新株予約権の発行

を行ないました。 

しかし、当社新株予約権発行後の株式市場の大幅な下落もあり、当初想定していた資金調

達が進展せず、上記目的の遂行が困難となってきたため、新株予約権発行要領に従い双方協

議の上合意に至ったため、新株予約権の消却を決議いたしました。 
 
 
 
消却する新株予約権の概要につきましては次の通りであります。 
 
１．消却する銘柄 

株式会社クオンツ第２回新株予約権 
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２．消却日 

平成１8年 2月 21 日 

  ※消却後は、新株予約権の行使による新株式の発行はできなくなります。 

 

３．買入消却金額          

総額  31,900,000 円 

 

 

【ご参考】株式会社クオンツ第２回新株予約権の概要 

 

(１) 発 行 日   平成１７年１２月１９日 

(２) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

               当社普通株式    ６５,０００,０００株 

(３) 発 行 総 額   ６５,０００,０００円 

(４) 行 使 株 式 総 数    １,２００,０００株 

以 上 
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News Release ：Quants Inc. (6811 JASDAQ)     
                                          

                                                                               Date : February 20, 2006 
 
 
 

Quants Announces Retirement of No. 2 Stock Acquisition Rights  
 
                                                 
The Board of Directors of Quants Inc. on February 20, 2006 approved retirement of its 
No. 2 Stock Acquisition Rights as follows. 
 

 

 

Quant Inc. issued stock acquisition rights in order to enhance capital adequacy and 
improve financial condition, retiring loans and securing long-term capital for future 
investment and working capital. However, the market has fallen substantially after our 
excising of stock acquisition rights and our financing has not perfomed as  expected. 
Therefore, we approved to entire stock acquisition rights after concluding to do so by the 
conference along to the contracct of issuing of stock acquisition righs. 
 
 
Summary of retirement of stock acquisition rights  
 
1. Name of Retirement 

Quants No. 2 Stock Acquisition Rights 
 
2. Call date 

February 21, 2006 
# After retirement of the Stock Acquisition Rights through early redemption no new 
shares will be issued upon exercise of Stock Acquisition Rights 

 
3. Buying amount of Retirement 
￥31,900,000 

 
 
Note: Summary of Quants Inc.’s No. 2 Stock Acquisition Rights  
 
(1) Date of issue: December 19, 2005 
(2) Number and type of shares to be issued under Stock Acquisition Rights 

65,000,000 shares of Quants Inc. common stock  
(3) Aggregate proceeds from issue of stock acquisition rights  

￥63,800,000 
(4) Total number of excising shares  

1,200,000 shres 
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