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不動産私募ファンドからの分配に関するお知らせ 
 

株式会社クオンツは、平成 18 年 3 月 31 日に出資を行ないました株式会社パレックス（旧

東京リート：代表取締役社長 小林弘志）が運営を業務受託する不動産私募ファンドから

出資金額の全額回収及び分配金の受領を完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．不動産私募ファンドからの分配の内容 

今回の分配は、不動産私募ファンドの事業が完了し、その収益が確定したことによるも

のであります。 

株式会社パレックスが業務受託する「不動産私募ファンド」は優良な収益用不動産への

投資が中心であり、当社は高収益を期待できる不動産物件への間接投資により分配金等を

享受し、投資収益の拡大を図ることが期待できるものと考えておりましたが、今般その目

論みが成就いたしました。 

 

（１） 分配日 

平成 18 年 9 月 5 日 

（２） 分配金額 
211,629,193 円 

２．業績への影響 

 当該不動産私募ファンドからの分配により、当社平成 18 年 9 月中間期連結決算及び個別

決算の売上に出資金額と分配金額の合計が、また、売上原価に出資金額及び付随費用がそ

れぞれ計上される予定です。 

 

 

以 上 
 

 

 

 

 



【ご参考】 

 

平成 １８年３月３１日 

 

不動産私募ファンドへの出資に関するお知らせ 
 

株式会社クオンツは、平成 18 年 1 月 31 日に業務提携した株式会社東京リート（代表取締

役社長 小林弘志）の業務受託する不動産私募ファンドへの出資を行ないましたので、下

記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．投資の目的 

株式会社クオンツはインベストメント・カンパニーとして投資家の皆様から託された

資本を有効に活用し有価証券投資、不動産投資、融資（リース含む）等にバランス良く

分散投資を計り積極的で専門的な資金運用により高株価と高配当の実現を目指している

会社です。 
 有価証券投資事業におきましては、当社独自での株式投資、企業再生、増資引受等を積

極的・機動的に行っておりますが、不動産投資事業分野においては株式会社東京リートと

の業務提携により投資機会の増加や投資収益の拡大を探って参ります。 

今回、株式会社東京リートの業務受託する「不動産私募ファンド」は住居系賃貸不動産

への投資が中心であり、当社は高収益を期待できる不動産物件への間接投資により分配金

等を享受し、投資収益の拡大を図ることが期待できるものと考えております。 

 

２．不動産私募ファンドの概要 

不動産私募ファンドへの出資の内容は、以下のとおりであります。 

出資金額 11 億 6,000 万円 

出資手続き完了日 平成 18 年 3 月 31 日 

期日 平成 19 年 1 月 31 日 

投資対象 住居系賃貸不動産を中心とする収益物件 
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Notice of distributing in Private Placement Real Estate Funds 
 
 
Quants Inc, hereby serves notice that it has completed to receive a dividend and 

collect all contribution amount (11.6 billion yen) from its contribution to the private 
placement real estate funds established jointly with PALEX inc.(ex TOKYO REIT Co., 
Ltd.: CEO Mr. Hiroshi Kobayashi) since March 31st 2006. 
 
 

 

＊＊＊＊＊＊＊ 

 
1. Details of distributing  
 This distributed earning is settled from the business of the Private Placement Real 
Estate Funds has completed. 
 The Private Placement Real Estate Funds established jointly with PALEX inc. was 
mainly investing in excellent earnings real estate. Receiving dividend income through 
indirect investment in high income-producing real estate, thus boosting investment 
returned.  
The scheme achieved as we expected to receive dividend income through indirect 

investment in high income-producing real estate, thus boosting investment returned.  
 

Date of distributing (1) 
September 5th, 2006 
Distribution amount (2) 
211,629,193 yen 

 

 

 

2. Effect on operating results 
The distribution in the Private Placement Real Estate Funds plans to be allocated in 

our consolidated and non-consolidated interim period for September 2006. The 
contribution amount and related expenses into Cost of Sales, and the total sum of 
contribution amount and distribution amount into Sales. 
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Reference 
Date : March 31, 2006 

Quants to Invest in Private Placement Real Estate Funds 
 
 
 
Quants, Inc. hereby serves notice that it has subscribed to capital of a private 
placement real estate funds established jointly with TOKYO REIT Co., Ltd. (President 
and Representative Director, Hiroshi Kobayashi), a real estate investment fund 
management company with which Quants signed a business alliance agreement on 
January 31, 2006.   
 
1. Objective  
Quants utilize the funds which was entrusted with investors effectively. We are aiming 
to materialise high share prices and high dividends which is securities investment, real 
estate investment and loan( include lease) etc on well balance and measuring 
diversified investments by positively and professionally flow of funds. 
is working on establishing its identity as an investment finance company.  
 
In the securities investment business, Quants offers novel equity investment, company 
rehabilitation, underwriting capital increases and other financial solutions in a 
dynamic and flexible manner. In the real estate business, the company expects to 
increase investment opportunities and boost return on investment through business 
collaboration with TOKYO REIT. 
 
The above private placement real estate fund recently established jointly with TOKYO 
REIT will invest mainly in residential rental real estate. As an investor in the fund, 
Quants expects to receive dividend income through indirect investment in high 
income-producing real estate, thus boosting investment returns. 
 
2. Private placement real estate funds profile 
Details of the contribution in the private placement real estate funds are as follows: 
Contribution amount ￥1,160 million 
Date of Contribution Procedure was completed March 31, 2006 
Period January 31, 2007  
Investment vehicles Mainly residential rental real estate 
 
 
 
 
 
 


