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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 株式会社アコーディア・ゴルフ

証券コード 2131

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京証券取引所

第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 株式会社レノ

住所又は本店所在地 東京都港区南青山三丁目8番37号　第2宮忠ビル8階

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 昭和61年8月21日

代表者氏名 三浦恵美

代表者役職 代表取締役

事業内容

1.有価証券の保有、運用及び投資

2.企業経営及び財務のコンサルティング

3.貸金業

4.前各号に附帯する一切の事業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 株式会社レノ　山本瑞穂

電話番号 03-5771-9930

（２）【保有目的】

投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと。その具体化として、経営陣に対し、PGMホールディング

ス株式会社との経営統合に関する諸条件について同社と交渉の場に立つこと及び自己株式取得の徹底した実行を提案すること

とし、平成25年1月13日付けで添付の書簡を発行者に対して送付しました。

（３）【重要提案行為等】

該当なし
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 6,912,900

新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 6,912,900 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 6,912,900

保有潜在株式の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成26年8月12日現在）
V 105,398,700

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
6.56

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
6.56

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

本報告書提出者（共同保有者を含む。以下同じ。）と発行者との間において、平成26年3月28日付けで次の各号を内容とする

合意が成立している。ただし、同年6月開催予定の発行会社の定時株主総会において、ビジネス・トラストによるアセットラ

イト（以下「本施策」という。）に関する事業譲渡の議案について特別決議が成立せず、または、本報告書提出者以外の株主

の議決権の過半数の賛成を得られないことを解除条件とするものである。

(1) 本報告書提出者が、本施策実施後の同年8月上旬を目処とする発行会社による自己株式公開買付けに応募すること。ただ

し、優越的な条件による競売買市場での売却または公開買付けへの応募は認められる。

(2) 本報告書提出会社が、上記株主総会において、本施策の実施に必要な議案に賛成の議決権行使をすること。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 5,461,116

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳 株式分割により6,843,771株取得

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 5,461,116

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

該当なし

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当なし

２【提出者（大量保有者）／２】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 株式会社C&I Holdings

住所又は本店所在地 東京都港区南青山三丁目8番37号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 昭和56年11月16日

代表者氏名 池田龍哉
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代表者役職 代表取締役

事業内容

（１）事業・商品・技術に関する情報収集、提供業務

（２）雑誌をはじめとする各種出版物の出版業務

（３）各種研修会・セミナーの企画開催及びその運営業務

（４）国内外企業との懇談会、展示会の企画開催及びその運営業務

（５）フランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指導業務の代行

（６）経営コンサルティング

（７）有価証券の取得及び保有

（８）不動産等の投資、所有、賃貸、管理及び売買

（９）貸金業

（１０）前各号に付帯する一切の業務

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 株式会社レノ　山本瑞穂

電話番号 03-5771-9930

（２）【保有目的】

投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと。その具体化として、経営陣に対し、PGMホールディング

ス株式会社との経営統合に関する諸条件について同社と交渉の場に立つこと及び自己株式取得の徹底した実行を提案すること

とし、平成25年1月13日付けで添付の書簡を発行者に対して送付しました。

（３）【重要提案行為等】

該当なし

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 9,680,300

新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 9,680,300 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S
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保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 9,680,300

保有潜在株式の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成26年8月12日現在）
V 105,398,700

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
9.18

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
9.18

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

本報告書提出者（共同保有者を含む。以下同じ。）と発行者との間において、平成26年3月28日付けで次の各号を内容とする

合意が成立している。ただし、同年6月開催予定の発行会社の定時株主総会において、ビジネス・トラストによるアセットラ

イト（以下「本施策」という。）に関する事業譲渡の議案について特別決議が成立せず、または、本報告書提出者以外の株主

の議決権の過半数の賛成を得られないことを解除条件とするものである。

(1) 本報告書提出者が、本施策実施後の同年8月上旬を目処とする発行会社による自己株式公開買付けに応募すること。ただ

し、優越的な条件による競売買市場での売却または公開買付けへの応募は認められる。

(2) 本報告書提出会社が、上記株主総会において、本施策の実施に必要な議案に賛成の議決権行使をすること。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）

借入金額計（X）（千円） 7,591,875

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳 株式分割により9,583,497株取得

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 7,591,875

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

株式会社シティインデックスナイン

ス

不動産

業
大村将裕

東京都港区南青山三丁目8番37

号
2 6,400,000

株式会社リビルド
不動産

業
池田龍哉

東京都港区南青山三丁目8番37

号
2 1,191,875

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当なし
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３【提出者（大量保有者）／３】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 株式会社南青山不動産

住所又は本店所在地 東京都港区南青山三丁目8番37号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 平成19年2月23日

代表者氏名 池田龍哉

代表者役職 代表取締役

事業内容

１．不動産の取得、保有及び処分

２．不動産の賃貸及び管理

３．不動産信託受益権の取得、保有及び処分

４．前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 株式会社レノ　山本瑞穂

電話番号 03-5771-9930

（２）【保有目的】

投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと。その具体化として、経営陣に対し、PGMホールディング

ス株式会社との経営統合に関する諸条件について同社と交渉の場に立つこと及び自己株式取得の徹底した実行を提案すること

とし、平成25年1月13日付けで添付の書簡を発行者に対して送付しました。

（３）【重要提案行為等】

該当なし

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 5,069,400

新株予約権証券（株） A - H
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新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 5,069,400 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 5,069,400

保有潜在株式の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成26年8月12日現在）
V 105,398,700

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
4.81

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
4.81

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

本報告書提出者（共同保有者を含む。以下同じ。）と発行者との間において、平成26年3月28日付けで次の各号を内容とする

合意が成立している。ただし、同年6月開催予定の発行会社の定時株主総会において、ビジネス・トラストによるアセットラ

イト（以下「本施策」という。）に関する事業譲渡の議案について特別決議が成立せず、または、本報告書提出者以外の株主

の議決権の過半数の賛成を得られないことを解除条件とするものである。

(1) 本報告書提出者が、本施策実施後の同年8月上旬を目処とする発行会社による自己株式公開買付けに応募すること。ただ

し、優越的な条件による競売買市場での売却または公開買付けへの応募は認められる。

(2) 本報告書提出会社が、上記株主総会において、本施策の実施に必要な議案に賛成の議決権行使をすること。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 4,041,925

借入金額計（X）（千円）
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その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳 株式分割により5,018,706株取得

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 4,041,925

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

該当なし

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当なし

４【提出者（大量保有者）／４】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 株式会社シティインデックスホスピタリティ

住所又は本店所在地 東京都港区南青山三丁目8番37号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 平成12年11月10日

代表者氏名 大村将裕

代表者役職 代表取締役
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事業内容

１、有料老人ホーム、高齢者向住宅の経営およびこれらに関する事業の

　　企画運営

２、介護保険法に基づく居宅介護支援事業

３、介護保険法に基づく訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、

　　訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、

　　通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、

　　特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、

　　特定福祉用具販売等の居宅サービス事業

４、介護保険法に基づく夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、

　　認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型

　　特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

　　介護等の地域密着型サービス事業

５、介護保険法に基づく介護老人福祉施設サービス、介護老人保健施設、

　　指定介護療養型医療施設等の施設サービス事業

６、介護保険法に基づく介護予防支援事業

７、介護保険法に基づく介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、

　　介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅

　　療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、

　　介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防

　　特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、

　　介護予防特定福祉用具販売等の介護予防サービス事業

８、介護保険法に基づく介護予防認知症対応型通所介護、

　　介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型

　　共同生活介護等の地域密着型介護予防サービス事業

９、身体上または精神上の障害者に対する入浴、排泄、食事その他の

　　介護に関する指導

１０、不動産の売買、賃貸、交換、仲介、管理および所有

１１、不動産に関するコンサルティング業

１２、不動産、有価証券に関する投資、運用、売買および保有ならびに

　　　金融資産運用に関する顧客業務

１３、不動産情報の提供に関する業務

１４、損害保険代理業および生命保険募集業

１５、住宅、オフィス、駐車場、その他不動産の管理、

　　　経営、コンサルタント業務

１６、建築工事、内装仕上工事、塗装工事、防水工事、造園工事、

　　　管工事、電気工事の請負、設計、施工並びに監理業務

１７、電気、空調、給排水、衛生、防災設備の管理業務

１８、事務用品、家庭用品、家庭用電化製品、日用雑貨の販売業

１９、食料品、食品添加物、飲料品の販売及び輸出入

２０、一般食料品の製造及び販売

２１、たばこ、喫煙具並びに酒類の販売

２２、切手、葉書、収入印紙の販売業

２３、飲食店業

２４、動産及び不動産のリース業

２５、上記各号に附帯する一切の業務

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 株式会社レノ　山本瑞穂

電話番号 03-5771-9930
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（２）【保有目的】

投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと。その具体化として、経営陣に対し、PGMホールディング

ス株式会社との経営統合に関する諸条件について同社と交渉の場に立つこと及び自己株式取得の徹底した実行を提案すること

とし、平成25年1月13日付けで添付の書簡を発行者に対して送付しました。

（３）【重要提案行為等】

該当なし

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 3,846,200

新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 3,846,200 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 3,846,200

保有潜在株式の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成26年8月12日現在）
V 105,398,700

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
3.65

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
3.65

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

本報告書提出者（共同保有者を含む。以下同じ。）と発行者との間において、平成26年3月28日付けで次の各号を内容とする

合意が成立している。ただし、同年6月開催予定の発行会社の定時株主総会において、ビジネス・トラストによるアセットラ

イト（以下「本施策」という。）に関する事業譲渡の議案について特別決議が成立せず、または、本報告書提出者以外の株主

の議決権の過半数の賛成を得られないことを解除条件とするものである。

(1) 本報告書提出者が、本施策実施後の同年8月上旬を目処とする発行会社による自己株式公開買付けに応募すること。ただ

し、優越的な条件による競売買市場での売却または公開買付けへの応募は認められる。

(2) 本報告書提出会社が、上記株主総会において、本施策の実施に必要な議案に賛成の議決権行使をすること。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 2,285,813

借入金額計（X）（千円） 2,270,000

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 4,555,813

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

株式会社リビルド 不動産業 池田龍哉 東京都港区南青山三丁目8番37号 2 2,270,000

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当なし

５【提出者（大量保有者）／５】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 株式会社シティインデックスホールディングス

住所又は本店所在地 東京都港区南青山三丁目8番37号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

EDINET提出書類

株式会社レノ(E24231)

変更報告書

12/21



③【法人の場合】

設立年月日 平成5年4月30日

代表者氏名 池田龍哉

代表者役職 代表取締役

事業内容

１．不動産の売買・賃貸・管理及びその仲介

２．経営コンサルタント業務

３．上記各号に附帯する一切の業務

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 株式会社レノ　山本瑞穂

電話番号 03-5771-9930

（２）【保有目的】

投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと。その具体化として、経営陣に対し、PGMホールディング

ス株式会社との経営統合に関する諸条件について同社と交渉の場に立つこと及び自己株式取得の徹底した実行を提案すること

とし、平成25年1月13日付けで添付の書簡を発行者に対して送付しました。

（３）【重要提案行為等】

該当なし

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 6,286,600

新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 6,286,600 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 6,286,600
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保有潜在株式の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成26年8月12日現在）
V 105,398,700

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
5.96

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
5.96

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成26年7月9日 株券 17,100 0.02 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

信用取引　三晃証券　203,000株

信用取引保証金代用有価証券　三晃証券　5,273,600株

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 5,350,928

借入金額計（X）（千円） 2,326,057

その他金額計（Y）（千円） 254,888

上記（Y）の内訳 信用取引　三晃証券　254,888

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 7,931,872

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

株式会社C&I Holdings 貸金業 池田龍哉 東京都港区南青山三丁目8番37号 2 2,326,057

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当なし

６【提出者（大量保有者）／６】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 株式会社フォルティス

住所又は本店所在地 東京都港区南青山三丁目8番37号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地
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②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 平成11年10月1日

代表者氏名 三浦恵美

代表者役職 代表取締役

事業内容

1．企業経営及び財務のコンサルティング

2．企業の合併、提携、営業権、有価証券等の譲渡に関する指導、仲介及び斡

旋

3．有価証券の保有、運用、売買及び投資

4．投資事業組合及び投資事業有限責任組合財産の管理運営業務

5．図書の出版

6．上記各号に附帯関連する一切の業務

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 株式会社レノ　山本瑞穂

電話番号 03-5771-9930

（２）【保有目的】

投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと。その具体化として、経営陣に対し、PGMホールディング

ス株式会社との経営統合に関する諸条件について同社と交渉の場に立つこと及び自己株式取得の徹底した実行を提案すること

とし、平成25年1月13日付けで添付の書簡を発行者に対して送付しました。

（３）【重要提案行為等】

該当なし

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 4,035,400

新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L
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対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 4,035,400 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 4,035,400

保有潜在株式の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成26年8月12日現在）
V 105,398,700

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
3.83

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
3.77

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成26年6月16日 株券 199,800 0.19 市場内 取得

平成26年6月17日 株券 258,200 0.24 市場内 取得

平成26年6月18日 株券 119,300 0.11 市場内 取得

平成26年6月19日 株券 10,400 0.01 市場内 取得

平成26年6月20日 株券 60,300 0.06 市場内 取得

平成26年6月23日 株券 173,400 0.16 市場内 取得

平成26年6月24日 株券 463,300 0.44 市場内 取得

平成26年6月25日 株券 71,000 0.07 市場内 取得

平成26年6月26日 株券 298,500 0.28 市場内 取得

平成26年6月27日 株券 24,000 0.02 市場内 取得

平成26年6月30日 株券 103,700 0.10 市場内 取得

平成26年7月1日 株券 125,600 0.12 市場内 取得

平成26年7月2日 株券 100,300 0.10 市場内 取得

平成26年7月3日 株券 59,300 0.06 市場内 取得

平成26年7月4日 株券 158,400 0.15 市場内 取得

平成26年7月7日 株券 180,700 0.17 市場内 取得

平成26年7月8日 株券 70,700 0.07 市場内 取得
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平成26年7月10日 株券 81,300 0.08 市場内 取得

平成26年7月11日 株券 34,900 0.03 市場内 取得

平成26年7月18日 株券 199,800 0.19 市場内 取得

平成26年7月25日 株券 365,700 0.35 市場内 取得

平成26年8月5日 株券 687,000 0.65 市場内 取得

平成26年8月6日 株券 19,000 0.02 市場内 取得

平成26年8月7日 株券 23,700 0.02 市場内 取得

平成26年8月8日 株券 15,600 0.01 市場内 取得

平成26年8月11日 株券 8,300 0.01 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

信用取引保証金代用有価証券　三晃証券　2,916,100株

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）

借入金額計（X）（千円） 5,289,432

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 5,289,432

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

株式会社C&I Holdings
貸金

業
池田龍哉 東京都港区南青山三丁目8番37号 2 4,334,894

株式会社レノ
投資

業
三浦恵美

東京都港区南青山三丁目8番37号　第2宮忠ビル

8階
2 954,538

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当なし

７【提出者（大量保有者）／７】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 株式会社リビルド

住所又は本店所在地 東京都港区南青山三丁目8番37号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地
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②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 平成18年4月18日

代表者氏名 池田龍哉

代表者役職 代表取締役

事業内容

1．投資業

2．不動産等の投資、所有、賃貸、管理及び売買

3．経営コンサルティング

4．前各号に付帯する一切の事業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 株式会社レノ　山本瑞穂

電話番号 03-5771-9930

（２）【保有目的】

投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと。その具体化として、経営陣に対し、PGMホールディング

ス株式会社との経営統合に関する諸条件について同社と交渉の場に立つこと及び自己株式取得の徹底した実行を提案すること

とし、平成25年1月13日付けで添付の書簡を発行者に対して送付しました。

（３）【重要提案行為等】

該当なし

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 728,300

新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 728,300 P Q

EDINET提出書類

株式会社レノ(E24231)

変更報告書

18/21



信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 728,300

保有潜在株式の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成26年8月12日現在）
V 105,398,700

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.69

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.69

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成26年7月14日 株券 13,100 0.01 市場内 取得

平成26年7月15日 株券 91,300 0.09 市場内 取得

平成26年7月16日 株券 176,900 0.17 市場内 取得

平成26年7月17日 株券 58,400 0.06 市場内 取得

平成26年7月22日 株券 174,500 0.17 市場内 取得

平成26年7月23日 株券 136,500 0.13 市場内 取得

平成26年7月24日 株券 77,600 0.07 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

信用取引保証金代用有価証券　三晃証券　339,700株

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）

借入金額計（X）（千円） 957,420

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 957,420

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）
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株式会社エスグラントコーポレーショ

ン

不動産

業
池田龍哉

東京都目黒区下目黒1丁目8番1

号
2 957,420

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当なし

第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし

第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】

（１） 株式会社レノ

（２） 株式会社C&I Holdings

（３） 株式会社南青山不動産

（４） 株式会社シティインデックスホスピタリティ

（５） 株式会社シティインデックスホールディングス

（６） 株式会社フォルティス

（７） 株式会社リビルド

２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（１）【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 36,559,100

新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 36,559,100 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 36,559,100

保有潜在株式の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U
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（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成26年8月12日現在）
V 105,398,700

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
34.69

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
34.62

（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名
保有株券等の数（総数）

（株・口）
株券等保有割合（％）

株式会社レノ 6,912,900 6.56

株式会社C&I Holdings 9,680,300 9.18

株式会社南青山不動産 5,069,400 4.81

株式会社シティインデックスホスピタリ

ティ
3,846,200 3.65

株式会社シティインデックスホールディン

グス
6,286,600 5.96

株式会社フォルティス 4,035,400 3.83

株式会社リビルド 728,300 0.69

合計 36,559,100 34.69
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