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子会社の業務提携解消に関するお知らせ 
 

 株式会社クオンツの子会社である株式会社クオンツ・キャピタルは、平成 18 年 2 月 20 日開催の取締役

会において、平成 17 年 8 月 19 日にＮＦＫファイナンス株式会社及びＫＣＳ総研投資事業組合との間で締

結しました業務提携を解消することを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 

 
１．業務提携の解消日 

 平成 18 年 2 月 20 日 

 

２．業務提携解消の理由 

投・融資会社である株式会社クオンツの 100％子会社である株式会社クオンツ・キャピタルは、各種投資

ファンドの組成・運用・管理を行っており、有力な投資案件の発掘にも努めております。ＮＦＫファイナ

ンス株式会社及びＫＣＳ総研投資事業組合との業務提携により、特に企業・事業再生投資において、株式

会社クオンツ・キャピタルの取り扱い案件数の増加や質の向上に資することを期待しておりましたが、提

携後の投資実績が 1 件に留まるなど当初想定していた程の成果が得られなかったことで、今後は各社独自

での業務展開を推し進めるとの合意に至り、この度提携関係を解消することになりました。 

 

３．連結業績に与える影響 

 今回の業務提携解消に関する平成 18 年 3 月期の株式会社クオンツ連結業績に与える影響はありません。 

 

なお、業務提携の内容については、平成 17 年 8 月 29 日発表の「QC 事業支援 1 号投資事業組合設立につい

て」2ページ目において、詳しくお知らせしておりますので、ご参照下さい。 

 

以上 
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Notice Regarding Dissolution of Business Alliances 
 
The Board of Directors of Quants Capital Corporation, a subsidiary of Quants Inc., on 
February 20, 2006 approved the dissolution of the business alliance formed on August 19, 
2005 with NFK Finance Co., Ltd. and KCS Research Investment LLP (managing 
partner KCS Co., Ltd.). Details are as follows: 
 
1. Date of dissolution of business alliances 

February 20, 2006 
 
2. Reasons for the dissolution of business alliances 
Quants Capital Corporation, a wholly owned subsidiary of Quants Inc., an investment 
finance company, is concentrating on locating attractive investments as a company that 
establishes, operates and manages a variety of investment funds. The above alliance was 
expected to lead to improvements in the number and quality of investments by Quants 
Capital in the field of corporate and business revitalization. However, overall results 
have fallen far short of expectations, with the alliance making only one investment in 
the first year of operation. In view of these considerations, the alliance partners have 
agreed to dissolve this alliance and pursue investment activities independently.  
 
3. Effect on consolidated business results 
The above dissolution of the alliance will have no effect on Quants Inc.’s consolidated 
business results for the current fiscal year ending March 2006. 
 
 
Please refer to the contents of the Notice of QC Business Support Investment 
Partnership No.1 are on the second page on 29 August 2005 about tie-up with NFK. 
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