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2022年６月 14日 

各 位 

 

 

 

株式の売出し、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに 

株式会社Ｓｏｕｔｈ ａｉｒによる当社株式（証券コード：4175）の 

公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ 

 

 

2022 年６月 30 日付で、当社の主要株主である筆頭株主が、下記のとおり当社普通株式の売出しを行うこと

となり、当該売出しによって当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に異動が発生する見込みとなりました

ので、下記のとおりお知らせいたします。 

また、株式会社Ｓｏｕｔｈ ａｉｒ（以下「Ｓｏｕｔｈ ａｉｒ」といいます。）が別添のとおり当社株式

の取得について決定した旨の連絡を受けました。本株式取得は、議決権ベースで５％以上の取得となり、金融

商品取引法第 167 条第１項及び同法施行令第 31 条に規定する「公開買付けに準ずる行為として政令で定める

買集め行為」に該当するため、お知らせいたします。 

 

本資料は、当社による有価証券上場規程に基づく開示であるとともに、Ｓｏｕｔｈ ａｉｒ（株式取得

者）が、当社（本買集め行為の対象会社）に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第１項第

４号に基づいて行う公表を兼ねております。 

 

Ⅰ．株式の売出しについて 

１． 売出要項 

（１） 売出株式の種類及び数 普通株式 2,780,200株  

（２） 売出価格 １株当たり 2,288円 

本書公表日の前取引日における当社株式の普通取引の終値を基

準として算出したものであり、見込み金額であります。 

（３） 売出価格の総額 6,361,097,600円 

（４） 売出株式の所有者及び売出株

式数 

中島 杏奈 1,390,100株 

中島 瑞木 1,390,100株 

（５） 売出方法 Ｓｏｕｔｈ ａｉｒが行う株式交付に対して、中島 瑞木及び中

島 杏奈（以下「本売出人」といいます。）が、それぞれ、Ｓｏ

ｕｔｈ ａｉｒが株式交付に際して譲り受ける当社株式の総数

の譲渡しを行う旨の契約の締結を行うことによる当社普通株式

の譲渡  

（６） 申込期間 2022年６月 28日 

会 社 名 株 式 会 社 c o l y 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  中島 瑞木 

 (コード番号：4175 東証グロース)  

問合せ先 執行役員管理本部長  村上 寛奈 

   (TEL 03-3505-0333) 
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（７） 受渡期日 2022年６月 30日 

（８） 申込証拠金 該当事項はありません。 

（９） 申込株数単位 １株 

（10） その他 上記については、金融商品取引法による有価証券通知書を関東

財務局長宛に提出しております。 

 

２． 売出の目的 

 本売出人は、下記Ⅱ．２．のとおり、Ｓｏｕｔｈ ａｉｒが行う株式交付に対して、それぞれ、Ｓｏｕｔｈ 

ａｉｒが株式交付に際して譲り受ける当社株式の総数の譲渡しを行う旨の契約の締結を行い、１株当たり

2,288 円（本書公表日の前取引日における当社株式の普通取引の終値を基準として算出したものであり、見込

み金額であります。）で、その保有する普通株式のうち 1,390,100 株ずつをＳｏｕｔｈ ａｉｒに対し、それ

ぞれ譲渡することから、関係法令の定める手続きとして、売出しによりかかる譲渡を行うことを目的とするも

のであります。 

 

Ⅱ．親会社及び主要株主である筆頭株主の異動について 

１．異動予定日 

2022年６月 30日 

 

２．異動が見込まれるに至った経緯 

当社は、本日、当社代表取締役社長の中島瑞木及び代表取締役副社長の中島杏奈が代表取締役を兼任するＳ

ｏｕｔｈ ａｉｒより、2022年６月15日開催予定の臨時株主総会で、2022年６月30日を効力発生日（予定）

として、同社を株式交付親会社、当社を株式交付子会社とする株式交付（以下「本株式交付」といいます。）

を行うことを決定した旨の連絡を受けました。 

この結果、Ｓｏｕｔｈ ａｉｒが新たに当社の親会社に該当するとともに、当社の主要株主である筆頭株主

が中島瑞木及び中島杏奈からＳｏｕｔｈ ａｉｒへ異動することが見込まれます。また、本株式交付により、

当社はＳｏｕｔｈ ａｉｒの子会社となる予定です。なお、当社株式は株式会社東京証券取引所グロース市場

に上場されておりますが、当社は引き続き当社株式の上場を維持する方針です。 
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３．異動する株主の概要 

（１）新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することになる株主の概要 

（１） 名称 株式会社Ｓｏｕｔｈ ａｉｒ 

（２） 所在地 東京都港区赤坂４－１０－３１－３０１ 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役  中島 杏奈 

代表取締役  中島 瑞木 

（４） 事業内容 有価証券の保有、管理及び運用等 

（５） 資本金 3,100,000円（2022年６月 14日現在） 

（６） 設立年月日 2020年 11月 17日 

（７） 純資産 30,900円（2021年 10月 31日現在） 

（８） 総資産 100,000円（2021年 10月 31日現在） 

（９） 大株主及び持株比率 

（2022年６月 14日現在） 

中島 杏奈 

中島 瑞木 

50％ 

50％ 

（10） 上場会社と当該株主の関係  

 資本関係 当該株主は、2022 年１月 31 日現在、当社株式を保有しておりま

せん。 

当該株主の代表取締役中島瑞木氏は 2022年１月 31日現在、当社

株式 1,790,100 株（所有割合 32.53％）、同じく当該株主の代表

取締役中島杏奈氏は 2022 年１月 31 日現在、当社株式 1,790,100

株（所有割合 32.53％）を保有しております。 

 人的関係 当社代表取締役社長の中島瑞木及び代表取締役副社長の中島杏

奈が代表取締役を兼任しております。 

 取引関係 該当事項はありません 

注：所有割合とは、当社の 2022 年１月 31 日現在の発行済株式数（5,502,900 株）から同日現在所有する自己

株式（35株）を控除した株式数（5,502,865株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいま

す。 

 

（２）主要株主である筆頭株主に該当しないことになる株主の概要 

（１） 氏名 中島 瑞木 

（２） 住所 東京都練馬区 

（３） 上場会社と当該株主の関係  

 資本関係 当該株主は、2022 年１月 31日現在、当社株式 1,790,100 株（所

有割合 32.53％）を所有しております。 

 人的関係 当該株主は当社の代表取締役社長です。 

 取引関係 該当事項はありません 

注：所有割合とは、当社の 2022 年１月 31 日現在の発行済株式数（5,502,900 株）から同日現在所有する自己

株式（35株）を控除した株式数（5,502,865株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいま

す。 

 

（１） 氏名 中島 杏奈 

（２） 住所 東京都港区 

（３） 上場会社と当該株主の関係  

 資本関係 当該株主は、2022 年１月 31日現在、当社株式 1,790,100 株（所

有割合 32.53％）を所有しております。 

 人的関係 当該株主は当社の代表取締役副社長です。 

 取引関係 該当事項はありません 

注：所有割合とは、当社の 2022 年１月 31 日現在の発行済株式数（5,502,900 株）から同日現在所有する自己
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株式（35株）を控除した株式数（5,502,865株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいい

ます。 

 

４．異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合 

（１）Ｓｏｕｔｈ ａｉｒ 

 属性 
議決権の数（議決権所有割合） 

直接保有分 合算対象分 合計 

異動前 － － － － 

異動後 
親会社及び 

主要株主である筆頭株主 

27,802個 

（50.56％） 
－ 

27,802個 

（50.56％） 

注１：議決権所有割合は、当社の2022年１月31日現在の総株主の議決権の数（54,987個）を分母として計算

（小数点以下第三位を四捨五入）しております。 

注２：当社の単元株式数は 100株です。 

 

（２）中島 瑞木 

 属性 
議決権の数（議決権所有割合） 

直接保有分 合算対象分 合計 

異動前 

支配株主（親会社を除

く）、主要株主である筆頭

株主 

17,901個 

（32.55％） 

17,901個 

（32.55％） 

35,802個 

（65.11％） 

異動後 － 
4,000個 

（7.27％） 
－ 

4,000個 

（7.27％） 

注１：議決権所有割合は、当社の2022年１月31日現在の総株主の議決権の数（54,987個）を分母として計算

（小数点以下第三位を四捨五入）しております。 

注２：当社の単元株式数は 100株です。 

 

（３）中島 杏奈 

 属性 
議決権の数（議決権所有割合） 

直接保有分 合算対象分 合計 

異動前 

支配株主（親会社を除

く）、主要株主である筆頭

株主 

17,901個 

（32.55％） 

17,901個 

（32.55％） 

35,802個 

（65.11％） 

異動後 － 
4,000個 

（7.27％） 
－ 

4,000個 

（7.27％） 

注１：議決権所有割合は、当社の2022年１月31日現在の総株主の議決権の数（54,987個）を分母として計算

（小数点以下第三位を四捨五入）しております。 

注２：当社の単元株式数は 100株です。 

 

５．開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等 

上記の異動により、Ｓｏｕｔｈ ａｉｒは当社の非上場の親会社等に該当し開示対象となります。 

 

６．今後の見通し 

上記の異動による当社業績への影響はありません。 

 

以 上 
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（別添） 

2022年６月 14日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 S o u t h  a i r 

代表者名 代 表 取 締 役  中島 杏奈 

 代 表 取 締 役  中島 瑞木 

 

株式の取得に関するお知らせ 

 

当社は、下記のとおり、2022 年６月 30 日付で株式会社 coly（以下「coly」といいます。）の株式を取得す

ることを決定いたしました。 

なお、本件は、金融商品取引法第 167 条第１項及び同法施行令第 31 条に規定する「公開買付に準ずる行為

として政令で定める買集め行為」に該当いたしますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

取得に係る事項の内容 

１． 銘柄コード    4175 

２． 銘柄名    株式会社 coly 

３． 買付日（予定）   2022年６月 30日 

４． 取得株式数    2,780,200株 

５． 総株主の議決権の数に対する割合  50.56％ 

 

（注）総株主の議決権の数に対する割合は、colyの2022年１月31日現在の総株主の議決権の数（54,987個）

を分母として計算（小数点以下第三位を四捨五入）しております。 

以上 

 

 


