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 発行価格等の決定に伴い証券取引法第７条により有価証券届出書の訂正届出書

を平成16年６月９日に近畿財務局長に提出し、平成16年６月10日に一般募集の届

出の効力が生じております。 

 なお、この目論見書により行う株式の売出し(オーバーアロットメントによる

売出し)については、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 新株式発行届出並びに株式売出目論見書の訂正理由 

平成16年５月20日に近畿財務局長に提出した有価証券届出書及び平成16年６月２日に近畿財務局長

に提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、一般募集4,000株の募集の条件、その他こ

の新株式発行に関し必要な事項が、平成16年６月９日に決定されましたので、これらに関連する事項

を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしました。また、同日オーバーアロットメ

ントによる売出し600株の売出しの条件、その他この株式売出しに関し必要な事項が決定されました。 

これに伴い、新株式発行届出並びに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

第一部 【証券情報】…………………………………………………………………………………… １ 

第１ 【募集要項】…………………………………………………………………………………… １ 

１ 【新規発行株式】…………………………………………………………………………… １ 

２ 【株式募集の方法及び条件】……………………………………………………………… ２ 

(1) 【募集の方法】 ………………………………………………………………………… ２ 

(2) 【募集の条件】 ………………………………………………………………………… ２ 

３ 【株式の引受け】…………………………………………………………………………… ３ 

４ 【新規発行による手取金の使途】………………………………………………………… ３ 

(1) 【新規発行による手取金の額】 ……………………………………………………… ３ 

(2) 【手取金の使途】 ……………………………………………………………………… ４ 

第２ 【売出要項】…………………………………………………………………………………… ５ 

１ 【売出有価証券(オーバーアロットメントによる売出し)】…………………………… ５ 

２ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】…………………………… ５ 

 

３ 訂正箇所 

訂正箇所は   罫で示してあります。 
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第一部 【証券情報】 

第１ 【募集要項】 

１ 【新規発行株式】 

 

種類 発行数 

普通株式 4,000株 

(注) １ 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の７第３項により、平成16年３月30日(火)開

催の取締役会において、新株の発行に関する決定を代表執行役社長に委任することを決議しており、か

かる決議による委任に基づく平成16年５月20日(木)の代表執行役社長の決定によります。 

２ 本募集(以下「一般募集」という。)にあたり、一般募集とは別に、その需要状況を勘案した結果、一般

募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式600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。なお、「オーバーアロットメントに

よる売出し」とは、募集に係る有価証券について、当該募集の予定数量のほかに同一条件で追加的に売

出しを行うことを指します。 

  オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売

出しのために、野村證券株式会社が当社株主から借入れる株式(以下「借入れ株式」という。)でありま

す。これに関連して、野村證券株式会社は、一般募集の対象となる株式とは別に、600株を上限として

当社普通株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を上記株主から付与されて

おります。グリーンシューオプションの行使期間は、平成16年６月18日(金)から平成16年７月14日(水)

までであります。 

  また、野村證券株式会社は、平成16年６月15日(火)から平成16年７月９日(金)までの間(以下「シンジ

ケートカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返却を目的として、日本証券業協会が開設する店頭

売買有価証券市場においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(600株)を上限(以下「上

限株数」という。)とする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

合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての株式は、借入れ株式

の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券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、又は上限株数に至らない株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。 

  更に、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引

を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返

却に充当することがあります。 

  上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により買付けて返却に充当された当社普通株式

以外の借入れ株式は、野村證券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返却されま

す。 

３ 一般募集に関連して、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、

「第一部 証券情報 第３ 事業の概況等に関する特別記載事項 ７ ロックアップについて」をご参

照下さい。 
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２ 【株式募集の方法及び条件】 

平成16年６月９日(水)に決定された発行価額(１株につき283,265円)にて引受人は買取引受けを行い、

当該発行価額と異なる価額(発行価格、１株につき303,610円)で一般募集を行います。引受人は払込期

日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金と

します。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。 

(1) 【募集の方法】 

 

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 ― ― ― 

その他の者に対する割当 ― ― ― 

一般募集 
4,000株 
(注)１ 

1,133,060,000 
(注)２ 

566,532,000 

計(総発行株式) 4,000株 1,133,060,000 566,532,000 

(注) １ 全株式を証券会社の買取引受けにより募集します。 

２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。 
 

(注)２、４の全文削除及び３の番号変更 

 

(2) 【募集の条件】 

 

発行価格(円) 
発行価額 

(円) 

資本 
組入額 
(円) 

申込株
数単位

申込期間 
申込 

証拠金 
(円) 

払込期日 

303,610 283,265 141,633 １株
自 平成16年６月10日(木)

至 平成16年６月14日(月)

１株につき 

303,610 
平成16年６月17日(木)

新株引受権証書に 

関する事項 
該当事項はありません。 

(注) １ 一般募集は発行価格にて行います。 

２ 発行価額は、当社が引受人より１株当たりの新株式払込金として受取る金額であります。 

３ 前記「２ 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額との差額の総額は、

引受人の手取金となります。 

４ 新株式に対する配当起算日は、平成16年１月１日(木)といたします。 

５ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。 

６ 申込証拠金のうち発行価額相当額(１株につき283,265円)は、払込期日に新株式払込金に振替充当しま

す。 

７ 申込証拠金には、利息をつけません。 

８ 株式の受渡期日は、平成16年６月18日(金)であります。株券は株式会社証券保管振替機構に預託され、

変更登録日(平成16年６月18日(金))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、当該変更登録日以降に証券会社

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、４の全文削除及び５、６、７、８、９の番号変更 
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３ 【株式の引受け】 

 

引受人の氏名又は名称 住所 
引受株式数

(株) 
引受けの条件 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 2,400 

新光証券株式会社 東京都中央区八重洲二丁目４番１号 600 

大和証券エスエムビーシー
株式会社 

東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 600 

三菱証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 200 

ＵＦＪつばさ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目１番３号 200 

１ 買取引受けによりま

す。 

２ 引受人は新株式払込金

として、平成16年６月

17日(木)に払込取扱場

所へ発行価額と同額

(１株につき283,265

円)を払込むこととい

たします。 

３ 引受手数料は支払われ

ません。ただし、一般

募集における発行価格

と発行価額との差額

(１株につき20,345円)

の総額は引受人の手取

金となります。 

計 ― 4,000 ― 

(注) 上記証券会社と平成16年６月９日(水)に元引受契約を締結しました。 
 

(注)１の全文及び２の番号削除 

 

４ 【新規発行による手取金の使途】 

(1) 【新規発行による手取金の額】 

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円) 

1,133,060,000 
18,000,000 
(注)１、２ 

1,115,060,000 

(注) １ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものでありま

す。 
 

(注)１の全文削除及び２、３の番号変更 
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(2) 【手取金の使途】 

上記手取概算額1,115,060千円については、760,000千円を平成15年９月の公募増資による調達時

の子会社投資資金の未使用額190,000千円と合わせて研究開発投資資金950,000千円に、308,000千円

を社債償還資金(平成16年12月期146,000千円及び平成17年12月期162,000千円)に、残額を海外市場

開拓のための海外子会社(北京捷希凱网絡技術有限公司及びsilex technology america,Inc.)への投

資資金に充当する予定であります。 

研究開発投資資金については、ネットワーク技術の高度化に即応し、既存製品の性能向上等のた

めに、新たな研究開発に投資する予定です。 

対象となる研究開発のテーマは以下となります。 

① 次世代プラットフォーム(ASIC等)の開発(300,000千円) 

急速に普及が予測される無線LANや高速USBインタフェースなどに対応するため、CPU性能の向上、

無線(RF)技術やUSB技術の取込みが必要不可欠となっており、当社の基礎技術が応用可能なIP通信

機器やインターネット関連機器の開発において基本となる次世代のプラットフォーム(ASIC等)を

開発します。平成17年末までの充当を予定しています。 

② プリントサーバ関連製品の機能強化及び各メーカ仕様への対応(450,000千円) 

プリントサーバ関連製品の開発について、マルチファンクションサーバ製品のラインナップの

強化及び外付けプリントサーバの低価格製品の投入のため、並びに各プリンタメーカのインタフ

ェース仕様に合わせたベンダー対応プリントサーバ製品の開発のための積極的な投資を行い拡販

を目指します。平成17年末までの充当を予定しています。 

③ 指紋照合解析装置の性能向上(200,000千円) 

指紋照合解析装置の本格的な需要を喚起するために、更なる品質と精度の向上が不可欠である

と認識しており、100％認証のためのアルゴリズムや指紋センサから取り込まれた画像を高度に処

理するフィルタソフトウエアの性能向上及び最適化を目指しております。また、次期セキュリテ

ィシステムの開発を目指しスウェーデンPricise Biometrics社から得た「Match-on-Card」のライ

センス技術を応用するためには、ICカード上で単独認証が可能なインテリジェントタイプの指紋

照合解析装置の新たな開発が必要です。平成17年末までの充当を予定しています。 
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第２ 【売出要項】 

１ 【売出有価証券(オーバーアロットメントによる売出し)】 

 

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 
600株 
(注) 

182,166,000 
東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

 野村證券株式会社 

(注) オーバーアロットメントによる売出しは、前記「第１ 募集要項」に記載の一般募集にあたり、一般募集

とは別に、その需要状況を勘案した結果、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が行う売出しで

あります。 

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出

しのために、野村證券株式会社が当社株主から借入れる株式(以下「借入れ株式」という。)であります。

これに関連して、野村證券株式会社は、一般募集の対象となる株式とは別に、600株を上限として当社普通

株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を上記株主から付与されております｡ 

グリーンシューオプションの行使期間は、平成16年６月18日(金)から平成16年７月14日(水)まででありま

す。 

また、野村證券株式会社は、平成16年６月15日(火)から平成16年７月９日(金)までの間(以下「シンジケー

トカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返却を目的として、日本証券業協会が開設する店頭売買有価

証券市場においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(600株)を上限(以下「上限株数」と

いう。)とする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。)を行う場合があります。

野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての株式は、借入れ株式の返却に充当され

ます。 

なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券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、又は上限株数に至らない株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。 

更に、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を

行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に

充当することがあります。 

上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により買付けて返却に充当された当社普通株式以

外の借入れ株式は、野村證券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返却されます。 
 

(注)２の全文及び１の番号削除 

 

２ 【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 

303,610 
自 平成16年６月10日(木) 

至 平成16年６月14日(月) 
１株

１株につき

303,610

野村證券株式会社

の本店及び全国各

支店 

― ― 

(注) １ 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。 

２ 申込証拠金には、利息をつけません。 

３ 株式の受渡期日は、平成16年６月18日(金)であります。 

  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。 

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の全文削除及び２、３、４の番号変更 

 






