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平成 19年 11 月 28 日 

株 主 各 位 

東京都渋谷区円山町３番６号 

株式会社ドリーム･トレイン･インターネット 

代表取締役社長 石田 宏樹 

 

株式交換に伴う株券提出のお願い 

 

拝啓  株主の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。 

  さて、当社は、平成 19 年 11 月 13 日（火曜日）開催の取締役会の決議により、フリー

ビット株式会社との間で、平成 20 年１月１日（火曜日）をもって当社を完全子会社とす

る株式交換を実施することになりました。 

  この株式交換により、株式交換の効力発生日の前日〔平成 19年 12 月 31 日（月曜日）〕

の最終の当社株主名簿に記載または記録された、フリービット株式会社が保有する当社株

式および当社が保有する自己株式を除く株主の皆様に対し、ご所有の当社普通株式１株に

つきフリービット株式会社の普通株式 0.1 株の割合で割当交付いたします。ただし、フリ

ービット株式会社が平成 19年 11 月８日（木曜日）開催の取締役会において決定した、平

成 19年 12 月１日を効力発生日として、基準日〔平成 19年 11 月 30 日（金曜日）〕の最終

のフリービット株式会社の株主名簿（実質株主名簿を含みます。）に記載または記録され

た株主（実質株主を含みます。）が保有するフリービット株式会社普通株式１株を普通株

式３株に分割する内容の株式分割が効力を生じた場合は、ご所有の当社普通株式１株につ

きフリービット株式会社の普通株式 0.3 株の割合で割当交付いたします。 

  つきましては、本件株式交換により、当社の株券は、株式交換の効力発生日〔平成 20

年１月１日（火曜日）〕をもって無効となりますので、お手数ではございますが、後記の

「株券提出のお手続きについてのご案内」をご高覧いただき、ご所有のすべての株券を、

株券提出期間内〔平成 19年 11 月 29 日（木曜日）から平成 20年１月１日（火曜日）ただ

し、平成 19年 12 月 29 日（土曜日）から平成 20年１月１日（火曜日）までは株主名簿管

理人の休業日につき、実質上は平成 19 年 12 月 28 日（金曜日）まで〕に当社株主名簿管

理人であります三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社宛にご提出くださいますようお願い申しあ

げます。なお、お手許に名義書換手続きがお済みでない株券がございましたら、平成 19

年 12 月 27 日（木曜日）までに三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社宛に名義書換手続きをお申し

出ください。 

敬 具 

 

「お知らせおよびご注意」 

１．株券をご提出いただきました後は、平成 20 年２月 20 日（水曜日）発送予定のフリービッ

ト株式会社の新株券がお手許に到着するまでの間は、株式の売却等を行うことができなく

なりますので、ご注意ください。 
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２．現在、当社にお届けいただいております書面（株主票、配当金振込指定書等）につきまし

ては、株式交換の効力発生日〔平成 20 年１月１日（火曜日）〕をもって、フリービット株

式会社に一括して引き継がせていただきます。 

３．フリービット株式会社の株主名簿管理人は、当社と同じく三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社で

す。株券提出のお手続き等についてご不明な点がございましたら、三菱ＵＦＪ信託銀行株

式会社証券代行部までお問合せください。また、紛失等によりご提出の対象となる株券が

お手許にない場合や住所変更・改印等お届出事項にご変更がある場合につきましても、同

社にお申出ください。 
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株券提出のお手続きについてのご案内 

 

１１１１．．．．ごごごご提出提出提出提出のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる株券株券株券株券    

「株式会社ドリーム･トレイン･インターネット」の株券 

 

２２２２．．．．株券提出期間株券提出期間株券提出期間株券提出期間    

平成平成平成平成 19191919 年年年年 11111111 月月月月 29292929 日日日日（（（（木木木木曜日曜日曜日曜日））））からからからから平成平成平成平成 20202020 年年年年１１１１月月月月１１１１日日日日（（（（火火火火曜日曜日曜日曜日））））    

ただしただしただしただし、、、、平成平成平成平成19191919 年年年年 12121212 月月月月 29292929 日日日日（（（（土曜日土曜日土曜日土曜日））））からからからから平成平成平成平成 20202020 年年年年１１１１月月月月１１１１日日日日（（（（火曜日火曜日火曜日火曜日））））までまでまでまではははは株主名株主名株主名株主名

簿管理人簿管理人簿管理人簿管理人のののの休業日休業日休業日休業日につきにつきにつきにつき、、、、実質上実質上実質上実質上はははは平成平成平成平成 19191919 年年年年 12121212 月月月月 28282828 日日日日（（（（金曜日金曜日金曜日金曜日））））までまでまでまで    

 

３３３３．．．．株券提出事務取扱場所株券提出事務取扱場所株券提出事務取扱場所株券提出事務取扱場所    

      株主名簿管理人             東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

      事務取扱場所             三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社  証券代行部 

                       〒137-8081 

      郵便物送付先        東京都江東区東砂七丁目 10 番 11号 

      および照会先               三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社  証券代行部 

電話：0120-232-711（フリーダイヤル） 

      同 取 次 所                三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社  全国各支店 

 

※当社では直接のお取扱いはいたしません。上記の株券提出事務取扱場所に 

ご提出ください。 

 

４４４４．．．．株券株券株券株券のごのごのごのご提出方法提出方法提出方法提出方法    

（１）株券をご郵送される場合 

  株券と「株券提出書」をご郵送の場合は、同封の「株券郵送用封筒」をご利用くださ

い。 

なお、お立替えいただきました郵送料は、後日「受付整理票」をご送付申しあげる際に

郵便切手をもってお返しいたします。 

また、窓口でお受取りになる「書留受領証」は、新株券等がお手許に届くまで保管く

ださい。 

（２）株券を直接お持ちいただく場合 

  同封の「株券提出書」に必要事項をご記入、お届印をご押印のうえ、ご所有株券すべ

てを添えて、前記「３．株券提出事務取扱場所」へご提出ください。  
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株券の提出方法に関するご留意事項 

 

Ⅰ．「受付整理票」の発行 

ご提出いただきました株券につきましては、「受付整理票」を発行いたします。この「受

付整理票」は、売買、譲渡、質入等はできませんが、株券をご提出いただきました証と

なりますので、フリービット株式会社の新株券がお手許にご郵送されるまでの間は、念

の為、保管いただきますようお願い申しあげます。 

Ⅱ．名義書換がお済みでない株券をご提出される場合 

名義書換がお済みでない株券をご提出の際は、同封の「株券提出書」のほかに「株式名

義書換請求書」が必要となりますので、株券提出事務取扱場所にご請求のうえ、必要事

項をご記入、ご押印（新たに株主になられる場合は、「株主票」とともに）いただき、

株券とともにご提出ください。 

Ⅲ．お手持ちの株券は、一括お取りまとめの上、一度にご提出ください。 

Ⅳ．新株券の送付先をお届出のご住所以外のところをご希望される場合は、同封の「株券送

付先指定書」に必要事項をご記入、ご押印のうえ、株券とともにご提出ください。 

Ⅴ．株券ご提出後は、提出の取消し、株券の返還、提出名義人の変更等のご請求は、事務手

続きの都合上、誠に勝手ながらご容赦願います。 

Ⅵ．株券のご提出後にご住所を変更される場合は、すみやかに「住所変更届」をご提出くだ

さい。 

Ⅶ．紛失等により、ご提出の対象となる株券がお手許にない場合やご不明の点がある場合に

は、後記８．の三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部にご相談ください。 

 

５５５５．．．．新株券新株券新株券新株券のののの交付等交付等交付等交付等についてについてについてについて    

（１）株券提出期間内〔平成 19年 11 月 29日（木曜日）から平成 20 年１月１日（火曜日）    

（ただし、平成 19年 12 月 29日（土曜日）から平成 20 年１月１日（火曜日）までは株

主名簿管理人の休業日につき、実質上は平成 19年 12 月 28 日（金曜日））まで〕に株券

をご提出いただいた場合 

平成 20 年２月 20 日（水曜日）にお届出のご住所またはご指定の送付先にフリービッ

ト株式会社の新株券を「配達記録郵便」にてご送付申しあげます。 

 

（２）株券提出期間後に株券をご提出いただいた場合 

株式交換の効力発生日〔平成 20年１月１日（火曜日）〕をもって、当社株券としての

効力を失うこととなりますが、新株券とのお引換えは引き続き受け付けさせていただき

ますので、旧株券と「株券提出書」を前記「３．株券提出事務取扱場所」へご提出くだ

さい。 

ただし、株券提出期間後にご提出いただいた株券につきましては、前記５．(1)の株

券提出期間内に株券をご提出いただいた株主様への新株券のご発送が完了（平成 20 年

２月 20 日(水曜日)）した後に、順次お手続きをさせていただくことになります。した
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〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目 10 番 11号 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 
電話 0120-232-711（フリーダイヤル） 

がいまして、新株券がお手許に届くのは、平成 20 年３月以降になる見込みですので、

予めご承知おきください。 

 

新株券の交付等に関するご留意事項 

 

 Ⅰ．株券をご提出いただいた後は、フリービット株式会社の株券がお手許に到着するまでの

間、株式の売却等ができませんのでご留意ください。 

Ⅱ．新株券の送付先をお届出のご住所以外のところにご指定される場合は、同封の「株券

送付先指定書」に必要事項をご記入、ご押印のうえ、ご提出ください。 

 

６６６６．．．．端数株式処分代金端数株式処分代金端数株式処分代金端数株式処分代金についてについてについてについて    

株式交換による株式割当の結果生ずる１株未満の端数株式は、これを一括して売却し、

端数株式の割合に応じた処分代金をお支払いいたします。 

 なお、お支払いの時期は平成 20 年３月下旬を予定しております。 

 
７７７７．．．．株式交換株式交換株式交換株式交換のののの日程日程日程日程とととと株式株式株式株式のののの流通流通流通流通についてについてについてについて（（（（予定予定予定予定））））    

年 月 日 日  程 株券の流通 

平成 19年 11 月 29日（木曜日） 株券提出受付開始 

株券のご提出後は、フリービット

株式会社の新株券がお手許に到

着するまでの間、売却等ができま

せん。 

平成 20 年１月１日 （火曜日） 

ただし、平成 19 年 12 月 29 日（土曜日）から

平成 20 年１月１日（火曜日）までは株主名簿

管理人の休業日につき、実質上は平成 19 年 12

月 28 日（金曜日） 

株券提出受付最終日  

平成 20 年１月１日（火曜日） 株式交換の効力発生日  

平成 20 年２月 20 日(水曜日) 

フリービット株式会社

の新株券交付開始日 

新株券がお手許に到着した後は、

フリービット株式会社の株式と

して売買が可能です。 

 

８８８８．．．．ごごごご照会先照会先照会先照会先 

株券提出、券種指定その他上記に関するご照会は、下記にお申出ください。 

 

 

 

 

 

以 上 

 


