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2021 年 1月 20 日 

 

各 位 

                          

会 社 名 株式会社ひかりホールディングス 

 （コード番号 1445  TOKYO PRO Market） 

代 表 者 名 代表取締役社長 倉地  猛 

問 合 せ 先 管理部部長   丹羽 直樹 

T E L 0572-56-1212 

U R L http://www.h-holdings.jp 

 

（開示事項の経過)第三者割当による募集株式発行の内容の決定に関するお知らせ 

 

当社は、2020 年 12 月 24 日付の「第三者割り当てによる募集株式発行に関するお知らせ」

において未定となっておりました割当予定先につきまして 2021 年 1 月 19 日開催の取締役

会において、下記のとおり決議致しましたので、お知らせ致します。 

 

記 

 

１. 割当予定先の内容 

（１) 募集又は割当方法      第三者割当の方法により、以下の株式数を割当てます。 

 

株式会社オルスタンダーﾄﾞ  2,500 株 

加藤 純          2,000 株 

株式会社ティーコア     1,000 株 

疋田 美穂         1,000 株 

亀井 悦宝         1,000 株 

有限会社加藤化学工業所     500 株 

濱田 恵輔          300 株 

  

（２） その他        前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を 

条件とします。 
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２.割当先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

割当予定先１（割当予定株式数 2,500 株） 

（1) 名称 株式会社オルスタンダード 

（2) 所在地 東京都武蔵野市桜堤２-７-25 

（3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 岡本晋平 

（4) 事業内容 タイル、セメント成型品、ガラス製品、石材の製造、輸入、

加工および販売 

（5) 資本金 10,000 千円 

（6) 設立年月 昭和 38 年５月 

（7) 発行済株式数 11,200 株 

（8) 決算期 毎年２月 

（9) 従業員数 30 名 

（10) 主要取引先 ㈱LIXIL、㈱名古屋モザイク、㈱ダントー、㈱トダグレス 

（11) 主要取引銀行 三菱ＵＦＪ銀行、多摩信金、みずほ銀行 

（12) 大株主及び持株比率 ＊大株主が個人のため非公表とさせていただきます。 

 

 

（13) 当事会社間の関係 資本関係 当該事項はありません 

人的関係 当該事項はありません。 

取引関係 当社子会社の取引先 

関連当事者へ

の該当状況 

当該事項はありません 

（14) 最近３年間の経営成績及び財政状態 

※守秘義務により非公表とさせていただきます。 

 

割当予定先２（割当予定株式数 1,000 株） 

（1) 名称 株式会社ティーコア 

（2) 所在地 岐阜県多治見市笠原町 1264 番地 52 

（3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 伊佐次桂 

（4) 事業内容 補修タイル製造販売、タイル・石材加工 

（5) 資本金 30,000 千円 

（6) 設立年月 平成 23年 12 月 

（7) 発行済株式数 600 株 

（8) 決算期 毎年 3 月 

（9) 従業員数 ６名 

（10) 主要取引先 ㈱名古屋モザイク、㈱ダントー、㈱アベルコ 
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（11) 主要取引銀行 十六銀行 

（12) 大株主及び持株比率 ＊大株主が個人のため非公表とさせていただきます。 

（13) 当事会社間の関係 資本関係 当該事項はありません 

人的関係 当該事項はありません。 

取引関係 当社子会社の取引先 

関連当事者へ

の該当状況 

当該事項はありません 

（14) 最近３年間の経営成績及び財政状態 

※守秘義務により非公表とさせていただきます。 

 

割当予定先３（割当予定株式数 500 株） 

（1) 名称 有限会社加藤化学工業所 

（2) 所在地 岐阜県多治見市笠原町 991-13 

（3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 加藤祐史 

（4) 事業内容 陶磁器用釉薬の製造及び販売 

（5) 資本金 5,000 千円 

（6) 設立年月 昭和 61 年８月 

（7) 発行済株式数 5,000 株 

（8) 決算期 毎年８月 

（9) 従業員数 ５名 

（10) 主要取引先 立風製陶㈱、㈱伸晃、岩尾磁器工業㈱、㈱ＩＥＣ 

（11) 主要取引銀行 十六銀行 

（12) 大株主及び持株比率 ＊大株主が個人のため非公表とさせていただきます。 

（13) 当事会社間の関係 資本関係 当該事項はありません 

人的関係 当該事項はありません。 

取引関係 当社子会社の取引先 

関連当事者へ

の該当状況 

当該事項はありません 

（14) 最近３年間の経営成績及び財政状態 

※守秘義務により非公表とさせていただきます。 

 

割当予定先４（割当予定株式数 2,000 株） 

（1) 氏名 加藤 純 

（2) 住所 岐阜県多治見市 

（3) 職業の内容 タイル加工業 

（4) 上場会社と当該個人

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません 

人的関係 該当事項はありません 
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取引関係 該当事項はありません 

関連当事者への該当

状況 

当社の子会社の従業員であり、当社の子

会社の代表取締役の配偶者であり、関連

当事者に該当します 

 

 

割当予定先５（割当予定株式数 1,000 株） 

（1) 氏名 疋田 美穂 

（2) 住所 岐阜県多治見市 

（3) 職業の内容 社員研修の請負事業 

（4) 上場会社と当該個人

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません 

人的関係 該当事項はありません 

取引関係 当社の社員研修の委託先 

関連当事者への該当

状況 

該当事項はありません 

 

割当予定先６（割当予定株式数 1,000 株） 

（1) 氏名 亀井 悦宝 

（2) 住所 岐阜県多治見市 

（3) 職業の内容 研修生の紹介及び斡旋業 

（4) 上場会社と当該個人

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません 

人的関係 該当事項はありません 

取引関係 当社の子会社における研修生の紹介 

関連当事者への該当

状況 

該当事項はありません 

 

割当予定先７（割当予定株式数 300 株） 

（1) 氏名 濱田 恵輔 

（2) 住所 群馬県前橋市 

（3) 職業の内容 研修生の紹介及び斡旋業 

（4) 上場会社と当該個人

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません 

人的関係 該当事項はありません 

取引関係 当社の子会社における研修生の紹介 

関連当事者への該当

状況 
該当事項はありません 
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割当予定先である株式会社オルスタンダード（東京都武蔵野市桜堤２-７-25 代表取締

役 岡本晋平）、株式会社ティーコア（岐阜県多治見市笠原町 1264 番地 52 代表取締役 伊

佐次 桂）、有限会社加藤化学工業所（岐阜県多治見市笠原町 991-13 代表取締役 加藤祐

史）及び、個人４名、加藤純氏、疋田美穂氏、亀井悦宝氏、濱田恵輔氏の各氏からは、反社

会的勢力とは一切関係のないことを聴取しております。また、当社で独自に行ったインター

ネット上でのデータベース検索を利用し反社会的勢力等との係わり等を連想させる情報及

びキーワードを絞り込み複合的に検索することにより、その係わりを調査した結果、割当予

定先と反社会的勢力との係わりを疑わせるものは検出されませんでした。以上により当社

は、割当予定先である上記法人３社、個人４名は反社会的勢力とは一切関係がないと判断し、

これに係る確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。 

 

（２)割当先を選定した理由 

株式会社オルスタンダードについては、当社子会社の取引先であり、当社代表取締役倉地

猛と同社代表取締役岡本晋平氏とは、長年のビジネスパートナーとしてお付き合いさせて

頂いておりました。当社が TOKYO PRO Market に上場して以降、当社の成長戦略にご理解を

頂いており、昨年 12 月下旬頃より当社代表取締役倉地猛が増資引き受けのご相談をし、ご

承諾いただいたため選定に至っております。 

株式会社ティーコアについては、補修タイル製造販売、タイル・石材加工業を行っている

会社であり、長年、当社子会社と取引を行っております。従前より同社代表取締役伊佐次桂

氏は当社の成長戦略に強く共感を頂いている事から、昨年 12月下旬頃より当社代表取締役

倉地猛が増資引き受けのご相談をし、ご承諾いただいたため選定に至っております。 

有限会社加藤化学工業所については、岐阜県多治見市にあるタイル・陶磁器の釉薬、補修

用タイル等の製造販売を行っている会社であり、本社も近くにある事から、長年、当社子会

社と取引を行っております。従前より同社代表取締役加藤祐史氏は当社の成長戦略に強く

共感を頂いている事から、昨年 12 月下旬頃より当社代表取締役倉地猛が増資引き受けのご

相談をし、ご承諾いただいたため選定に至っております。 

個人引受先である加藤純氏については、当社子会社の株式会社ケイズクラフト（岐阜県多

治見市笠原町 3910-１）の従業員であり、同社の代表取締役であり、当社の取締役でもある

加藤智裕の配偶者であります。従前から当社が第三者割当を行う場合に出資をご検討いた

だいており、昨年 12 月下旬頃より、増資引き受けのご相談をし、ご承諾いただいたため選

定に至っております。 

疋田美穂氏については、個人で社員研修のコンサルティングを行っており、当社の新入社

員の研修をお願いしております。昨年 12 月下旬頃より、当社代表取締役倉地猛が増資引き

受けのご相談をし、当社の成長戦略にご理解をいただき、ご承諾いただいたため選定に至っ

ております。 

亀井悦宝氏については、外国人研修生の紹介及び斡旋を行っている SP クリエイト事業協

同組合（群馬県前橋市上小出町３-55-12）の理事をされており、当社の子会社に研修生を紹

介して頂いております。昨年 12 月下旬頃より、当社代表取締役倉地猛が増資引き受けのご
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相談をし、当社の成長戦略にご理解をいただき、ご承諾いただいたため選定に至っておりま

す。 

濱田恵輔氏については、外国人研修生の紹介及び斡旋を行っている SP クリエイト事業協

同組合（群馬県前橋市上小出町３-55-12）の理事長をされており、当社の子会社に研修生を

紹介して頂いております。昨年 12月下旬頃より、当社代表取締役倉地猛が増資引き受けの

ご相談をし、当社の成長戦略にご理解をいただき、ご承諾いただいたため選定に至っており

ます。 

 

 

（３)割当先の保有方針 

全ての割当予定先の保有方針に関しては、当社と割当予定先との面談において、当社より

今後も当社を長期に支援していただきたく、本件第三者割当の目的を説明してよくご理解

をいただき、長期保有する方針であることを口頭で確認しております。なお、当社は、本新

株式の全ての割当予定先より、本新株式の発行日から２年以内に、割当予定先に割り当てら

れた本新株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に書面にて報告するこ

と、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、及び当該報告内容が公

衆縦覧に供されることに同意することについての確約書を取得する予定であります。 

 

３.第三者割当後の大株主及び持株比率 

割 当 前 割 当 後 

氏名又は名称 株式数 持株比率 氏名又は名称 株式数 持株比率 

倉地 朝子 77,300 29.65 倉地 朝子 77,300 28.73 

倉地 太 44,600 17.10 倉地 太 44,600 16.57 

石原 真理子 23,400 8.97 石原 真理子 23,400 8.69 

名古屋中小企業投資育

成株式会社 

19,200 7.36 名古屋中小企業投資育

成株式会社 

19,200 7.13 

倉地 猛 17,900 6.86 倉地 猛 17,900 6.65 

倉地 晴幸 15,000 5.75 倉地 晴幸 15,000 5.57 

加藤 勝 7,000 2.68 加藤 勝 7,000 2.60 

石原 千雅 6,200 2.37 株式会社オルスタンダ

ード 

6,500 2.41 

株式会社紀井大理石 4,200 1.61 石原 千雅 6,200 2.30 

株式会社オルスタンダ

ード 

4,000 1.53 株式会社紀井大理石 4,200 1.56 

亀井 宏明 4,000 1.53 亀井 宏明 4,000 1.48 

（注)１．本第三者割当前の大株主構成は、2020 年 8 月 31 日現在の株主名簿を基準と

し、割当て後の持株比率は 2020 年 8 月 31 日現在の発行済株式総数に本株式
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の総数 8,300 株を加算して算出しております。 

  ２．持株比率は、自社株持分を除いた株式数をもとに算出しております。 

 

 

４. 業績への影響の見通し 

本第三者割当増資による 2021 年 8 月期の連結業績への影響は軽微であると考えてお

ります。また、今後影響を与える事象が発生した場合には、速やかに開示いたします。 

 

 

以 上 


