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１【提出理由】 

 平成17年11月28日に当社普通株式の海外売出しに関する覚書を締結しましたので、証券取引法第24条の５第４項

および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づき、本報告書を提出するものです。 

 

２【報告内容】 

(1）株式の種類     当社普通株式 

(2）売出数       44,856株 

上記は売出株式数の上限であり、需要動向等諸般の事情を勘案のうえ、売出価格決定日

までに決定します。 

(3）売出価格      未定（平成17年11月30日から12月１日のいずれかの日に、当社普通株式の時価、需要動

向等諸般の事情を勘案のうえ、決定します。） 

(4）売出価額の総額   未定 

(5）売出しの方法    下記(6）記載の引受人が下記(7）記載の各売出人から売出株式の全部を買取引受し、引

受人の海外の関係会社を通じて売出します。 

(6）引受人の名称    野村證券株式会社 

 (7）売出人の名称 ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド２号 （27,754株） 

  ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド３号 （7,246株） 

  ジー・エフ・エス・ホールディングス・リミテッド （3,547株） 

  エル・ジー・アール・ホールディングス・リミテッド （3,547株） 

  ダブリュー・エル・エフ・ホールディングス・リミテッド （2,762株） 

但し、各売出人の売出株式数は今後変更されることがあります。 

(8）売出しを行う地域  欧州を中心とする海外市場（但し、アメリカ合衆国においては米国証券法ルール144Aに

基づく機関投資家への私募のみ） 

(9）受渡年月日     売出価格決定日の４営業日後（同日を含まない）の日（予定） 

(10）当該有価証券を上場しようとする証券取引所 

該当事項なし 

(11）その他事項 

① 買付けの申込期間   売出価格決定日（日本時間） 

② 発行済株式総数    発行済株式総数  219,021.63株 

および資本の額    資本の額     2,195百万円（平成17年10月31日現在） 

③ 安定操作取引     安定操作取引は行わない。 

④ 上記(6）の引受人は、上記(2）の売出株式総数の一部について日本国内で50名未満の者に対して勧誘を行う

ことがあります。 

（注） 当社は新株予約権および新株引受権付社債を発行しているため、発行済株式総数および資本の額は平成

17年10月31日現在の数字を記載しています。 

 

以 上
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