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【発行者に関する事項】

発行者の名称 株式会社テンダ

証券コード 4198

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京証券取引所

【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 小林　謙

住所又は本店所在地 東京都渋谷区

事務上の連絡先及び担当者名 小林　謙

電話番号 080-3345-4431

２【提出者（大量保有者）／２】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 小林　まり子

住所又は本店所在地 東京都渋谷区

事務上の連絡先及び担当者名 小林　謙

電話番号 080-3345-4431

３【提出者（大量保有者）／３】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 株式会社ＫＦＣ

住所又は本店所在地 東京都渋谷区宇田川町1番12号

事務上の連絡先及び担当者名 小林　謙

電話番号 080-3345-4431

【訂正事項】

訂正される報告書名 変更報告書No.2

訂正される報告書の報告義務発生日 令和4年1月11日

訂正箇所 株券等保有割合の修正

（訂正前）
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】

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 小林　謙

電話番号 090-9905-3555
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（訂正後）
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】

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 小林　謙

電話番号 080-3345-4431

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（令和3年7月2日現在）
V 2,123,000

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
6.78

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
6.78

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（令和4年1月11日現在）
V 2,133,000

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
6.75

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
6.78

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（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

令和3年6月10日 普通株式 100,000 4.71 市場外 処分 2,990

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（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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（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

2021年6月1日にいちよし証券株式会社と2021年6月1日から上場日後180日目の2021年12月6日までの期間中、いちよし証券株式
会社の事前の書面による同意なしには保有株式の売却等を行わない旨の合意をしました。

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
２【提出者（大量保有者）／２】

(１)【提出者の概要】

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 小林　謙

電話番号 090-9905-3555

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
２【提出者（大量保有者）／２】

(１)【提出者の概要】

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 小林　謙

電話番号 080-3345-4431

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
２【提出者（大量保有者）／２】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（令和3年7月2日現在）
V 2,123,000

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
1.99

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
4.71

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
２【提出者（大量保有者）／２】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（令和4年1月11日現在）
V 2,133,000

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
1.98
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直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
1.99

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
２【提出者（大量保有者）／２】

（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

令和3年7月2日 普通株式 57,700 2.72 市場外 処分 2,990

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
２【提出者（大量保有者）／２】

（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

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
２【提出者（大量保有者）／２】

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

①株券等の貸借取引契約について

発行会社のオーバーアロットメントによる売出しに関連して、提出者といちよし証券株式会社は提出者の保有する発行会社の
株式のうち、普通株式57,700株をいちよし証券株式会社に対して貸付する旨の契約を締結しておりました。当該契約に基づ
き、いちよし証券株式会社より57,700株についてグリーンシューオプションが行使され、2021年７月７日に決済が完了し、株
式貸借契約が終了しました。

②ロックアップの合意について

2021年6月1日にいちよし証券株式会社と2021年6月1日から上場日後180日目の2021年12月6日までの期間中、いちよし証券株式
会社の事前の書面による同意なしには保有株式の売却等を行わない旨の合意をしました。

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
２【提出者（大量保有者）／２】

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
３【提出者（大量保有者）／３】

(１)【提出者の概要】

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 小林　謙

電話番号 090-9905-3555

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
３【提出者（大量保有者）／３】

(１)【提出者の概要】

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 小林　謙

電話番号 080-3345-4431
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（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
３【提出者（大量保有者）／３】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（令和3年7月2日現在）
V 2,123,000

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
54.92

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
54.92

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
３【提出者（大量保有者）／３】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（令和4年1月11日現在）
V 2,133,000

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
54.66

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
54.92

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
３【提出者（大量保有者）／３】

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

2021年6月1日にいちよし証券株式会社と2021年6月1日から上場日後180日目の2021年12月6日までの期間中、いちよし証券株式
会社の事前の書面による同意なしには保有株式の売却等を行わない旨の合意をしました。

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
３【提出者（大量保有者）／３】

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

（訂正前）
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（令和3年7月2日現在）
V 2,123,000

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
63.70

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
66.42
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（訂正後）
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（令和4年1月11日現在）
V 2,133,000

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
63.39

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
63.70

（訂正前）
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（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（％）

小林　謙 144,000 6.78

小林　まり子 42,300 1.99

株式会社ＫＦＣ 1,166,000 54.92

合計 1,352,300 63.70

（訂正後）
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（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（％）

小林　謙 144,000 6.75

小林　まり子 42,300 1.98

株式会社ＫＦＣ 1,166,000 54.66

合計 1,352,300 63.39
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