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(開示事項の経過)第三者割当による募集株式発行の内容決定に関するお知らせ 

 

当社は、2022 年 12 月 16 日付の「第三者割当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 2023 年 3 月 15 日開催の取締役会において、下

記の通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、以下の株式数を割り当てます。 

 

           株式会社ライズ    1,000 株 

           田村 孝志      1,000 株 

           黒崎 千佳子     1,000 株 

           松雪 雄介      1,000 株 

           山下 曉彦      1,000 株 

           牛田 久視      1,000 株 

           株式会社神領不動産   500 株 

           乾 莉香         500 株 

           乾 七海                500 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。 

 

 

 



 

 

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 1,000 株） 

（1) 名称 株式会社ライズ 

（2) 所在地 東京都中野区中央４-４-５ 

（3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 横須賀智 

（4) 事業内容 機械器具設置工事業 

（5) 資本金 20,000 千円 

（6) 設立年月 平成 25 年６月 

（7) 発行済株式数 10 株 

（8) 決算期 毎年５月 

（9) 従業員数 ２名 

（10) 主要取引先 サイカパーキング、デンケン、高見沢サイバネティックス 

（11) 主要取引銀行 城南信用金庫、日本政策金融公庫 

（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 当該事項はありません。 

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 500 株） 

（1) 名称 株式会社神領不動産 

（2) 所在地 愛知県春日井市大留町１-16-１ 

（3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 高木いおり 

（4) 事業内容 不動産代理業・仲介業 

（5) 資本金 3,000 千円 

（6) 設立年月 昭和 45 年５月 

（7) 発行済株式数 300 株 

（8) 決算期 毎年 12 月 

（9) 従業員数 ５名 

（10) 主要取引先 個人 

（11) 主要取引銀行 瀬戸信用金庫 

（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 当該事項ありません。 

人的関係 当該事項ありません。 

取引関係 当該事項ありません。 

関連当事者へ

の該当状況 

当該事項ありません。 

（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 1,000 株） 

（1) 氏名 田村 孝志 

（2) 住所 愛知県高浜市 

（3) 職業の内容 会社役員 

（4) 上場会社と当該個人

との間の関係 

資本関係 当該事項ありません。 

人的関係 当該事項ありません。 

取引関係 当該事項ありません。 

関連当事者への該当

状況 

当該事項ありません。 

 

割当予定先４（割当予定株式数 1,000 株） 

（1) 氏名 黒崎 千佳子 

（2) 住所 三重県いなべ市 

（3) 職業の内容 会社役員 

（4) 上場会社と当該個人

との間の関係 

資本関係 当該事項ありません。 

人的関係 当該事項ありません。 

取引関係 当該事項ありません。 

関連当事者への該当

状況 

当該事項ありません。 

 

割当予定先５（割当予定株式数 1,000 株） 

（1) 氏名 松雪 雄介 

（2) 住所 東京都江東区 

（3) 職業の内容 会社員 

（4) 上場会社と当該個人

との間の関係 

資本関係 当該事項ありません。 

人的関係 当該事項ありません。 

取引関係 当該事項ありません。 

関連当事者への該当

状況 

当該事項ありません。 



 

 

割当予定先６（割当予定株式数 1,000 株） 

（1) 氏名 山下 曉彦 

（2) 住所 京都市伏見区 

（3) 職業の内容 会社役員 

（4) 上場会社と当該個人

との間の関係 

資本関係 当該事項ありません。 

人的関係 当該事項ありません。 

取引関係 当該事項ありません。 

関連当事者への該当

状況 

当該事項ありません。 

 

割当予定先７（割当予定株式数 1,000 株） 

（1) 氏名 牛田 久視 

（2) 住所 愛知県日進市 

（3) 職業の内容 会社役員 

（4) 上場会社と当該個人

との間の関係 

資本関係 当該事項ありません。 

人的関係 当該事項ありません。 

取引関係 当該事項ありません。 

関連当事者への該当

状況 

当該事項ありません。 

 

割当予定先８（割当予定株式数 500 株） 

（1) 氏名 乾 莉香 

（2) 住所 東京都台東区 

（3) 職業の内容 会社員 

（4) 上場会社と当該個人

との間の関係 

資本関係 当該事項ありません。 

人的関係 当該事項ありません。 

取引関係 当該事項ありません。 

関連当事者への該当

状況 

当該事項ありません。 

 

割当予定先９（割当予定株式数 500 株） 

（1) 氏名 乾 七海 

（2) 住所 大阪市西成区 

（3) 職業の内容 会社員 

（4) 上場会社と当該個人

との間の関係 

資本関係 当該事項ありません。 

人的関係 当該事項ありません。 



 

 

取引関係 当該事項ありません。 

関連当事者への該当

状況 

当該事項ありません。 

割当予定先である株式会社ライズ（東京都中野区中央４-４-５ 代表取締役 横須賀智）、株式会

社神領不動産（愛知県春日井市大留町１丁目 16 番地１ 代表取締役 高木いおり）、及び、個人

７名、田村孝志氏、黒崎千佳子氏、松雪雄介氏、山下曉彦氏、牛田久視氏、乾莉香氏、乾七海氏の

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２社、個人７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 

 株式会社ライズについては、当社代表取締役倉地猛と同社代表取締役横須賀智氏とは、同じ勉

強会を通じ、当社の成長戦略に強く共感を頂いた事から、昨年 12 月中旬頃より増資引き受をご相

談し、ご承諾いただいたため選定に至りました。 

 株式会社神領不動産については、当社代表取締役倉地猛が定期的に開催している勉強会に同社

代表取締役高木いおり氏が参加して頂いており、接点を持ちました。互いの本社が近い事もあり、

当社の M&A 戦略やタイル業界の改革を根底とする“最強の中小企業集団を作る”という理念に共

感をいただいていた事から、増資引き受けをご相談し、ご承諾いただいたため選定に至りました。 

 個人引受先である田村孝志氏は、愛知県でハウスメーカーを経営しており、当社代表取締役倉

地猛とは旧来の経営者仲間でした。従前から当社の事業戦略に可能性を共感していただいた事か

ら、昨年 12 月下旬頃より、改めて増資引き受けをご相談し、ご承諾いただいたため選定に至りま

した。 

黒崎千佳子氏については、当社代表取締役倉地猛と同じ勉強会を通じ知り合いとなりました。

同氏は三重県でエステ・脱毛サロンを経営されており、経営者の先輩として倉地猛がアドバイス

等を行っていた事から、当社の事業戦略にも興味を持っていただけるようになり、今回、増資引

き受けをご相談し、ご承諾いただいたため選定に至りました。 

松雪雄介氏については、同氏が当社の借入を行っている金融機関の元担当者だった時からの知

り合いで、金融機関を退職した現在も M&A スキームなどを相談する関係が続いておりました事

から、昨年 12 月中旬に改めて増資引き受けをご相談し、ご承諾いただいたため選定に至りまし

た。 

山下曉彦氏については、京都でタイルの新築工事業を経営されており、従前から同じ業界とい

う事もあり、頻繁に情報交換を行っておりました。その中で、当社の事業戦略に可能性を共感し

ていただいた事から、昨年 12 月下旬頃より、改めて増資引き受けをご相談し、ご承諾いただいた

ため選定に至りました。 



 

 

牛田久視氏については、愛知県・岐阜県で佛具の製造及び販売を行っております。業界は異な

りますが、当社と商圏が近い事から経営者の会合などで頻繁に会う事があり、当社の M&A 戦略

やタイル業界の改革を根底とする“最強の中小企業集団を作る”という理念に共感をいただいてい

た事から、増資引き受けをご相談し、ご承諾いただいたため選定に至りました。 

乾莉香氏と乾七海氏については、当社の代表取締役倉地猛が学んでいる勉強会で知り合いとな

りました。また、両氏の親戚が大阪で就労支援事業を行っており、倉地猛とは経営者仲間でもあ

った事から、改めて、当社の事業戦略を説明し興味を持っていただけたため、今回、増資引き受

けをご相談し、ご承諾いただいたため選定に至りました。 

 

（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 30.01 倉地 朝子 77,300 29.16 

倉地 太 44,600 17.32 倉地 太 44,600 16.83 

石原 真理子 23,400 9.08 石原 真理子 23,400 8.83 

名古屋中小企業投資育

成株式会社 

19,200 7.45 名古屋中小企業投資育

成株式会社 

19,200 7.24 

倉地 猛 17,900 6.95 倉地 猛 17,900 6.75 

倉地 晴幸 15,000 5.82 倉地 晴幸 15,000 5.66 

株式会社オルスタンダ

ード 

6,500 2.52 株式会社オルスタンダ

ード 

6,500 2.45 

石原 千雅 6,200 2.40 石原 千雅 6,200 2.33 

株式会社紀井大理石 4,200 1.63 株式会社紀井大理石 4,200 1.58 

岩田修一 3,200 1.24 岩田修一 3,200 1.20 

（注)１．本第三者割当前の大株主構成は、2023 年 2 月 28 日現在の株主名簿を基準とし、

割当て後の持株比率は 2023 年 2 月 28 日現在の発行済株式総数に本株式の総数

7500 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 2023 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 


