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子会社の解散に関するお知らせ 

 

 この度、当社の子会社である有限会社トスカーナ他28社を解散及び清算することといたしましたので、下記

のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 

１．当該子会社の概要 

 

 

 

（１）商号 有限会社トスカーナ 

本店所在地 東京都中央区銀座六丁目２番１号 

代表者氏名 取締役 金子 修 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成16年12月６日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 60株 

決算期 11月 

社員構成 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 100% 

  

（２）商号 有限会社ソリア 

本店所在地 東京都中央区銀座六丁目２番１号 

代表者氏名 取締役 金子 修 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成16年12月６日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 60株 

決算期 11月 

社員構成 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 100% 



 

 

 

 

 

（３）商号 有限会社セビージャ 

本店所在地 東京都中央区銀座六丁目２番１号 

代表者氏名 取締役 金子 修 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成13年12月25日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 60株 

決算期 12月 

社員構成 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 100% 

  

（４）商号 有限会社ソレント 

本店所在地 東京都中央区銀座六丁目２番１号 

代表者氏名 取締役 金子 修 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成１年７月５日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 60株 

決算期 12月 

社員構成 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 100% 

  

（５）商号 有限会社ロードス 

本店所在地 東京都中央区銀座六丁目２番１号 

代表者氏名 取締役 金子 修 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成16年２月10日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 60株 

決算期 12月 

社員構成 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 100% 

  

（６）商号 有限会社サントリーニ 

本店所在地 東京都中央区銀座六丁目２番１号 

代表者氏名 取締役 金子 修 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成16年３月12日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 60株 

決算期 12月 

社員構成 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 100% 

  



 

 

 

 

 

 

（７）商号 Toscana Japan, LLC 

本店所在地 米国デラウェア州ウィルミントン市センタービルロード2711番地 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成16年12月20日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 - 

決算期 12月 

社員構成 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 100% 

  

（８）商号 Soria Japan, LLC 

本店所在地 米国デラウェア州ウィルミントン市センタービルロード2711番地 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成16年12月２日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 - 

決算期 12月 

社員構成 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 100% 

  

（９）商号 Sevilla Japan, LLC 

本店所在地 米国デラウェア州ウィルミントン市テンスアンドキングストリート

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成14年１月７日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 - 

決算期 12月 

社員構成 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 100% 

  

（10）商号 Sorrento LLC  

本店所在地 米国デラウェア州ウィルミントン市センターロード1013番地 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成12年６月12日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 - 

決算期 12月 

社員構成 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 100% 



（11）商号 Rhodes Japan, LLC 

本店所在地 米国デラウェア州ウィルミントン市センタービルロード2711番地 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成16年２月17日 

基金 3,000千円 

発行済株式数 - 

決算期 12月 

社員構成 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 100% 

  

（12）商号 Santorini Japan, LLC 

本店所在地 米国デラウェア州ウィルミントン市センタービルロード2711番地 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成16年３月10日 

基金 3,000千円 

発行済株式数 - 

決算期 12月 

社員構成 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 100% 

  

（13）商号 合同会社ケアンズ 

本店所在地  東京都中央区銀座六丁目２番１号 

代表者氏名 代表社員 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 

職務執行者  槙本 典人 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成18年９月11日 

資本金 3,000千円 

決算期 10月 

社員構成 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 100% 

  

（14）商号 有限会社ラクサイ 

本店所在地  東京都中央区銀座六丁目２番１号 

代表者氏名 取締役 松澤 和浩 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成18年３月22日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 60株 

決算期 10月 

社員構成 有限責任中間法人ラクサイ 100% 

 

 

 

 

 



（15）商号 有限会社スペイサイド 

本店所在地  東京都中央区銀座六丁目２番１号 

代表者氏名 取締役 池田 勉 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成18年４月25日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 60株 

決算期 10月 

社員構成 有限責任中間法人スペイサイド 100% 

  

（16）商号 有限会社アイラ 

本店所在地  東京都中央区銀座六丁目２番１号 

代表者氏名 取締役 池田 勉 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成18年４月25日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 60株 

決算期 10月 

社員構成 有限責任中間法人スペイサイド 100% 

  

（17）商号 有限会社ベルゲン 

本店所在地  東京都中央区銀座六丁目２番１号 

代表者氏名 取締役 山﨑 亮雄 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成17年３月４日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 60株 

決算期 10月 

社員構成 Bergen, LLC 100% 

  

（18）商号 Bergen, LLC 

本店所在地 米国デラウェア州ウィルミントン市センタービルロード2711番地 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成17年３月１日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 - 

決算期 12月 

社員構成 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 100% 

 

 

 



（19）商号 有限会社ニーム 

本店所在地  東京都中央区銀座六丁目２番１号 

代表者氏名 取締役 松澤 和浩 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成17年３月４日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 60株 

決算期 11月 

社員構成 Nimes Japan, LLC  100% 

  

（20）商号 Nimes Japan, LLC 

本店所在地 米国デラウェア州ウィルミントン市センタービルロード2711番地 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成17年３月１日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 - 

決算期 12月 

社員構成 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 100% 

  

（21）商号 Alsace, LLC 

本店所在地  米国デラウェア州ウィルミントン市センタービルロード2711番地 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成19年４月24日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 - 

決算期 12月 

社員構成 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 100% 

  

（22）商号 Ridgewood Japan, LLC 

本店所在地  米国デラウェア州ウィルミントン市センタービルロード2711番地 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成19年４月25日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 - 

決算期 12月 

社員構成 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 100% 

  

 



（23）商号 有限会社ワックスフォード 

本店所在地 東京都中央区銀座六丁目２番１号 

代表者氏名 取締役 池田 勉 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成16年７月26日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 60株 

決算期 10月 

社員構成 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 100% 

 

 

（24）商号 Waxford Holdings 

本店所在地 ケイマン諸島 グランドケイマン ジョージタウン ウォーカーハ

ウス私書箱908GT ウォーカーズ・エスピーブイ・リミテッド気付

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成16年12月13日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 300株 

決算期 12月 

社員構成 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス 100% 

  

（25）商号 有限会社ダヴィンチEX1 

本店所在地 東京都中央区銀座六丁目２番１号 

代表者氏名 取締役 阿部 幸宣 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成16年２月26日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 60株 

決算期 12月 

社員構成 有限責任中間法人DVEX-1 

  

（26）商号 有限責任中間法人DVEX-1 

本店所在地 東京都中央区銀座六丁目２番１号 

代表者氏名 理事 阿部 幸宣 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成16年２月13日 

資本金 3,500千円 

発行済株式数 - 

決算期 12月 

社員構成 株式会社SPCアカウンティングサービス 100% 



（27）商号 有限会社ダヴィンチOF4 

本店所在地 東京都中央区銀座六丁目２番１号 

代表者氏名 取締役 松澤 和浩 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成16年12月20日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 60株 

決算期 12月 

社員構成 有限責任中間法人DVOF-4 100% 

  

（28）商号 有限責任中間法人DVOF-4 

本店所在地  東京都中央区銀座六丁目２番１号 

代表者氏名 理事 松澤 和浩 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成16年12月10日 

資本金 3,500千円 

発行済株式数 - 

決算期 12月 

社員構成 株式会社SPCアカウンティングサービス 100% 

  

（29）商号 有限会社EW1 

本店所在地  東京都中央区銀座六丁目２番１号 

代表者氏名 取締役 永井 宏和 

事業内容 主に不動産投資事業 

設立年月日 平成17年７月14日 

資本金 3,000千円 

発行済株式数 60株 

決算期 11月 

社員構成 株式会社ダヴィンチ・リアルティ 100% 

 

２．解散の理由 

上記子会社は弊社の不動産投資事業のための特別目的会社（ＳＰＣ）でしたが、それぞれの投資目的が終

了したため解散することといたしました。 

 

３．解散に伴う損失額 

損失の発生は軽微であります。 

 

４．解散の日程 

平成20年８月５日  解散決議 

平成20年10月31日  清算結了（予定） 

 

５．業績に与える影響 

当該子会社の解散による当社連結及び個別業績に与える影響は軽微であります。 

 

以  上 


