
 

 
 

新投資口発行及び投資口売出届出目論見書の訂正事項分 
平成 30 年 1 月（第 1 回訂正分） 
マリモ地方創生リート投資法人 

 
本届出目論見書により行うマリモ地方創生リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の投資

口の募集（一般募集）及び売出し（オーバーアロットメントによる売出し）については、本投資法人は

金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。）第 5 条により有価証券届出書を

平成 30 年 1 月 4 日に関東財務局長に提出し、また、同法第 7 条第 1 項により有価証券届出書の訂正届

出書を平成 30 年 1 月 5 日に関東財務局長に提出していますが、その届出の効力は生じていません。し

たがって、発行価格及び売出価格等については今後訂正が行われます。なお、その他の記載内容につい

ても訂正されることがあります。 
 

1 新投資口発行及び投資口売出届出目論見書の訂正理由 

平成 30 年 1 月 4 日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、本投資法人の指定する販売先で

ある株式会社マリモの状況等に関する事項を追加するとともに、売却・追加発行の制限に関する

事項を訂正するため、平成 30 年 1 月 5 日付で有価証券届出書の訂正届出書を提出しました。こ

れに伴い、新投資口発行及び投資口売出届出目論見書の関連事項を後記のとおり訂正します。 
 
2 訂正事項 

頁 
第一部【証券情報】 
第 1 【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】 

1 【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】 
(16)【その他】        1 

第 5 【募集又は売出しに関する特別記載事項】     1 
 

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 【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】 

1 【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】 

(16)【その他】 

（前略） 
⑤ 引受人は、本投資法人が指定する販売先として、本資産運用会社の株主である株式会

社マリモ（本「第一部 証券情報」において以下「指定先」といいます。）に対し、一

般募集の対象となる本投資口のうち、3,950 口を販売する予定です。 

 指定先の状況等については、後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 3 販
売先の指定について」をご参照ください。 

 
 第５ 【募集又は売出しに関する特別記載事項】 

（前略） 
2 売却・追加発行の制限 

(1) 一般募集に関し、指定先は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社との間で、発行価格等決定日から一

般募集の受渡期日以降 180 日を経過する日までの期間、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の

書面による承諾を受けることなしに、指定先が一般募集前から保有する本投資口 10,000 口及

び指定先が一般募集により取得することを予定している本投資口 3,950 口の売却を行わない

旨を合意します。 
上記の場合において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、その裁量で、当該制限を一部若しく

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ます。 
（中略） 

3 販売先の指定について 

(1) 指定先の状況 
 

a. 指定先の概要 

名称 株式会社マリモ 

本店の所在地 広島県広島市西区庚午北一丁目17番23号 

代表者の役職及び

氏名 代表取締役 社長執行役員 深川 真 

資本金（平成30年1
月5日現在） 1億円 

事業の内容 不動産業 

主たる出資者及び

その出資比率 株式会社マリモホールディングス 100％ 

b. 本投資法人と

指定先との間

の関係 

出資関係 

本投資法人が保有している指定先の

株式の数（平成30年1月5日現在） － 

指定先が保有している本投資口の数

（平成30年1月5日現在） 10,000口 

人事関係 本投資法人と指定先との間には、人的関係はありません。 

資金関係 本投資法人と指定先との間には、資金関係はありません。 
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技術又は取引等の

関係 

指定先は、本投資法人との間で、スポンサーパイプライン・サポ

ート契約（その後の変更を含みます。）を締結しています。また、

指定先は、本投資法人との間で、保有資産18物件（ＭＲＲおおむ

たの増築棟を含みます。）及び取得予定資産7物件に関する不動

産信託受益権売買契約並びに保有資産の増築棟に関する不動産

売買契約を締結しており、また、保有資産及び取得予定資産の信

託受託者との間で、マスターリース契約及びプロパティマネジメ

ント業務委託契約を締結しています。 

c. 指定先の選定理由 
指定先は本資産運用会社の親会社の子会社であり、本投資法人の

投資主の利益と指定先の利益を共通のものにするという観点か

ら、指定先として選定しています。 

d. 販売しようとする本投資口の数 3,950口 

e. 投資口の保有方針 
本投資法人及び本資産運用会社は、指定先より、指定先が保有し

た投資口については、特段の事情がない限り、保有を継続する意

向であることを確認しています。 

f. 払込みに要する資金等の状況 
本投資法人は、指定先が開示している貸借対照表における現金及

び預金を確認することにより、指定先が上記3,950口の払込みに要

する資金を有していると判断しています。 

g. 指定先の実態 

本投資法人は、指定先より反社会的勢力等とは一切関係がない旨

の説明を受けた上で、新聞等の資料に基づく調査を行っており、

これを踏まえ指定先が反社会的勢力等との関係を有していない

ものと判断しています。なお、指定先が反社会的勢力とは一切関

係ないことを確認している旨の確認書を株式会社東京証券取引

所に提出しています。 
 

(2) 投資口の譲渡制限 

指定先は、一般募集に際し、本投資口の売却等の制限に関する合意をします。その内容につ

いては、前記「2 売却・追加発行の制限 (1)」をご参照ください。 
 

(3) 発行条件に関する事項 

一般募集における本投資口の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は一般募

集における発行価格にて行われるため、指定先に対して特に有利な条件には該当しません。 
 

(4) 一般募集後の主要な投資主の状況 
 

氏名又は名称 住所 
所有 

投資口数 
(口) 

総議決権数 
に対する 

所有議決権数 
の割合(%) 

一般募集後の

所有投資口数 
(口) 

一般募集後の

総議決権数 
に対する 

所有議決権数

の割合(%) 

株式会社マリモ 広島県広島市西区 
庚午北一丁目17番23号 

10,000 11.0 13,950 10.5 

資産管理サービス信託銀行

株式会社 
（証券投資信託口） 

東京都中央区晴海一丁目8番
12号 
晴海アイランドトリトンスク

エア 
オフィスタワーＺ棟 

7,537 8.3 7,537 5.7 

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社 
（信託口） 

東京都中央区晴海一丁目8番
11号 

5,502 6.0 5,502 4.2 

日本マスタートラスト信託

銀行株式会社 
（信託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番
3号 

3,435 3.8 3,435 2.6 

野村信託銀行株式会社（投

信口） 
東京都千代田区大手町二丁目

2番2号 
2,035 2.2 2,035 1.5 
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全国共済水産業協同組合連

合会 

東京都千代田区内神田一丁目

1番12号 
コープビル6階 

2,006 2.2 2,006 1.5 

清水 正英 東京都新宿区 930 1.0 930 0.7 

世界心道教管理部門 愛知県豊川市諏訪2丁目101番 861 0.9 861 0.7 

上田八木短資株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋2
丁目4番2号 

858 0.9 858 0.6 

ＢＮＹＭ ＳＡ／ＮＶ Ｆ

ＯＲ ＢＮＹＭ ＦＯＲ 

ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥ

ＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴＳＭ 

ＬＳＣＢ ＲＤ 

１ ＣＨＵＲＣＨ ＰＬＡＣ

Ｅ，  
ＬＯＮＤＯＮ， Ｅ１４ ５

ＨＰ ＵＫ 

585 0.6 585 0.4 

計 － 33,749 37.1 37,699 28.5 

(注 1)  上記記載の情報は、2017 年 6 月 30 日現在の本投資法人の投資主名簿に記載されているもので、氏名又は名称、住所等は

その後変更されている場合があります。 
(注 2) 「所有投資口数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は 2017 年 6 月 30 日現在の数値を記載しています。 
(注 3) 「一般募集後の所有投資口数」及び「一般募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2017 年 6 月 30 日現在の

所有投資口数及び一般募集による増加分を加味し、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対する本第三者割当における発行口数の

全部につき申込みが全て行われた場合の数値を記載しています。 
(注 4) 比率については小数第 2 位を四捨五入した数値を記載しています。したがって、各項目別の金額又は比率の合計が全体の

合計と一致しない場合があります。 
 

 

(5) 投資口併合等の予定の有無及び内容 

該当事項はありません。 
 

(6) その他参考になる事項 

該当事項はありません。 
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