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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29年３月７日付をもって提出した有価証券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

4,720,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を平成29年３月27日開催の取締役会において決定し、並びにブッ

クビルディング方式による売出し12,808,000株（引受人の買取引受けによる国内売出し10,521,800株・オーバーアロッ

トメントによる売出し2,286,200株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定されたため、これらに関連す

る事項を訂正するため、また、「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　５　役員の状況」の記載内容の一部を訂

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（引受人の買取引受けによる国内売出し）

３　売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）

第二部　企業情報

第４　提出会社の状況

５　役員の状況

 

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 4,720,000（注）２．

１単元の株式数は、100株であります。

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社におけ

る標準となる株式であります。

（注）１．平成29年３月７日開催の取締役会決議によっております。

２．発行数については、平成29年３月27日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

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．後記「第２　売出要項　１　売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）」に記載のとおり、日本国

内における募集（以下「国内募集」という。）と同時に、当社の株主である株式会社ＬＩＸＩＬグループが

保有する当社普通株式10,521,800株の日本国内における売出し（以下「引受人の買取引受けによる国内売出

し」という。）が行われる予定であります。また、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しと同

時に、海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）において、当社の株主である株式会社ＬＩＸＩＬグ

ループが保有する当社普通株式4,382,000株の売出し（以下「海外売出し」という。）が行われる予定であ

ります。また、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しにおいて、国内及び海外の

それぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通

株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。

海外売出しの詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．海外売出しについて」を

ご参照下さい。

５．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）」に記載のとおり、需要状

況等を勘案し、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しとは別に、2,286,200株を上限として、

野村證券株式会社が当社株主である株式会社ＬＩＸＩＬグループから借入れる当社普通株式の日本国内にお

ける売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が追加的に行われる場合がありま

す。

６．国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出し

（これらを併せて、以下「グローバル・オファリング」という。）のジョイント・グローバル・コーディ

ネーターは、野村證券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「ジョイント・グローバル・コーディ

ネーター」という。）であります。

国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会

社は、野村證券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社であります。

７．グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意が平成29年４月３日付でなされる予定で

あります。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　４．ロックアップについ

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 4,720,000

１単元の株式数は、100株であります。

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社におけ

る標準となる株式であります。

（注）１．平成29年３月７日開催の取締役会決議によっております。

２．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

３．後記「第２　売出要項　１　売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）」に記載のとおり、日本国

内における募集（以下「国内募集」という。）と同時に、当社の株主である株式会社ＬＩＸＩＬグループが

保有する当社普通株式10,521,800株の日本国内における売出し（以下「引受人の買取引受けによる国内売出

し」という。）が行われる予定であります。また、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しと同

時に、海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）において、当社の株主である株式会社ＬＩＸＩＬグ

ループが保有する当社普通株式4,382,000株の売出し（以下「海外売出し」という。）が行われる予定であ

ります。また、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しにおいて、国内及び海外の

それぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通

株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。

海外売出しの詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．海外売出しについて」を

ご参照下さい。

４．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）」に記載のとおり、需要状

況等を勘案し、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しとは別に、2,286,200株を上限として、

野村證券株式会社が当社株主である株式会社ＬＩＸＩＬグループから借入れる当社普通株式の日本国内にお

ける売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が追加的に行われる場合がありま

す。

５．国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出し

（これらを併せて、以下「グローバル・オファリング」という。）のジョイント・グローバル・コーディ

ネーターは、野村證券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「ジョイント・グローバル・コーディ

ネーター」という。）であります。

国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会

社は、野村證券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社であります。

６．グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意が平成29年４月３日付でなされる予定で

あります。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　４．ロックアップについ

て」をご参照下さい。

（注）２．の全文削除及び３．乃至７．の番号変更
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２【募集の方法】

　　（訂正前）

 平成29年４月３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「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。）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）で国内募集を行います。引受価額は平成29年３月27日開催予定の取締役会にお

いて決定される会社法上の払込金額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、国内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、国内募集は、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等を把握した上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 4,720,000 8,505,440,000 4,753,040,000

計（総発行株式） 4,720,000 8,505,440,000 4,753,040,000

（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、有価証券届出書提出時における見込額であります。

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29年３月７日開催の取締役会決議に基づき、

平成29年４月３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．有価証券届出書提出時における想定発行価格（2,120円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総

額（見込額）は10,006,400,000円となります。
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　　（訂正後）

 平成29年４月３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「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。）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）で国内募集を行います。引受価額は平成29年３月27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（1,657.50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、国内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、国内募集は、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等を把握した上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 4,720,000 7,823,400,000 4,652,150,000

計（総発行株式） 4,720,000 7,823,400,000 4,652,150,000

（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29年３月７日開催の取締役会決議に基づき、

平成29年４月３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（1,950円～2,200円）の平均価格（2,075円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総額

（見込額）は9,794,000,000円となります。
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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．

未定

(注)２．

未定

(注)３．
100

自　平成29年４月４日(火)

至　平成29年４月７日(金)

未定

(注)４．
平成29年４月11日(火)

　（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。

発行価格は、平成29年３月27日に仮条件を決定し、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29年４月３日に引受価額と同時に決定する予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力

が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して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、当社普通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。

２．払込金額は、会社法上の払込金額であり、平成29年３月27日開催予定の取締役会において決定される予定で

あります。また、前記「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及び平成

29年４月３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ます。なお、平成29年３月７日開催の取締役会におい

て、増加する資本金の額は、平成29年４月３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旨、及び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旨を、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29年４月12日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。国

内募集に係る株式は、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。

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29年３月28日から平成29年３月31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引受人の店頭における表示又はホーム

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を下回る場合は国内募集を中止いたします。国内募集が中止された場合に

は、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出しも中止い

たします。また、海外売出しが中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び

オーバーアロットメントによる売出しを中止いたします。
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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

未定

(注)１．

未定

(注)１．
1,657.50

未定

(注)３．
100

自　平成29年４月４日(火)

至　平成29年４月７日(金)

未定

(注)４．
平成29年４月11日(火)

　（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、1,950円以上2,200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29年４月３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、当社普通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。

仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ておりま

す。

①リフォーム分野に強みを持ち、プロ向けの商材を幅広く取り扱う事業戦略は、他社との差別化要因として

高く評価できること。

②利益率が高く既存店の業績も安定的に推移していることなどから、今後も継続した成長が期待できるこ

と。

③子会社上場案件であり、親会社との適正な関係を継続していくことが重要であること。

以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケット

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た結果、仮条件は

1,950円から2,200円の範囲が妥当であると判断いたしました。

２．前記「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（1,657.50円）及び平成29

年４月３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ます。なお、平成29年３月７日開催の取締役会におい

て、増加する資本金の額は、平成29年４月３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旨、及び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旨を、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29年４月12日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。国

内募集に係る株式は、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。

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29年３月28日から平成29年３月31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引受人の店頭における表示又はホーム

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（1,657.50円）を下回る場合は国内募集を中止いたします。国内募集が中止

された場合には、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売

出しも中止いたします。また、海外売出しが中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受けによる国

内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しを中止いたします。
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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

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号

未定

 

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29年４月11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。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号

エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目６番11号

計 － 4,720,000 －

（注）１．引受株式数は、平成29年３月27日開催予定の取締役会において決定する予定であります。

２．当社は、上記引受人と発行価格決定日（平成29年４月３日）に国内募集に関する元引受契約を締結する予定

であります。
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　　（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

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 2,841,500

 

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29年４月11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。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 1,217,700

三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 188,800

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 188,800

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 188,800

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 47,200

エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目６番11号 47,200

計 － 4,720,000 －

（注）　当社は、上記引受人と発行価格決定日（平成29年４月３日）に国内募集に関する元引受契約を締結する予定で

あります。

（注）１．の全文及び２．の番号削除
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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）

9,506,080,000 110,000,000 9,396,080,000

（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、国内募集における株式の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、有価証券届出書提出時における想定発行価格（2,120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は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、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れないため、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）

9,304,300,000 110,000,000 9,194,300,000

（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、国内募集における株式の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（1,950円～2,200円）の平均価格（2,075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は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、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れないため、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。

 

（２）【手取金の使途】

　　（訂正前）

　上記の差引手取概算額93億96百万円については、ホームセンター事業等における成長戦略の加速及び既存店

の競争力強化を目的に平成30年３月期に54億94百万円、平成31年３月期に39億２百万円を設備投資資金として

充当する予定であります。

　具体的には、平成30年３月期において、リフォーム需要の強い主要都市圏での店舗の新設に係る設備投資資

金に26億54百万円、競争力強化を目的とした既存店の改装に係る設備投資資金に９億80百万円、顧客の購買動

向の迅速な把握による顧客ニーズへの対応力強化及び在庫管理の高度化を目的としたＰＯＳシステムを含むシ

ステム関連に係る設備投資資金に14億60百万円、物流効率化のためのシステムを含む物流関連に係る設備投資

資金に４億０百万円を充当する予定です。

　また残額39億２百万円については、平成31年３月期に、さらなる店舗の新設に係る設備投資資金60億０百万

円の一部として充当する予定であります。

 なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

（注）設備資金の内容については、後記「第二部　企業情報　第３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の

計画」をご参照下さい。

 

　　（訂正後）

　上記の差引手取概算額91億94百万円については、ホームセンター事業等における成長戦略の加速及び既存店

の競争力強化を目的に平成30年３月期に54億94百万円、平成31年３月期に37億０百万円を設備投資資金として

充当する予定であります。

　具体的には、平成30年３月期において、リフォーム需要の強い主要都市圏での店舗の新設に係る設備投資資

金に26億54百万円、競争力強化を目的とした既存店の改装に係る設備投資資金に９億80百万円、顧客の購買動

向の迅速な把握による顧客ニーズへの対応力強化及び在庫管理の高度化を目的としたＰＯＳシステムを含むシ

ステム関連に係る設備投資資金に14億60百万円、物流効率化のためのシステムを含む物流関連に係る設備投資

資金に４億０百万円を充当する予定です。

　また残額37億０百万円については、平成31年３月期に、さらなる店舗の新設に係る設備投資資金60億０百万

円の一部として充当する予定であります。

 なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

（注）設備資金の内容については、後記「第二部　企業情報　第３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の

計画」をご参照下さい。
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第２【売出要項】

１【売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）】

　　（訂正前）

 平成29年４月３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

（引受人の買取引受けによる国内売出し）　(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、引受人の買取引受けによる国内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
10,521,800 22,306,216,000

 

東京都江東区大島二丁目１番１号

株 式 会 社 ＬＩＸＩＬ グ ル ー

プ　　　　　　10,521,800株

 

計(総売出株式) － 10,521,800 22,306,216,000 －

（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．前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）４．に記載のとおり、引受人の買取引受けによる国内

売出しと同時に、国内募集及び海外売出しが行われる予定です。引受人の買取引受けによる国内売出し及び

海外売出しの総売出株式数（以下「総売出株式数」という。）は14,903,800株で、その内訳は、引受人の買

取引受けによる国内売出し10,521,800株、海外売出し4,382,000株の予定でありますが、需要状況等を勘案

の上、売出価格決定日（平成29年４月３日）に決定される予定であります。

３．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（2,120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、前記「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．前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）５．に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受

けによる国内売出しにあたっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しが追加的に

行われる場合があります。

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．前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）４．に記載のとおり、国内募集、引受人の買取引受け

による国内売出し及び海外売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販

売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることが

あります。

８．前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）７．に記載のとおり、グローバル・オファリングに関

連して、ロックアップに関する合意がなされる予定であります。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　４．ロックアップについて」をご参照下さい。

９．国内募集を中止した場合には、引受人の買取引受けによる国内売出しも中止いたします。
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　　（訂正後）

 平成29年４月３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

（引受人の買取引受けによる国内売出し）　(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、引受人の買取引受けによる国内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
10,521,800 21,832,735,000

 

東京都江東区大島二丁目１番１号

株 式 会 社 ＬＩＸＩＬ グ ル ー

プ　　　　　　10,521,800株

 

計(総売出株式) － 10,521,800 21,832,735,000 －

（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．前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）３．に記載のとおり、引受人の買取引受けによる国内

売出しと同時に、国内募集及び海外売出しが行われる予定です。引受人の買取引受けによる国内売出し及び

海外売出しの総売出株式数（以下「総売出株式数」という。）は14,903,800株で、その内訳は、引受人の買

取引受けによる国内売出し10,521,800株、海外売出し4,382,000株の予定でありますが、需要状況等を勘案

の上、売出価格決定日（平成29年４月３日）に決定される予定であります。

３．売出価額の総額は、仮条件（1,950円～2,200円）の平均価格（2,075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、前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関

と同一であります。

６．前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）４．に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受

けによる国内売出しにあたっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しが追加的に

行われる場合があります。

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．前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）３．に記載のとおり、国内募集、引受人の買取引受け

による国内売出し及び海外売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販

売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることが

あります。

８．前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）６．に記載のとおり、グローバル・オファリングに関

連して、ロックアップに関する合意がなされる予定であります。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　４．ロックアップについて」をご参照下さい。

９．国内募集を中止した場合には、引受人の買取引受けによる国内売出しも中止いたします。
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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
2,286,200 4,846,744,000

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

野村證券株式会社

2,286,200株

計(総売出株式) － 2,286,200 4,846,744,000 －

（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その

需要状況等を勘案し、野村證券株式会社が行う日本国内における売出しであります。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、需要状況等により減少又は

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、野村證券株式会社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社と協議

の上、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　３．グリーンシューオプション

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．国内募集又は引受人の買取引受けによる国内売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売

出し及び海外売出しも中止いたします。

５．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（2,120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、前記「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。
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　　（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
2,286,200 4,743,865,000

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

野村證券株式会社

2,286,200株

計(総売出株式) － 2,286,200 4,743,865,000 －

（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その

需要状況等を勘案し、野村證券株式会社が行う日本国内における売出しであります。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、需要状況等により減少又は

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、野村證券株式会社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社と協議

の上、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　３．グリーンシューオプション

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．国内募集又は引受人の買取引受けによる国内売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売

出し及び海外売出しも中止いたします。

５．売出価額の総額は、仮条件（1,950円～2,200円）の平均価格（2,075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、前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関

と同一であります。
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第二部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

５【役員の状況】

　　（訂正前）

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役会長

（代表取締

役）

ＣＥＯ 豆成　勝博 昭和24年４月２日生

昭和48年４月 東洋サッシ工業株式会社

（現株式会社ＬＩＸＩＬグ

ループ）入社

平成11年６月 同社執行役員下妻統轄工場

長

平成12年６月 トステムビバ株式会社（現

株式会社ＬＩＸＩＬグルー

プ）取締役社長室長

平成12年７月 同社取締役副社長

平成12年10月 同社取締役社長（代表取締

役）

平成12年11月 トップ商事株式会社（現株

式会社ＬＩＸＩＬビバ）取

締役社長（代表取締役）

平成20年６月 トステム株式会社（現株式

会社ＬＩＸＩＬ）取締役

平成23年６月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役

平成23年６月 株式会社住生活グループ

（現株式会社ＬＩＸＩＬグ

ループ）執行役

平成26年10月 当社取締役会長兼ＣＥＯ

（代表取締役）（現任）

注１ －

取締役社長

（代表取締

役）

ＣＯＯ 渡邉 修 昭和29年９月28日生

昭和53年４月 株式会社ダイエー入社

平成11年４月 株式会社ショッパーズ弘前

取締役社長（代表取締役）

（ダイエー子会社）

平成15年３月 株式会社ダイエー商品企画

本部副本部長

平成15年８月 トステムビバ株式会社（現

株式会社ＬＩＸＩＬビバ）

入社 執行役員社長室付部長

平成16年２月 当社常務執行役員営業本部

副本部長

平成18年３月 当社上席常務執行役員営業

本部副本部長兼ＨＣ事業部

長

平成18年６月 当社取締役兼上席常務執行

役員営業本部副本部長兼Ｈ

Ｃ事業部長

平成20年３月 当社取締役兼上席常務執行

役員営業本部副本部長兼Ｈ

Ｃ事業部長兼ＳＶＨ営業統

轄部長

平成22年３月 当社取締役兼専務執行役員

ホームセンター事業本部長

兼ＳＶＨ事業部長

平成24年４月 当社取締役兼専務執行役員

営業本部長

平成25年４月 当社取締役兼専務執行役員

営業本部長兼店舗統括部長

平成26年１月 当社取締役兼専務執行役員

営業本部長

平成26年10月 当社取締役社長兼ＣＯＯ

（代表取締役）（現任）

注１ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役

専務

執行

役員

営業

本部

長

大倉 巌 昭和30年７月12日生

 昭和55年４月 トーヨーサッシ株式会社

（現株式会社ＬＩＸＩＬグ

ループ）入社

平成11年８月 同社大和工場長

平成13年１月 トステムビバ株式会社（現

株式会社ＬＩＸＩＬグルー

プ）商品統轄部長

平成13年４月 当社執行役員商品統轄部長

平成14年６月 当社取締役兼常務執行役員

商品統轄部長

平成15年８月 当社取締役兼常務執行役員

商品統轄部長兼営業本部副

本部長

平成17年４月 当社取締役兼常務執行役員

管理本部長

平成18年３月 当社取締役兼常務執行役員

店舗開発統轄部長

平成20年９月 当社取締役兼常務執行役員

店舗開発本部長

平成22年10月 当社取締役兼上席常務執行

役員店舗開発本部長

平成26年10月 当社取締役兼専務執行役員

営業本部長（現任）

注１ －

取締役

上席

常務

執行

役員

商品

供給

本部

長

杉本 定士 昭和33年８月27日生

昭和57年４月 株式会社西友入社

平成14年４月 同社執行役ＣＩＯシニアバ

イスプレジデント情報シス

テム担当

平成20年４月 株式会社ミスターマックス

入社 取締役兼執行役員ＳＣ

Ｍ本部長

平成24年４月 同社取締役執行役員商品本

部長

平成25年４月 株式会社ＬＩＸＩＬビバ入

社 常務執行役員社長付部長

平成25年６月 当社常務執行役員業革推進

部長

平成26年１月 当社常務執行役員業務改革

推進統括部長

平成26年10月 当社常務執行役員ＳＣＭ統

括部長

平成27年10月 当社取締役兼常務執行役員

ＳＣＭ統括部長

平成28年３月 当社取締役兼上席常務執行

役員商品供給本部長（現

任）

注１ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役

上席

常務

執行

役員

管理

本部

長兼

総務

人事

統括

部長

飯田 毅彦 昭和31年３月14日生

昭和53年４月 トーヨーサッシ株式会社

（現株式会社ＬＩＸＩＬグ

ループ）入社

平成19年４月 トステムビバ株式会社（現

株式会社ＬＩＸＩＬビバ）

総務人事部長

平成19年10月 当社執行役員総務人事部長

平成22年３月 当社上席執行役員総務人事

統轄部長

平成26年１月 当社常務執行役員総務人事

統括部長

平成28年３月 当社上席常務執行役員管理

本部長兼総務人事統括部長

平成28年６月 当社取締役兼上席常務執行

役員管理本部長兼総務人事

統括部長（現任）

注１ －

取締役

常務

執行

役員

店舗

開発

本部

長

小田内 正 昭和32年１月24日生

昭和54年４月 ビバホーム株式会社（現株

式会社ＬＩＸＩＬグルー

プ）入社

平成14年４月 当社店舗開発統轄部首都圏

開発部長

平成18年６月 当社執行役員店舗開発統轄

部首都圏開発部長

平成20年９月 当社執行役員店舗開発統轄

部長

平成22年３月 当社上席執行役員店舗開発

統轄部長

平成26年10月 当社常務執行役員店舗開発

本部長

平成27年６月 当社常務執行役員店舗開発

本部長兼ＳＣ事業部長

平成28年３月 当社常務執行役員店舗開発

本部長

平成28年６月 当社取締役兼常務執行役員

店舗開発本部長（現任）

注１ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役  － 筒井 高志 昭和25年７月３日生

昭和49年４月 野村證券株式会社（現野村

ホールディングス株式会

社）入社

平成９年６月 同社取締役

平成12年６月 同社常務取締役

平成13年10月 野村證券株式会社（会社分

割により野村ホールディン

グス株式会社の子会社とし

て設立）常務取締役

平成14年４月 同社専務取締役

平成14年６月 野村ホールディングス株式

会社取締役

平成15年６月 同社執行役

平成15年６月 野村證券株式会社専務執行

役

平成17年６月 株式会社ジャスダック証券

取引所（現株式会社日本取

引所グループ）取締役社長

（代表取締役）

平成18年７月 同社取締役兼代表執行役社

長

平成21年１月 同社顧問

平成21年３月 野村證券株式会社顧問

平成21年６月 株式会社住生活グループ

（現株式会社ＬＩＸＩＬグ

ループ）取締役ＩＲ担当

平成22年２月 同社取締役ＩＲ・Ｍ＆Ａ・

ファイナンス（財務）担当

兼営業開発本部長

平成22年４月 同社取締役 副社長執行役員

ＩＲ・Ｍ＆Ａ・ファイナン

ス（財務）担当兼営業開発

本部長

平成23年４月 同社取締役 副社長執行役員

Ｍ＆Ａ・広報ＩＲ・渉外担

当

平成23年４月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役

副社長執行役員

平成23年６月 株式会社住生活グループ

（現株式会社ＬＩＸＩＬグ

ループ）取締役 執行役副社

長Ｍ＆Ａ・ＩＲ・渉外担当

兼報酬委員会委員長

平成26年４月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役

副社長執行役員兼Chief

External Relations

Officer

平成28年６月 当社取締役（現任）

注１ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役

（監査等委

員）

 － 和田 芳幸 昭和26年３月２日生

昭和49年４月 クーパース アンド ライブ

ランド会計事務所入所

昭和52年６月 監査法人中央会計事務所入

所

昭和53年９月 公認会計士登録

昭和60年８月 監査法人中央会計事務所社

員

昭和63年６月 同所代表社員

平成19年８月 太陽ＡＳＧ監査法人（現太

陽有限責任監査法人）入

所、代表社員

平成25年10月 エルソルビジネスアドバイ

ザーズ株式会社取締役社長

（代表取締役）（現任）

平成26年９月 株式会社ゼロ監査役（社外

監査役）（現任）

平成26年10月 ケネディクス商業リート投

資法人監督役員

平成27年６月 株式会社フォーバルテレコ

ム取締役（監査等委員/社外

取締役）（現任）

平成27年12月 株式会社キャリアデザイン

センター取締役（社外取締

役）（現任）

平成28年６月 当社取締役（監査等委員）

（現任）

平成28年８月 和田会計事務所代表（現

任）

注２ －

取締役

（監査等委

員）

 － 宮越 極 昭和28年７月12日生

昭和52年４月 警察庁採用

昭和62年４月 外務省在独日本国大使館一

等書記官

平成10年３月 徳島県警察本部長

平成16年７月 阪神高速道路公団監事

平成17年９月 茨城県警察本部長

平成22年３月 中国管区警察局長

平成23年３月 関東管区警察局長

平成24年６月 大成建設株式会社監査役

（社外監査役）（現任）

平成28年６月 当社取締役（監査等委員）

（現任）

注２ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役

（監査等委

員）

 － 金森 良純 昭和29年１月23日生

昭和52年４月 トーヨーサッシ株式会社

（現 株式会社ＬＩＸＩＬグ

ループ)入社

平成７年５月 同社経理本部企画管理部長

平成12年６月 同社執行役員経理本部経理

部長

平成13年10月 同社執行役員経理統括グ

ループリーダー

平成16年５月 同社執行役員戦略企画室長

平成19年２月 同社執行役員経理財務部長

兼戦略企画室長

平成19年６月 同社取締役経理財務担当

平成22年２月 同社取締役経理担当

平成22年４月 同社取締役 専務執行役員兼

ＣＦＯ

平成23年４月 同社取締役 専務執行役員兼

ＣＦＯ経理・財務担当

平成23年４月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役

専務執行役員兼ＣＦＯ

平成23年６月 同社取締役 執行役専務 経

理・財務担当兼ＣＦＯ

平成23年11月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役

専務執行役員

平成24年６月 当社取締役

平成26年４月 株式会社ＬＩＸＩＬグルー

プ取締役 執行役専務 財務

担当兼ＣＦＯ

平成26年６月 株式会社ＬＩＸＩＬグルー

プ取締役 執行役専務 財務

担当

平成28年６月 当社取締役（監査等委員）

（現任）

平成28年６月 株式会社ＬＩＸＩＬグルー

プ取締役兼監査委員会委員

兼報酬委員会委員（現任）

注２ －

計 －

（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時まであります。

２．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結の時まであります。

３．取締役筒井 高志は、社外取締役であります。

４．監査等委員である取締役和田 芳幸は、社外取締役であります。

５．監査等委員である取締役宮越 極は、社外取締役であります。

６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長　和田 芳幸、委員　宮越 極、委員　金森 良純

７．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項

に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。

８．当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は取締役兼任４名を含む17名であります。

取締役ではない執行役員は次のとおりであります。
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役  職  名 氏   名

上席常務執行役員営業本部副本部長 坂 進

常務執行役員商品統括部長 荻谷 裕

上席執行役員ＨＣ事業部長 久保 康夫

上席執行役員財務経理統括部長 阿部 正

執行役員ＳＣ事業部長 坂本 博司

執行役員リフォーム事業部長 笠﨑 光人

執行役員ＳＣＭ統括部長 大崎 勝啓

執行役員海外事業準備室長 米田 裕二

執行役員経営管理部長 嶋影 俊

執行役員経理部長 谷 和弘

執行役員財務経理統括部付部長（ＩＲ広報担当） 田中 浩幸

執行役員ＳＶＨ営業部長 鈴木 勝徳

執行役員ＶＨ営業部長 萩原 正之
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　　（訂正後）

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役会長

（代表取締

役）

ＣＥＯ 豆成　勝博 昭和24年４月２日生

昭和48年４月 東洋サッシ工業株式会社

（現株式会社ＬＩＸＩＬグ

ループ）入社

平成11年６月 同社執行役員下妻統轄工場

長

平成12年６月 トステムビバ株式会社（現

株式会社ＬＩＸＩＬグルー

プ）取締役社長室長

平成12年７月 同社取締役副社長

平成12年10月 同社取締役社長（代表取締

役）

平成12年11月 トップ商事株式会社（現株

式会社ＬＩＸＩＬビバ）取

締役社長（代表取締役）

平成20年６月 トステム株式会社（現株式

会社ＬＩＸＩＬ）取締役

平成23年６月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役

平成23年６月 株式会社住生活グループ

（現株式会社ＬＩＸＩＬグ

ループ）執行役

平成26年10月 当社取締役会長兼ＣＥＯ

（代表取締役）（現任）

注１ －

取締役社長

（代表取締

役）

ＣＯＯ 渡邉 修 昭和29年９月28日生

昭和53年４月 株式会社ダイエー入社

平成11年４月 株式会社ショッパーズ弘前

取締役社長（代表取締役）

（ダイエー子会社）

平成15年３月 株式会社ダイエー商品企画

本部副本部長

平成15年８月 トステムビバ株式会社（現

株式会社ＬＩＸＩＬビバ）

入社 執行役員社長室付部長

平成16年２月 当社常務執行役員営業本部

副本部長

平成18年３月 当社上席常務執行役員営業

本部副本部長兼ＨＣ事業部

長

平成18年６月 当社取締役兼上席常務執行

役員営業本部副本部長兼Ｈ

Ｃ事業部長

平成20年３月 当社取締役兼上席常務執行

役員営業本部副本部長兼Ｈ

Ｃ事業部長兼ＳＶＨ営業統

轄部長

平成22年３月 当社取締役兼専務執行役員

ホームセンター事業本部長

兼ＳＶＨ事業部長

平成24年４月 当社取締役兼専務執行役員

営業本部長

平成25年４月 当社取締役兼専務執行役員

営業本部長兼店舗統括部長

平成26年１月 当社取締役兼専務執行役員

営業本部長

平成26年10月 当社取締役社長兼ＣＯＯ

（代表取締役）（現任）

注１ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役

専務

執行

役員

営業

本部

長

大倉 巌 昭和30年７月12日生

 昭和55年４月 トーヨーサッシ株式会社

（現株式会社ＬＩＸＩＬグ

ループ）入社

平成11年８月 同社大和工場長

平成13年１月 トステムビバ株式会社（現

株式会社ＬＩＸＩＬグルー

プ）商品統轄部長

平成13年４月 当社執行役員商品統轄部長

平成14年６月 当社取締役兼常務執行役員

商品統轄部長

平成15年８月 当社取締役兼常務執行役員

商品統轄部長兼営業本部副

本部長

平成17年４月 当社取締役兼常務執行役員

管理本部長

平成18年３月 当社取締役兼常務執行役員

店舗開発統轄部長

平成20年９月 当社取締役兼常務執行役員

店舗開発本部長

平成22年10月 当社取締役兼上席常務執行

役員店舗開発本部長

平成26年10月 当社取締役兼専務執行役員

営業本部長（現任）

注１ －

取締役

上席

常務

執行

役員

商品

供給

本部

長

杉本 定士 昭和33年８月27日生

昭和57年４月 株式会社西友入社

平成14年４月 同社執行役ＣＩＯシニアバ

イスプレジデント情報シス

テム担当

平成20年４月 株式会社ミスターマックス

入社 取締役兼執行役員ＳＣ

Ｍ本部長

平成24年４月 同社取締役執行役員商品本

部長

平成25年４月 株式会社ＬＩＸＩＬビバ入

社 常務執行役員社長付部長

平成25年６月 当社常務執行役員業革推進

部長

平成26年１月 当社常務執行役員業務改革

推進統括部長

平成26年10月 当社常務執行役員ＳＣＭ統

括部長

平成27年10月 当社取締役兼常務執行役員

ＳＣＭ統括部長

平成28年３月 当社取締役兼上席常務執行

役員商品供給本部長（現

任）

注１ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役

上席

常務

執行

役員

管理

本部

長兼

総務

人事

統括

部長

飯田 毅彦 昭和31年３月14日生

昭和53年４月 トーヨーサッシ株式会社

（現株式会社ＬＩＸＩＬグ

ループ）入社

平成19年４月 トステムビバ株式会社（現

株式会社ＬＩＸＩＬビバ）

総務人事部長

平成19年10月 当社執行役員総務人事部長

平成22年３月 当社上席執行役員総務人事

統轄部長

平成26年１月 当社常務執行役員総務人事

統括部長

平成28年３月 当社上席常務執行役員管理

本部長兼総務人事統括部長

平成28年６月 当社取締役兼上席常務執行

役員管理本部長兼総務人事

統括部長（現任）

注１ －

取締役

常務

執行

役員

店舗

開発

本部

長

小田内 正 昭和32年１月24日生

昭和54年４月 ビバホーム株式会社（現株

式会社ＬＩＸＩＬグルー

プ）入社

平成14年４月 当社店舗開発統轄部首都圏

開発部長

平成18年６月 当社執行役員店舗開発統轄

部首都圏開発部長

平成20年９月 当社執行役員店舗開発統轄

部長

平成22年３月 当社上席執行役員店舗開発

統轄部長

平成26年10月 当社常務執行役員店舗開発

本部長

平成27年６月 当社常務執行役員店舗開発

本部長兼ＳＣ事業部長

平成28年３月 当社常務執行役員店舗開発

本部長

平成28年６月 当社取締役兼常務執行役員

店舗開発本部長（現任）

注１ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役  － 筒井 高志 昭和25年７月３日生

昭和49年４月 野村證券株式会社（現野村

ホールディングス株式会

社）入社

平成９年６月 同社取締役

平成12年６月 同社常務取締役

平成13年10月 野村證券株式会社（会社分

割により野村ホールディン

グス株式会社の子会社とし

て設立）常務取締役

平成14年４月 同社専務取締役

平成14年６月 野村ホールディングス株式

会社取締役

平成15年６月 同社執行役

平成15年６月 野村證券株式会社専務執行

役

平成17年６月 株式会社ジャスダック証券

取引所（現株式会社日本取

引所グループ）取締役社長

（代表取締役）

平成18年７月 同社取締役兼代表執行役社

長

平成21年１月 同社顧問

平成21年３月 野村證券株式会社顧問

平成21年６月 株式会社住生活グループ

（現株式会社ＬＩＸＩＬグ

ループ）取締役ＩＲ担当

平成22年２月 同社取締役ＩＲ・Ｍ＆Ａ・

ファイナンス（財務）担当

兼営業開発本部長

平成22年４月 同社取締役 副社長執行役員

ＩＲ・Ｍ＆Ａ・ファイナン

ス（財務）担当兼営業開発

本部長

平成23年４月 同社取締役 副社長執行役員

Ｍ＆Ａ・広報ＩＲ・渉外担

当

平成23年４月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役

副社長執行役員

平成23年６月 株式会社住生活グループ

（現株式会社ＬＩＸＩＬグ

ループ）取締役 執行役副社

長Ｍ＆Ａ・ＩＲ・渉外担当

兼報酬委員会委員長

平成26年４月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役

副社長執行役員兼Chief

External Relations

Officer

平成28年６月 当社取締役（現任）

注１ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役

（監査等委

員）

 － 和田 芳幸 昭和26年３月２日生

昭和49年４月 クーパース アンド ライブ

ランド会計事務所入所

昭和52年６月 監査法人中央会計事務所入

所

昭和53年９月 公認会計士登録

昭和60年８月 監査法人中央会計事務所社

員

昭和63年６月 同所代表社員

平成19年８月 太陽ＡＳＧ監査法人（現太

陽有限責任監査法人）入

所、代表社員

平成25年10月 エルソルビジネスアドバイ

ザーズ株式会社取締役社長

（代表取締役）（現任）

平成26年９月 株式会社ゼロ監査役（社外

監査役）（現任）

平成26年10月 ケネディクス商業リート投

資法人監督役員

平成27年６月 株式会社フォーバルテレコ

ム取締役（監査等委員/社外

取締役）（現任）

平成27年12月 株式会社キャリアデザイン

センター取締役（社外取締

役）（現任）

平成28年６月 当社取締役（監査等委員）

（現任）

平成28年８月 和田会計事務所代表（現

任）

注２ －

取締役

（監査等委

員）

 － 宮越 極 昭和28年７月12日生

昭和52年４月 警察庁採用

昭和62年４月 外務省在独日本国大使館一

等書記官

平成10年３月 徳島県警察本部長

平成16年７月 阪神高速道路公団監事

平成17年９月 茨城県警察本部長

平成22年３月 中国管区警察局長

平成23年３月 関東管区警察局長

平成24年６月 大成建設株式会社監査役

（社外監査役）（現任）

平成28年６月 当社取締役（監査等委員）

（現任）

注２ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役

（監査等委

員）

 － 金森 良純 昭和29年１月23日生

昭和52年４月 トーヨーサッシ株式会社

（現 株式会社ＬＩＸＩＬグ

ループ)入社

平成７年５月 同社経理本部企画管理部長

平成12年６月 同社執行役員経理本部経理

部長

平成13年10月 同社執行役員経理統括グ

ループリーダー

平成16年５月 同社執行役員戦略企画室長

平成19年２月 同社執行役員経理財務部長

兼戦略企画室長

平成19年６月 同社取締役経理財務担当

平成22年２月 同社取締役経理担当

平成22年４月 同社取締役 専務執行役員兼

ＣＦＯ

平成23年４月 同社取締役 専務執行役員兼

ＣＦＯ経理・財務担当

平成23年４月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役

専務執行役員兼ＣＦＯ

平成23年６月 同社取締役 執行役専務 経

理・財務担当兼ＣＦＯ

平成23年11月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役

専務執行役員

平成24年６月 当社取締役

平成26年４月 株式会社ＬＩＸＩＬグルー

プ取締役 執行役専務 財務

担当兼ＣＦＯ

平成26年６月 株式会社ＬＩＸＩＬグルー

プ取締役 執行役専務 財務

担当

平成28年６月 当社取締役（監査等委員）

（現任）

平成28年６月 株式会社ＬＩＸＩＬグルー

プ取締役兼監査委員会委員

兼報酬委員会委員（現任）

注２ －

計 －

（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までであります。

２．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結の時までであります。

３．取締役筒井 高志は、社外取締役であります。

４．監査等委員である取締役和田 芳幸は、社外取締役であります。

５．監査等委員である取締役宮越 極は、社外取締役であります。

６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長　和田 芳幸、委員　宮越 極、委員　金森 良純

７．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項

に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。

８．当社は、平成29年３月27日開催の取締役会において、平成29年４月１日をもって、以下のとおり役員の役職

の異動を決議致しました。

氏名 新役職名 旧役職名

小田内　正

取締役

常務執行役員店舗開発本部長

兼ＳＣ事業部長

取締役

常務執行役員店舗開発本部長

９．当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は取締役兼任４名を含む17名であります。

取締役ではない執行役員は次のとおりであります。

 

EDINET提出書類

株式会社ＬＩＸＩＬビバ(E33073)

訂正有価証券届出書（新規公開時）

28/29



 

役  職  名 氏   名

上席常務執行役員営業本部副本部長 坂 進

常務執行役員商品統括部長 荻谷 裕

上席執行役員ＨＣ事業部長 久保 康夫

上席執行役員財務経理統括部長 阿部 正

執行役員ＳＣ事業部長 坂本 博司（*１）

執行役員リフォーム事業部長 笠﨑 光人

執行役員ＳＣＭ統括部長 大崎 勝啓

執行役員新規事業企画室長 米田 裕二

執行役員経営管理部長 嶋影 俊

執行役員経理部長 谷 和弘

執行役員ＩＲ広報室長 田中 浩幸

執行役員ＳＶＨ営業部長 鈴木 勝徳

執行役員ＶＨ営業部長 萩原 正之

　（*１）執行役員ＳＣ事業部長坂本 博司は平成29年３月31日をもって退任予定であります。

（注）８．の番号変更及び８．の注記追加
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