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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成28年10月24日付をもって提出した有価証券届出書及び平成28年11月９日付をもって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、ブックビルディング方式による募集150,000株の募集の条件及びブックビルディング方

式による売出し98,500株(引受人の買取引受による売出し66,100株・オーバーアロットメントによる売出し32,400株)

の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項がブックビルディングの結果、平成28年11月17日

に決定したため、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するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　証券情報

第１　募集要項

１　新規発行株式

２　募集の方法

３　募集の条件

(2) ブックビルディング方式

４　株式の引受け

５　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

(2) 手取金の使途

第２　売出要項

１　売出株式(引受人の買取引受による売出し)

２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)

(2) ブックビルディング方式

３　売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)

４　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)

(2) ブックビルディング方式

募集又は売出しに関する特別記載事項

２　第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

３　ロックアップについて

４　親引け先への販売について

　

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】

(訂正前)

種類 発行数 (株) 内容

普通株式 150,000
完全議決権株式であり、権利内容に何らの制限のない当
社における標準となる株式であります。単元株式数は100
株であります。

 

(注) １．平成28年10月24日開催の取締役会決議によっております。

２．当社は、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４　株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下

「第１　募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行株式数の一部を、当社が指定する下

記販売先(親引け先)に販売を要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け

先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４　親引け先への販売につ

いて」をご参照下さい。当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりです。
 

指定する販売先(親引け先) 株式数 目的

エルテス社員持株会 上限7,200株 福利厚生のため
 

　　なお、親引けは、日本証券業協会が定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規

則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)

であります。

３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

　　名称：株式会社証券保管振替機構

　　住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

４．上記とは別に、平成28年10月24日開催の取締役会において、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普

通株式32,400株の第三者割当増資を行うことを決議しております。

　　なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　第三者割当増資とシン

ジケートカバー取引について」をご参照下さい。
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(訂正後)

種類 発行数 (株) 内容

普通株式 150,000
完全議決権株式であり、権利内容に何らの制限のない当
社における標準となる株式であります。単元株式数は100
株であります。

 

(注) １．平成28年10月24日開催の取締役会決議によっております。

２．当社は、当社と元引受契約を締結した後記「４　株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第

１　募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行株式数の一部を、当社が指定する下記販

売先(親引け先)に販売を要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の

状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４　親引け先への販売につい

て」をご参照下さい。当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりです。
 

指定する販売先(親引け先) 株式数 目的

エルテス社員持株会 7,200株 福利厚生のため
 

　　なお、親引けは、日本証券業協会が定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規

則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)

であります。

３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

　　名称：株式会社証券保管振替機構

　　住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

４．上記とは別に、平成28年10月24日開催の取締役会において、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普

通株式32,400株の第三者割当増資を行うことを決議しております。

　　なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　第三者割当増資とシン

ジケートカバー取引について」をご参照下さい。
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２ 【募集の方法】

(訂正前)

平成28年11月17日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の引受人は、買取引受けを

行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は平成28年11月

８日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額(1,402.50円)以上の価額となります。引受人は払込期日

までに引受価額の総額を当社に払込み、本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いたします。当

社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233

条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投

資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価

格で行います。

 

区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

入札方式のうち入札による募集 ― ― ―

入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―

ブックビルディング方式 150,000 210,375,000 118,680,000

計(総発行株式) 150,000 210,375,000 118,680,000
 

(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されて

おります。

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成28年10月24日開催の取締役会決議に基づ

き、平成28年11月17日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき

算出される資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出し

た見込額であります。

５．仮条件(1,650円～1,790円)の平均価格(1,720円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込

額)は258,000,000円となります。

６．本募集並びに「第２　売出要項　１　売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２　売出しの

条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需

要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

　　なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２　売出要項　３　売出株式(オー

バーアロットメントによる売出し)」及び「４　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」

をご参照下さい。

７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集

又は売出しに関する特別記載事項　３　ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)

平成28年11月17日に決定された引受価額(1,646.80円)にて、当社と元引受契約を締結した引受人は、買取引受けを

行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格1,790円)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日

までに引受価額の総額を当社に払込み、本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いたします。当

社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233

条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投

資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定された

価格で行います。

 

区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

入札方式のうち入札による募集 ― ― ―

入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―

ブックビルディング方式 150,000 210,375,000 123,510,000

計(総発行株式) 150,000 210,375,000 123,510,000
 

(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されて

おります。

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であります。

５．本募集並びに「第２　売出要項　１　売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２　売出しの

条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需

要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを行います。

　　なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２　売出要項　３　売出株式(オー

バーアロットメントによる売出し)」及び「４　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」

をご参照下さい。

６．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集

又は売出しに関する特別記載事項　３　ロックアップについて」をご参照下さい。

 

(注)５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３ 【募集の条件】
 

(2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

発行価格
(円)

引受価額
(円)

払込金額
(円)

資本
組入額
(円)

申込
株数単位
(株)

申込期間
申込
証拠金
(円)

払込期日

未定
(注)１．

未定
(注)１．

1,402.50
未定

(注)３．
100

自　平成28年11月21日(月)
至　平成28年11月25日(金)

未定
(注)４．

平成28年11月28日(月)
 

(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

　　仮条件は、1,650円以上1,790円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日まで

の価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成28年11月17日に引受価額と同時に決定する予定であ

ります。

　　需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的

に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社

との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状

況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総

合的に検討して決定いたしました。

２．「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,402.50円)及び平成28年

11月17日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行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。

３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であり、平成28年10月24日開催の取締役会において、平成

28年11月17日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出され

る資本金等増加限度額の２分の１相当額を資本金に計上し、残額を資本準備金とする旨、決議しており

ます。

４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、

払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

５．株式受渡期日は、平成28年11月29日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募

集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規

程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募

集に係る株券は、発行されません。

６．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いたしま

す。

７．申込みに先立ち、平成28年11月10日から平成28年11月16日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参

考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能でありま

す。

　　販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流

通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

　　引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等

に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示または

ホームページにおける表示等をご確認下さい。

８．引受価額が会社法上の払込金額(1,402.50円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)

発行価格
(円)

引受価額
(円)

払込金額
(円)

資本
組入額
(円)

申込
株数単位
(株)

申込期間
申込
証拠金
(円)

払込期日

1,790 1,646.80 1,402.50 823.40 100
自　平成28年11月21日(月)
至　平成28年11月25日(金)

１株に
つき
1,790

平成28年11月28日(月)

 

(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおり

であります。

発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,650円～1,790円)に基づいて機関投資家等を中心にブック

ビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、

① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。

② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。

③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。

以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環

境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総

合的に勘案して、1,790円と決定いたしました。

なお、引受価額は1,646.80円と決定しました。

２．「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格(1,790円)と会社法上の払込金額(1,402.50円)及び

平成28年11月17日に決定された引受価額(1,646.80円)とは各々異なります。発行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。

３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、１株当たりの増加する資本準備金の額

は823.40円(増加する資本準備金の額の総額123,510,000円)と決定いたしました。

４．申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額(１株につき1,646.80円)は、払

込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

５．株式受渡期日は、平成28年11月29日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募

集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規

程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募

集に係る株券は、発行されません。

６．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いたしま

す。

７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流

通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

　　引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等

に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示または

ホームページにおける表示等をご確認下さい。

 

(注)８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】

(訂正前)

引受人の氏名又は名称 住所
引受株式数

(株)
引受けの条件

株式会社ＳＢＩ証券
 
みずほ証券株式会社
 
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
 
岡三証券株式会社
 
香川証券株式会社
 
極東証券株式会社
 
マネックス証券株式会社
 
藍澤證券株式会社
 
東洋証券株式会社
 

東京都港区六本木一丁目６番１号
 
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
 
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
 
東京都中央区日本橋一丁目17番６号
 
香川県高松市磨屋町四番地８
 
東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号
 
東京都千代田区麹町二丁目４番地１
 
東京都中央区日本橋一丁目20番３号
 
東京都中央区八丁堀四丁目７番１号
 

 
115,200

 
21,600

 
2,200

 
2,200

 
2,200

 
2,200

 
2,200

 
1,100

 
1,100

 

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
28年11月28日まで
に払込取扱場所へ
引受価額と同額を
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、発行価格と引
受価額との差額の
総額は引受人の手
取金となります。

計 ― 150,000 ―
 

(注) １．上記引受人と発行価格決定日(平成28年11月17日)に元引受契約を締結する予定であります。

２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品

取引業者に販売を委託する方針であります。

 

(訂正後)

引受人の氏名又は名称 住所
引受株式数

(株)
引受けの条件

株式会社ＳＢＩ証券
 
みずほ証券株式会社
 
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
 
岡三証券株式会社
 
香川証券株式会社
 
極東証券株式会社
 
マネックス証券株式会社
 
藍澤證券株式会社
 
東洋証券株式会社
 

東京都港区六本木一丁目６番１号
 
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
 
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
 
東京都中央区日本橋一丁目17番６号
 
香川県高松市磨屋町四番地８
 
東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号
 
東京都千代田区麹町二丁目４番地１
 
東京都中央区日本橋一丁目20番３号
 
東京都中央区八丁堀四丁目７番１号
 

 
115,200

 
21,600

 
2,200

 
2,200

 
2,200

 
2,200

 
2,200

 
1,100

 
1,100

 

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
28年11月28日まで
に払込取扱場所へ
引受価額と同額(１
株につき1,646.80
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、発行価格と引
受価額との差額(１
株につき143.20円)
の総額は引受人の
手 取 金 と な り ま
す。

計 ― 150,000 ―
 

(注) １．上記引受人と平成28年11月17日に元引受契約を締結いたしました。

２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引

業者に販売を委託いたします。
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５ 【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】

(訂正前)

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)

237,360,000 2,370,000 234,990,000
 

(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受

価額の総額であり、仮条件(1,650円～1,790円)の平均価格(1,720円)を基礎として算出した見込額であり

ます。

２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。

３．引受手数料は支払わないため、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。

 

(訂正後)

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)

247,020,000 2,370,000 244,650,000
 

(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受

価額の総額であります。

２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。

３．引受手数料は支払わないため、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。
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(2) 【手取金の使途】

(訂正前)

上記の手取概算額234,990千円及び「１　新規発行株式」の(注)４．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限 

51,270千円の使途については、質の高いサービスの安定的提供と市場ニーズを掘り起こす新規ビジネスの創出によ

る継続的且つ安定的な事業拡大を通じて、社会への貢献と健全な成長を図るため、以下を予定しております。

 

① 各種サービスの認知獲得及び知名度向上のため、広告宣伝活動及び広報活動、Ｗｅｂサイトリニューアル費用と

　 して、平成29年２月期に10,000千円、平成30年２月期に30,000千円 を充当する予定であります。

 

② 経営基盤強化のため、優秀な人材の採用と継続的な育成を目的とした採用費及び人件費として、平成29年２月期

  に30,000千円を充当する予定であります。

 

③ 情報セキュリティ強化、事業運営の安定化及び業務効率化を目的としたシステムインフラの増強費用及びソフト

  ウェア等の取得費用として、平成29年２月期に15,000千円、平成30年２月期に15,000千円を充当する予定であり

 　ます。

 

④ 本社機能の強化のためのオフィス移転及び構築費用として、平成29年２月期に70,000千円を充当する予定であり

  ます。

 

⑤ 顧客ニーズに応えるための既存サービスの拡充や潜在的なニーズのための新サービス設計及び構築費用として、

  平成29年２月期に20,000千円、平成30年２月期30,000千円を充当いたします。

 

⑥ 不正等の予知・検知サービスの専門性を持ったパートナーとの連携を推進するための資金として66,260千円を平

成29年２月期以降に充当する予定であります。当該内容等について現時点で具体化している事項はございませ

ん。

 

具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまで安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
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(訂正後)

上記の手取概算額244,650千円及び「１　新規発行株式」の(注)４．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限 

53,356千円の使途については、質の高いサービスの安定的提供と市場ニーズを掘り起こす新規ビジネスの創出によ

る継続的且つ安定的な事業拡大を通じて、社会への貢献と健全な成長を図るため、以下を予定しております。

 

① 各種サービスの認知獲得及び知名度向上のため、広告宣伝活動及び広報活動、Ｗｅｂサイトリニューアル費用と

　 して、平成29年２月期に10,000千円、平成30年２月期に30,000千円 を充当する予定であります。

 

② 経営基盤強化のため、優秀な人材の採用と継続的な育成を目的とした採用費及び人件費として、平成29年２月期

  に30,000千円を充当する予定であります。

 

③ 情報セキュリティ強化、事業運営の安定化及び業務効率化を目的としたシステムインフラの増強費用及びソフト

  ウェア等の取得費用として、平成29年２月期に15,000千円、平成30年２月期に15,000千円を充当する予定であり

 　ます。

 

④ 本社機能の強化のためのオフィス移転及び構築費用として、平成29年２月期に70,000千円を充当する予定であり

  ます。

 

⑤ 顧客ニーズに応えるための既存サービスの拡充や潜在的なニーズのための新サービス設計及び構築費用として、

  平成29年２月期に20,000千円、平成30年２月期30,000千円を充当いたします。

 

⑥ 不正等の予知・検知サービスの専門性を持ったパートナーとの連携を推進するための資金として78,006千円を平

成29年２月期以降に充当する予定であります。当該内容等について現時点で具体化している事項はございませ

ん。

 

具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまで安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
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第２ 【売出要項】

 

１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

(訂正前)

平成28年11月17日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件

(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２　売出要

項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発

行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日

に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手

取金といたします。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(株)
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

―
入札方式のうち
入札による売出し

― ― ―

―
入札方式のうち
入札によらない売出し

― ― ―

普通株式
ブックビルディング
方式

66,100　　　　　　　 113,692,000

東京都千代田区麹町二丁目６番地
Ｈｅｒｏ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会
社　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　45,600株
 
東京都港区
羽藤秀雄　　　　　　　　　10,000株
 
香川県高松市磨屋町四番地８
香川証券株式会社　　　　　 5,000株
 
東京都品川区
川﨑史顯　　　　　　　　　 3,000株
 
埼玉県上尾市
高木健美　　　　　　　　　 2,500株
 

計(総売出株式) ― 66,100 113,692,000 ―
 

(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されてお

ります。

２．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止い

たします。

３．売出価額の総額は、仮条件(1,650円～1,790円)の平均価格(1,720円)で算出した見込額であります。

４．売出数等については今後変更される可能性があります。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と

同一であります。

６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメン

トによる売出しを行う場合があります。

　　なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３　売出株式(オーバーアロットメント

による売出し)」及び「４　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。

７．引受人の買取引受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。その内容

については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　ロックアップについて」をご参照下さ

い。
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(訂正後)

平成28年11月17日に決定された引受価額(1,646.80円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「２　売出しの条件

(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２　売出要

項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格1,790

円)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額

を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたしま

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(株)
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

―
入札方式のうち
入札による売出し

― ― ―

―
入札方式のうち
入札によらない売出し

― ― ―

普通株式
ブックビルディング
方式

66,100　　　　　　　 118,319,000

東京都千代田区麹町二丁目６番地
Ｈｅｒｏ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会
社　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　45,600株
 
東京都港区
羽藤秀雄　　　　　　　　　10,000株
 
香川県高松市磨屋町四番地８
香川証券株式会社　　　　　 5,000株
 
東京都品川区
川﨑史顯　　　　　　　　　 3,000株
 
埼玉県上尾市
高木健美　　　　　　　　　 2,500株
 

計(総売出株式) ― 66,100 118,319,000 ―
 

(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されてお

ります。

２．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止い

たします。

３．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と

同一であります。

４．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案した結果、オーバーアロッ

トメントによる売出しを行います。

　　なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３　売出株式(オーバーアロットメント

による売出し)」及び「４　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。

５．引受人の買取引受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。その内容

については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　ロックアップについて」をご参照下さ

い。

 

(注)３．４．の全文削除及び５．６．７．の番号変更
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２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
 

(2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格
(円)

引受価額
(円)

申込期間
申込

株数単位
(株)

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

未定
(注)１．
(注)２．

未定
(注)２．

自　平成28年
 11月21日(月)
至　平成28年
 11月25日(金)

100
未定

(注)２．

引受人の全国
の本支店及び
営業所

東京都港区六本木一丁目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券

未定
(注)３．

 

(注) １．売出価格の決定方法は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」の(注)１．と

同様であります。

２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、

申込証拠金には、利息をつけません。

　　引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。

３．引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出

価格決定日(平成28年11月17日)に決定する予定であります。

　　なお、元引受契約においては、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の総額

は引受人の手取金となります。

４．上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。

５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構

の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う

ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。

６．申込みの方法は、申込期間内に上記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．上記引受人の販売方針は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」の(注)７．

に記載した販売方針と同様であります。　

 

(訂正後)

売出価格
(円)

引受価額
(円)

申込期間
申込

株数単位
(株)

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

1,790 1,646.80

自　平成28年
 11月21日(月)
至　平成28年
 11月25日(金)

100
１株に
つき
1,790

引受人の全国
の本支店及び
営業所

東京都港区六本木一丁目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券

(注)３．

 

(注) １．売出価格の決定方法は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」の(注)１．と

同様であります。

２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いた

しました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

　　引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一の理由により決定いた

しました。

３．元引受契約の内容

金融商品取引業者の引受株数　　　株式会社ＳＢＩ証券　　　66,100株

引受人が全株買取引受けを行います。

　　なお、元引受契約においては、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143.20円)の総額は引受人の手取金となります。

４．上記引受人と平成28年11月17日に元引受契約を締結いたしました。

５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構

の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う

ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。

６．申込みの方法は、申込期間内に上記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．上記引受人の販売方針は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」の(注)７．

に記載した販売方針と同様であります。　
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

(訂正前)

種類 売出数(株)
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

―
入札方式のうち
入札による売出し

― ― ―

―
入札方式のうち
入札によらない売出し

― ― ―

普通株式
ブックビルディング
方式

32,400 55,728,000
東京都港区六本木一丁目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券　  32,400株

計(総売出株式) ― 32,400 55,728,000 ―
 

(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需

要状況を勘案し、株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントに

よる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止され

る場合があります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成28年10月24日開催の取締役会におい

て、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式32,400株の第三者割当増資の決議を行っておりま

す。また、株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係

る売出株式数を上限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。

　　なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　第三者割当増資とシン

ジケートカバー取引について」をご参照下さい。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されてお

ります。

４．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも

中止いたします。

５．売出価額の総額は、仮条件(1,650円～1,790円)の平均価格(1,720円)で算出した見込額であります。

６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と

同一であります。

 

(訂正後)

種類 売出数(株)
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

―
入札方式のうち
入札による売出し

― ― ―

―
入札方式のうち
入札によらない売出し

― ― ―

普通株式
ブックビルディング
方式

32,400 57,996,000
東京都港区六本木一丁目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券　  32,400株

計(総売出株式) ― 32,400 57,996,000 ―
 

(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需

要状況を勘案した結果、株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成28年10月24日開催の取締役会におい

て、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式32,400株の第三者割当増資の決議を行っておりま

す。また、株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係

る売出株式数を上限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。

　　なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　第三者割当増資とシン

ジケートカバー取引について」をご参照下さい。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されてお

ります。

４．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも

中止いたします。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と

同一であります。

 

(注)５．の全文削除及び６．の番号変更
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４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

(2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格
(円)

申込期間
申込

株数単位
(株)

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

未定
(注)１．

自　平成28年
 11月21日(月)
至　平成28年
 11月25日(金)

100
未定

(注)１．
株式会社ＳＢＩ証券の本店及び
営業所

― ―

 

(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金

とそれぞれ同一とし、売出価格決定日に決定する予定であります。ただし、申込証拠金には、利息をつ

けません。

２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定

であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務

規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、

オーバーアロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。

３．申込みの方法は、申込期間内に上記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。

４．株式会社ＳＢＩ証券の販売方針は、「第２　売出要項　２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出

し) (2) ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。

 

(訂正後)

売出価格
(円)

申込期間
申込

株数単位
(株)

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

1,790

自　平成28年
 11月21日(月)
至　平成28年
 11月25日(金)

100
１株に
つき
1,790

株式会社ＳＢＩ証券の本店及び
営業所

― ―

 

(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金

とそれぞれ同一の理由により、平成28年11月17日に決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息

をつけません。

２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定

であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務

規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、

オーバーアロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。

３．申込みの方法は、申込期間内に上記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。

４．株式会社ＳＢＩ証券の販売方針は、「第２　売出要項　２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出

し) (2) ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

２　第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

(訂正前)

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、主幹事会社が当社株主である菅原貴弘(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し

て、当社は、平成28年10月24日及び平成28年11月８日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通

株式32,400株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者

割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

 

募集株式の種類及び数 当社普通株式 32,400株

募集株式の払込金額 １株につき1,402.50円

割当価格 未定(「第１　募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)

払込期日 平成28年12月30日(金)

増加する資本金及び
資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備
金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

払込取扱場所
株式会社みずほ銀行　新橋中央支店
東京都港区新橋四丁目６番15号

 

主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当てまたは下記のシンジケート

カバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。

また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から平成28年12月22日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的と

して、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ

バー取引を行う場合があります。

主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、割当てに応じない予定でありますので、

その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により

本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。

また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか

若しくは上限株式数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。
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(訂正後)

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、主幹事会社が当社株主である菅原貴弘(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し

て、当社は、平成28年10月24日及び平成28年11月８日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通

株式32,400株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者

割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

 

募集株式の種類及び数 当社普通株式 32,400株

募集株式の払込金額 １株につき1,402.50円

割当価格 「第１　募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。(注)

払込期日 平成28年12月30日(金)

増加する資本金及び
資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備
金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

払込取扱場所
株式会社みずほ銀行　新橋中央支店
東京都港区新橋四丁目６番15号

 

(注)　割当価格は、平成28年11月17日に1,646.80円に決定いたしました。

 

主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当てまたは下記のシンジケート

カバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。

また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から平成28年12月22日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的と

して、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数(32,400株)を上限とするシン

ジケートカバー取引を行う場合があります。

主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、割当てに応じない予定でありますので、

その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により

本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。

また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか

若しくは上限株式数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。
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３　ロックアップについて

(訂正前)

本募及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人かつ貸株人である菅原貴弘、当社株主かつ当社役員である

松林篤樹、紺野祐樹、奥山成美、高橋宜治、本橋広行、当社株主である株式会社ＴＳパートナーズ、五十嵐洋次は、

株式会社ＳＢＩ証券（主幹事会社）に対して、引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上

場（売買開始）日（当日を含む）から起算して90日目の平成29年2月26日までの期間（以下「ロックアップ期間」とい

う。）中は、主幹事会社の事前の書面の承諾を受けることなく、引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株

式（潜在株式を含む。）の売却等を行わない旨を約束しております。

当社株主である宮前幸央、ＮＴＴコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社、株式会社アドベン

チャー、八木理恵子は、株式会社ＳＢＩ証券（主幹事会社）に対して、引受人の買取引受による売出しに係る元引受

契約締結日に始まり、上場（売買開始）日（当日を含む）から起算して90日目の平成29年2月26日までの期間（以下

「ロックアップ期間」という。）中は、主幹事会社の事前の書面の承諾を受けることなく、引受契約締結日に自己の

計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却

価格が「第１　募集要領」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所における

売却等は除く。）を行わない旨を約束しております。

当社株主であるエルテス社員持株会は、株式会社ＳＢＩ証券（主幹事会社）に対して、引受人の買取引受による売

出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日（当日を含む）から起算して180日目の平成29年5月27日

までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中は、主幹事会社の事前の書面の承諾を受けることなく、引受契

約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）の売却等を行わない旨を約束しております。

また、当社は、主幹事会社との間で、元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日（当日を含む）から起算し

て180日目の平成29年５月27日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式

及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（株式分割及びストック・オプショ

ン等に関わる発行を除く。）を行わないことに合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除

し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。

また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受

渡期日（当日を含む）後180日目の日（平成29年５月27日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定

であります。

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募

集株式等の割当等に関し、割当てを受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、

「第四部　株式公開情報　第２　第三者割当等の概況」をご参照ください。
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(訂正後)

本募及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人かつ貸株人である菅原貴弘、当社株主かつ当社役員である

松林篤樹、紺野祐樹、奥山成美、高橋宜治、本橋広行、当社株主である株式会社ＴＳパートナーズ、五十嵐洋次は、

株式会社ＳＢＩ証券（主幹事会社）に対して、引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上

場（売買開始）日（当日を含む）から起算して90日目の平成29年2月26日までの期間（以下「ロックアップ期間」とい

う。）中は、主幹事会社の事前の書面の承諾を受けることなく、引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株

式（潜在株式を含む。）の売却等を行わない旨を約束しております。

当社株主である宮前幸央、ＮＴＴコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社、株式会社アドベン

チャー、八木理恵子は、株式会社ＳＢＩ証券（主幹事会社）に対して、引受人の買取引受による売出しに係る元引受

契約締結日に始まり、上場（売買開始）日（当日を含む）から起算して90日目の平成29年2月26日までの期間（以下

「ロックアップ期間」という。）中は、主幹事会社の事前の書面の承諾を受けることなく、引受契約締結日に自己の

計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却

価格が「第１　募集要領」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所における

売却等は除く。）を行わない旨を約束しております。

当社株主であるエルテス社員持株会は、株式会社ＳＢＩ証券（主幹事会社）に対して、引受人の買取引受による売

出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日（当日を含む）から起算して180日目の平成29年5月27日

までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中は、主幹事会社の事前の書面の承諾を受けることなく、引受契

約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）の売却等を行わない旨を約束しております。

また、当社は、主幹事会社との間で、元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日（当日を含む）から起算し

て180日目の平成29年５月27日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式

及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（株式分割及びストック・オプショ

ン等に関わる発行を除く。）を行わないことに合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除

し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。

また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受

渡期日（当日を含む）後180日目の日（平成29年５月27日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れており

ます。

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募

集株式等の割当等に関し、割当てを受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、

「第四部　株式公開情報　第２　第三者割当等の概況」をご参照ください。
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４　親引け先への販売について

(1) 親引け先の状況等

(訂正前)

ａ．親引け先の概要
エルテス社員持株会(理事長　　安達　亮介)
東京都港区新橋５－14－10

ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。

ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数
未定(「第１　募集要項」における募集株式のうち、7,200株を上限として、
平成28年11月17日(発行価格等決定日)に決定される予定。)

ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存
在を確認しております。

ｇ．親引け先の実態 当社の従業員等で構成する従業員持株会であります。
 

 

(訂正後)

ａ．親引け先の概要
エルテス社員持株会(理事長　　安達　亮介)
東京都港区新橋５－14－10

ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。

ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式　7,200株

ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存
在を確認しております。

ｇ．親引け先の実態 当社の従業員等で構成する従業員持株会であります。
 

 
(3）販売条件に関する事項

(訂正前)

販売価格は、発行価格決定日(平成28年11月17日)に決定される予定の「第１　募集要項」における新規発行株式

の発行価格と同一となります。

 
(訂正後)

販売価格は、平成28年11月17日に決定された「第１　募集要項」における新規発行株式の発行価格(1,790円)と同

一であります。
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(4) 親引け後の大株主の状況

(訂正前)

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

株式総数に対す
る所有株式数の

割合(％)

本募集及び引受
人の買取引受に
よる売出し後の
所有株式数(株)

本募集及び引受
人の買取引受に
よる売出し後の
株式総数に対す
る所有株式数の

割合(％)

菅原　貴弘 東京都港区 711,600 29.41 711,600 27.69

㈱ＴＳパートナーズ
東京都港区新橋５－４
－２－1401

254,200
(160,000)

10.51
(6.61)

254,200
(160,000)

9.89
(6.23)

㈱産業革新機構
東京都千代田区丸の内
１－４－１

250,000 10.33 250,000 9.73

宮前　幸央 シンガポール国 100,000 4.13 100,000 3.89

ＮＴＴインベストメン
ト・パートナーズ
ファンド投資事業組合

東京都港区赤坂１－12
－32

83,300 3.44 83,300 3.24

瓜生　健太郎 東京都文京区 75,900 3.14 75,900 2.95

㈱電通
東京都港区東新橋１－
８－１

62,500 2.58 62,500 2.43

ＮＴＴコム オンライ
ン・マーケティング・
ソリューション㈱

東京都品川区大崎１－
５－１

60,000 2.48 60,000 2.33

みずほ成長支援
投資事業有限責任組合

東京都千代田区内幸町
１－２－１

50,000 2.07 50,000 1.95

㈱アドベンチャー
東京都港区白金台２－
26－10

50,000 2.07 50,000 1.95

計 ―
1,697,500
(160,000)

70.16
(6.61)

1,697,500
(160,000)

66.06
(6.23)

 

(注) １．所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成28年10月24日現在のものであります。

２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し

後の株式総数に対する所有株式数の割合は、平成28年10月24日現在の所有株式数及び株式総数に、本募集、

引受人の買取引受による売出し及び親引け(7,200株を上限として算出)を勘案した場合の株式数及び割合に

なります。

３．株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

４．(　)内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

 

EDINET提出書類

株式会社エルテス(E32750)

訂正有価証券届出書（新規公開時）

23/24



 

(訂正後)

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

株式総数に対す
る所有株式数の

割合(％)

本募集及び引受
人の買取引受に
よる売出し後の
所有株式数(株)

本募集及び引受
人の買取引受に
よる売出し後の
株式総数に対す
る所有株式数の

割合(％)

菅原　貴弘 東京都港区 711,600 29.41 711,600 27.69

㈱ＴＳパートナーズ
東京都港区新橋５－４
－２－1401

254,200
(160,000)

10.51
(6.61)

254,200
(160,000)

9.89
(6.23)

㈱産業革新機構
東京都千代田区丸の内
１－４－１

250,000 10.33 250,000 9.73

宮前　幸央 シンガポール国 100,000 4.13 100,000 3.89

ＮＴＴインベストメン
ト・パートナーズ
ファンド投資事業組合

東京都港区赤坂１－12
－32

83,300 3.44 83,300 3.24

瓜生　健太郎 東京都文京区 75,900 3.14 75,900 2.95

㈱電通
東京都港区東新橋１－
８－１

62,500 2.58 62,500 2.43

ＮＴＴコム オンライ
ン・マーケティング・
ソリューション㈱

東京都品川区大崎１－
５－１

60,000 2.48 60,000 2.33

みずほ成長支援
投資事業有限責任組合

東京都千代田区内幸町
１－２－１

50,000 2.07 50,000 1.95

㈱アドベンチャー
東京都港区白金台２－
26－10

50,000 2.07 50,000 1.95

計 ―
1,697,500
(160,000)

70.16
(6.61)

1,697,500
(160,000)

66.06
(6.23)

 

(注) １．所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成28年10月24日現在のものであります。

２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し

後の株式総数に対する所有株式数の割合は、平成28年10月24日現在の所有株式数及び株式総数に、本募集、

引受人の買取引受による売出し及び親引けを勘案した株式数及び割合になります。

３．株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

４．(　)内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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