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１ 【新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の訂正報告書の提出理由】

2020年８月20日付をもって提出した新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の記載事項のうち、「第一部

企業情報 第１ 企業の概況 ２ 沿革」、「第一部 企業情報 第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」及び

「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」の記載に

一部誤りがありこれを訂正するため、新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の訂正報告書を提出するもので

あります。

２ 【訂正事項】

第一部 企業情報 ……………………………………………………………………………………………………… １

第１ 企業の概況 …………………………………………………………………………………………………… １

２ 沿革 ………………………………………………………………………………………………………… １

第２ 事業の状況 …………………………………………………………………………………………………… １

２ 事業等のリスク …………………………………………………………………………………………… １

第４ 提出会社の状況 ……………………………………………………………………………………………… ２

４ コーポレート・ガバナンスの状況等 …………………………………………………………………… ２

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 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

２ 【沿革】

(訂正前)

年月 変遷

2007年３月 美容関連商品の企画、販売を目的として、株式会社Ｉ－ｎｅを設立

＜省略＞

2020年７月 子会社である艾恩伊（上海）化粧品有限公司を設立

（以下省略）

(訂正後)

年月 変遷

2007年３月
美容関連商品の企画、販売を目的として、株式会社Ｉ－ｎｅ（本社：兵庫県宝塚市）

を設立

＜省略＞

2020年７月 子会社である艾恩伊（上海）化粧品有限公司を設立

（以下省略）

第２ 【事業の状況】

２ 【事業等のリスク】

(23) 特定の製造委託先への依存について

(訂正前)

（省略）

シャンプー・トリートメントを中心としたブランドであるBOTANISTの主力商品群を山田製薬株式会社に委託して

おり、またヘアアイロンを中心とするブランドであるSALONIAの主力商品群を株式会社東亜産業グループに委託して

おり、当該２社への依存度は高くなっております。

当該２社の経営方針の変更、経営悪化、供給能力の低下等により、安定的な供給を受けられなくなった場合には、

当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(訂正後)

（省略）

シャンプー・トリートメントを中心としたブランドであるBOTANISTの主力商品群を山田製薬株式会社に委託して

おり、またヘアアイロンを中心とするブランドであるSALONIAの主力商品群を株式会社東亜産業に委託しており、当

該２社への依存度は高くなっております。

当該２社の経営方針の変更、経営悪化、供給能力の低下等により、安定的な供給を受けられなくなった場合には、

当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
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第４ 【提出会社の状況】

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(2) 【役員の状況】

男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）

(訂正前)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

＜省略＞

取締役 足立 光 1968年３月27日生

1990年４月 プロクター・アンド・ギャ
ンブル・ファー・イース
ト・インク株式会社（現
プロクター・アンド・ギャ
ンブル・ジャパン株式会
社） マーケティング本部
ブランド・アシスタント
入社

1994年４月 同社ブランド・マネージャ
ー

1996年７月 同社プロクター・アンド・
ギャンブル・コリア 赴任

1998年９月 ブーズ・アレン・アンド・
ハミルトン・株式会社 東
京オフィス 入社アソシエ
イト

2000年４月 同社シニアアソシエイト
就任

2002年11月 株式会社ローランド・ベル
ガー 入社 シニア・プロ
ジェクト・マネージャー

2004年２月 シュワルツコフヘンケル株
式会社
入社 マーケティング・デ
ィレクター

2004年７月 同社マネージング・ディレ
クター同社代表取締役社長
就任

2005年４月 ヘンケルジャパン株式会社
取締役就任

2007年３月 シュワルツコフヘンケル株
式会社 取締役会長就任

2010年１月 ヘンケル コスメティック
事業 北東アジア・東南ア
ジア統括 兼務

2011年１月 ヘンケル・コリア副社長
兼務
株式会社ワールド入社 執
行役員 国際事業本部長

2011年７月 日本マクドナルド株式会社
入社
上級執行役員 マーケティ
ング本部長

2013年10月 ナイアンテック株式会社
入社（現任）

2015年10月 株式会社ローランド・ベル
ガー エグゼクティブ・ア
ドバイザー 就任（現任）

2018年９月 スマートニュース株式会社
マーケティングアドバイザ
ー就任（現任）

2018年11月 株式会社トランス 代表取
締役就任（現任）

2019年６月 当社取締役 就任
（現任）

注３ －

＜省略＞

計 6,600,000

（以下省略）
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(訂正後)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

＜省略＞

取締役 足立 光 1968年３月27日生

1990年４月 プロクター・アンド・ギャ
ンブル・ファー・イース
ト・インク株式会社（現
プロクター・アンド・ギャ
ンブル・ジャパン株式会
社） マーケティング本部
ブランド・アシスタント
入社

1994年４月 同社ブランド・マネージャ
ー

1996年７月 同社プロクター・アンド・
ギャンブル・コリア 赴任

1998年９月 ブーズ・アレン・アンド・
ハミルトン・株式会社 東
京オフィス 入社アソシエ
イト

2000年４月 同社シニアアソシエイト
就任

2002年11月 株式会社ローランド・ベル
ガー 入社 シニア・プロ
ジェクト・マネージャー

2004年２月 シュワルツコフヘンケル株
式会社
入社 マーケティング・デ
ィレクター

2004年７月 同社マネージング・ディレ
クター

2005年４月 同社代表取締役社長 就任
2007年３月 ヘンケルジャパン株式会社

取締役就任
2010年１月 シュワルツコフヘンケル株

式会社 取締役会長就任
2011年１月 ヘンケル コスメティック

事業 北東アジア・東南ア
ジア統括 兼務

2011年７月 ヘンケル・コリア副社長
兼務

2013年10月 株式会社ワールド入社 執
行役員 国際事業本部長

2015年10月 日本マクドナルド株式会社
入社
上級執行役員 マーケティ
ング本部長

2018年９月 ナイアンテック株式会社
入社（現任）
株式会社ローランド・ベル
ガー エグゼクティブ・ア
ドバイザー 就任（現任）

2018年11月 スマートニュース株式会社
マーケティングアドバイザ
ー就任（現任）

2019年６月 株式会社トランス 代表取
締役就任（現任）
当社取締役 就任
（現任）

注３ －

＜省略＞

計 6,600,000

（以下省略）
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