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 この目論見書により行う株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し及び

オーバーアロットメントによる売出し)については、当社は証券取引法第４条第

１項ただし書により同項本文の規定による届出は行っておりません。 
 

 

１ 【株式売出目論見書の訂正理由】 

  平成19年３月12日(月)に売出価格、引受価額、申込期間その他この株式売出し(引受人の買取引受け

による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し)に必要な事項が決定され、同日、引受人の買

取引受けによる売出しに関し元引受契約が締結されました。また、記載事項の一部に訂正すべき事項

がありました。これらに伴い、株式売出目論見書の関連事項を後記のとおり訂正いたします。 

 

２ 【訂正事項】 

頁
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第１ 【売出要項】………………………………………………………………………………………１ 
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２ 【売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)】……………………………………２ 

３ 【売出有価証券(オーバーアロットメントによる売出し)】………………………………３ 

４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】………………………………３ 

第２ 【募集又は売出しに関する特別記載事項】……………………………………………………４ 

１ オーバーアロットメントによる売出し等について ………………………………………４ 

第二部 【企業情報】………………………………………………………………………………………５ 

第４ 【提出会社の状況】………………………………………………………………………………５ 

１ 【株式等の状況】………………………………………………………………………………５ 

(5)【大株主の状況】……………………………………………………………………………５ 

 

３ 【訂正箇所】 

  訂正箇所は   罫で示しております。 
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第一部 【証券情報】 

第１ 【売出要項】 

１ 【売出有価証券(引受人の買取引受けによる売出し)】 

  【売出株式】 

平成19年３月12日(月)に決定された引受価額(１株につき393,120円)にて「２ 売出しの条件(引受

人の買取引受けによる売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売

出価格、１株につき419,040円)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に

支払い、本売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」という。)における売出価格の総額と

の差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。 

 

種類 売出数 
売出価額の総額 

(円) 
売出しに係る株式の所有者の 

住所及び氏名又は名称 

普通株式 2,600株 1,089,504,000 
東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 

 三菱商事株式会社 

(注) １ 「３ 売出有価証券(オーバーアロットメントによる売出し)」に記載のとおり、引受人の買取引受けに

よる売出しにおいては、その需要状況を勘案した結果、大和証券エスエムビーシー株式会社が当社株主

より借受ける当社普通株式150株の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)

を行います。 

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、「第２ 募集又は売出しに関する特別

記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。 

２ 引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その

内容につきましては、「第２ 募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」を

ご参照下さい。 

 

(注)２の全文削除及び３の番号変更 
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２ 【売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)】 

 

売出価格 
(円) 

引受価額 
(円) 

申込期間 
申込 
単位 

申込 
証拠金
(円) 

申込 
受付場所

引受人の住所及び氏名又は名称 
元引受
契約の
内容 

419,040 393,120 

自 平成19年 

３月13日(火) 

至 平成19年 

３月15日(木) 

１株 
１株に
つき 

419,040

元引受契約

を締結した

右記証券会

社の本店及

び全国各支

店 

東京都千代田区丸の内一丁目８番

１号 

大和証券エスエムビーシー株式

会社 

(注)５

(注) １ 売出しは売出価格にて行います。 

２ 引受価額は、売出人が引受人より１株当たりの買取金額として受取る金額であります。 

３ 「１ 売出有価証券(引受人の買取引受けによる売出し) 売出株式」の冒頭に記載のとおり、売出価格

と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 

４ 株券の受渡期日は、平成19年３月22日(木)であります。 

５ 元引受契約の内容 

買取引受けによります。 

引受手数料は支払われません。 

ただし、売出価格と引受価額との差額(１株につき25,920円)の総額は、引受人の手取金となります。 

なお、元引受契約は、平成19年３月12日(月)に締結いたしました。 

証券会社の引受株式数 

証券会社名 引受株式数 

大和証券エスエムビーシー株式会社 2,600株 

６ 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。 

７ 申込証拠金のうち引受価額相当額(１株につき393,120円)は、受渡期日に売出人への支払いに充当しま

す。 

８ 申込証拠金には、利息をつけません。 

９ 株券は株式会社証券保管振替機構に預託され、受渡期日から売買を行うことができます。 

なお、株券の交付を希望する旨を事前に証券会社に通知された方には、受渡期日以降に証券会社を通じ

て株券が交付されます。株式会社証券保管振替機構に株券を預託される方は名義書換を行う必要はあり

ません。 

 

(注)１、２の全文削除及び３、４、５、６、７、８の番号変更 
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３ 【売出有価証券(オーバーアロットメントによる売出し)】 

  【売出株式】 

 

種類 売出数 
売出価額の総額 

(円) 
売出しに係る株式の所有者の 

住所及び氏名又は名称 

普通株式 
150株 
(注) 

62,856,000 
東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 

 大和証券エスエムビーシー株式会社 

(注) オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況を勘案

した結果、大和証券エスエムビーシー株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式150株の売出しであり

ます。 

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、「第２ 募集又は売出しに関する特別記

載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。 

 

(注)１の番号及び２の全文削除 

 

４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】 

 

売出価格 
(円) 

申込期間 申込単位 
申込 

証拠金
(円) 

申込受付場所 
引受人の住所及び 
氏名又は名称 

元引受
契約の
内容 

419,040 

自 平成19年
３月13日(火)
至 平成19年
３月15日(木)

１株 
１株に
つき 

419,040

大和証券エスエムビーシー
株式会社の本店及び全国各
支店 

― ― 

(注) １ 株券の受渡期日は、平成19年３月22日(木)であります。 

２ 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。 

３ 申込証拠金には、利息をつけません。 

４ 株券は、株式会社証券保管振替機構に預託され、受渡期日から売買を行うことができます。 

なお、株券の交付を希望する旨を事前に証券会社に通知された方には、受渡期日以降に証券会社を通じ

て株券が交付されます。株式会社証券保管振替機構に株券を預託される方は名義書換を行う必要はあり

ません。 
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第２ 【募集又は売出しに関する特別記載事項】 

１ オーバーアロットメントによる売出し等について 

引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、大和証券エスエムビーシ

ー株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式150株(以下、「貸借株式」という。)の売出し(オー

バーアロットメントによる売出し)を行います。 

これに関連して、大和証券エスエムビーシー株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに

係る株式数を上限として、追加的に当社普通株式を買取る権利(以下、「グリーンシューオプション」

という。)を、平成19年３月16日(金)から平成19年４月13日(金)までの間を行使期間として、当社株主

より付与されております。 

大和証券エスエムビーシー株式会社は、平成19年３月13日(火)から平成19年３月15日(木)までの間、

当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式を貸借株式

の返還に充当する場合があります。 

また、大和証券エスエムビーシー株式会社は、平成19年３月16日(金)から平成19年４月13日(金)ま

での間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを

行った株式数(150株)を上限として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、

「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられ

た株式は貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、大和証券

エスエムビーシー株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロット

メントによる売出しを行った株式数(150株)に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる

場合があります。 

また、大和証券エスエムビーシー株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式

数(150株)から上記の両取引に係る貸借株式への返還に充当する株式数を減じた株式数について、グリ

ーンシューオプションの行使を行う予定であります。 
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第二部 【企業情報】 

第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(5) 【大株主の状況】 

平成18年12月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

村 上 勝 照 東京都港区 6,350 18.69

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町１丁目２番１号 4,640 13.66

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目３番１号 4,640 13.66

米多比 昌 治 東京都港区 2,200 6.47

多 田 修 二 東京都千代田区 2,000 5.88

一 色 忠 雄 広島県呉市 1,400 4.12

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 1,000 2.94

三菱UFJキャピタル株式会社 東京都中央区京橋２丁目14番１号 780 2.29

藤 田 尚 武 東京都江戸川区 700 2.06

エイチエスビーシーファンドサ
ービシィズスパークスアセット
マネジメントコーポレイテッド 
(常任代理人 香港上海銀行東
京支店) 

１ QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG 
(東京都中央区日本橋３丁目11番１号) 

684 2.01

計 ― 24,394 71.83

(注) 当社は、株券等保管振替制度を導入しており、最近日現在の実質株主を把握することができないため、直

近の実質株主の通知の基準日現在で記載しております。 
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株式売出目論見書の正誤表 
 

平成19年３月 
 

株式会社インフォマート 
 

株式売出目論見書の表紙及び背表紙に次のとおり誤りがありましたので、訂正いたします。 

 

訂正箇所は   罫で示しております。 

 

(誤) 

 

株式売出届出目論見書 
 

＜略＞ 

 

(正) 

 

株式売出目論見書 
 

＜略＞ 

 




