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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2013年６月27日に提出いたしました第87期(自 2012年４月１日 至 2013年３月31日)の記載事項の一部

に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書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

　第２　事業の状況

　　５　経営上の重要な契約等

　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　　を付して表示しております。

　

(訂正前)

第一部 【企業情報】

　第２ 【事業の状況】

　　　　５ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成25年５月14日開催の取締役会において、当社のプロパティマネジメント事業を当社の連結

子会社である株式会社エー・ディー・リモデリングに会社分割により移管する決議を行い、平成25年５月

14日に、株式会社エー・ディー・リモデリングと吸収分割に関する契約を締結いたしました。

会社分割の概要は、以下のとおりであります。

(1) 会社分割の目的

当社は、主に個人富裕層のお客様を対象として、収益不動産の仕入・バリューアップ・販売、売却後

のプロパティマネジメントや資産コンサルティングまで、個人富裕層の方々のニーズに基づいたワンス

トップサービスを提供しております。

　この度当社は、プロパティマネジメント事業部門を分割し、当社の完全子会社である株式会社エー・

ディー・リモデリングに承継することを決定いたしました。また、株式会社エー・ディー・リモデリン

グは、７月１日に株式会社エー・ディー・パートナーズと商号を変え、個人富裕層のお客様の収益不動

産の経営管理をサポートするマネジメント専門会社へと生まれ変わります。

　この会社分割により、資産活用・不動産経営に関するコンサルティングを行うアセット・コンサル

ティング事業部や収益不動産の提供を行うアセット・ソリューション事業部とのシナジー効果を発揮し

ながら、より専門的で高品質なサービスを提供することが可能になると考えております。

　
(2) 会社分割の方法

当社を分割会社とし、株式会社エー・ディー・リモデリングを承継会社とする吸収分割（簡易分割）

です。

　
(3) 会社分割の期日

平成25年７月１日
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(4) 分割に際して発行する株式及び割当

本吸収分割に係る株式その他の財産の割当てはありません。

　
(5) 分割するプロパティマネジメント事業の経営成績

売上高　　404百万円

　
(6) 分割する資産・負債の状況(平成25年３月31日現在)

資産 金額(百万円) 負債 金額(百万円)

流動資産 178 流動負債 178

合計 178 合計 178

なお、分割する資産および負債については、平成25年３月31日現在の貸借対照表その他同日現在の計

算を基準とし、これに分割効力発生日の前日までの増減を加減して確定いたします。

　
(8) 株式会社エー・ディー・リモデリングの概要

代表者             代表取締役社長 田中秀夫

住所               東京都千代田区内幸町一丁目１番７号

資本金             40百万円(平成25年３月31日現在)

事業内容           総合居住用不動産事業

業績等             平成25年３月期

                   売上高       658百万円

                   経常損失    △61 〃

                   当期純損失  △46 〃

                   純資産      △17 〃
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　第４ 【提出会社の状況】

　　　　５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式

数(株)

代表

取締役社長
― 田中　秀夫 昭和25年２月７日

昭和48年４月 西武不動産㈱ 入社

(注)３ 77,024

平成３年７月 田中不動産事務所 開業

平成４年10月 ㈱ハウスポート西洋（現 みずほ信不動産

販売㈱） 入社

平成５年３月 当社　取締役

平成７年２月 当社　代表取締役社長(現任)

平成23年2月 ㈱エー・ディー・リモデリング代表取締

役社長

平成23年６月 ㈱エー・ディー・エステート代表取締役

会長(兼)社長

平成25年５月 ㈱エー・ディー・リモデリング代表取締

役会長(現任)

㈱エー・ディー・エステート代表取締役

社長(現任)

専務

取締役
― 米津　正五 昭和24年11月７日

昭和48年４月 野村不動産㈱ 入社

(注)３ 200

平成６年６月 野村不動産㈱ 名古屋支店長

平成９年６月 同社 取締役

平成10年４月 同社 関西事業本部長(兼)大阪支店長

平成13年４月 野村不動産アーバンネット㈱常務取締役

平成16年６月 同社 専務取締役

平成20年４月 同社 代表取締役(兼)専務執行役員

平成22年４月 同社 顧問

平成22年11月 当社 顧問

平成23年６月 当社 常務取締役 アセット・コンサル

ティング事業部担当

平成24年６月 ㈱エー・ディー・エステート専務取締役

㈱エー・ディー・リモデリング　専務取

締役

平成25年５月 ㈱エー・ディー・リモデリング　代表取

締役社長(現任)

平成25年６月 当社 専務取締役(現任)

取締役

最高財務

責任者

CFO

細谷　佳津年 昭和40年12月16日

平成２年４月 国際興業㈱ 入社

(注)３ 1,000

平成14年９月 ㈱ギャガ・コミュニケーションズ　入社

平成15年６月 生駒シービー・リチャードエリス㈱（現

シービーアールイー㈱） 入社

平成17年４月 同社 経営管理部ジェネラルマネージャー

平成18年４月 同社 財務経理部部長

平成21年９月 当社 管理部長

平成22年４月 当社 執行役員 最高財務責任者CFO(兼)経

営管理部長

平成22年４月 ㈱エー・ディー・エステート 取締役(現

任)

平成23年２月 ㈱エー・ディー・リモデリング　取締役

(現任)

平成23年６月 当社 取締役 最高財務責任者CFO(兼)経営

管理部長(現任)

取締役 ― 本多　正憲 昭和24年８月19日

昭和48年４月 住友海上火災保険㈱（現三井住友海上火

災保険㈱） 入社

(注)３ 1,200

平成元年２月 シティバンクエヌ・エイ 入社

平成３年１月 オリコ生命㈱（現ピーシーエー生命保険

㈱） 入社

平成９年３月 ㈱野村総合研究所 入社

平成13年６月 当社 取締役(現任)

平成15年４月 日本大学大学院基礎科学研究科　非常勤

講師(現任)

平成18年４月 東京情報大学総合情報学部環境学科　非

常勤講師(現任)

平成20年12月 東京大学大学院 数理科学研究科 非常勤

講師(現任)

平成21年10月 ㈱エー・ディー・エステート取締役

平成23年２月 ㈱エー・ディー・リモデリング取締役(現

任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

監査役

（常勤）
― 原川　民男 昭和25年６月16日

昭和49年４月 住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀

行㈱) 入社

(注)４ ―

平成７年８月 同社 奈良西大寺支店長

平成９年６月 同社 新宿支店長

平成10年６月 同社 事務推進部長

平成13年６月 同社 福岡支店長

平成15年６月 ビジネクスト㈱取締役社長

平成19年６月 住信ビジネスサービス㈱取締役常

務執行役員

平成20年６月 ライフ住宅ローン㈱(現三井住友ト

ラスト・ローン＆ファイナンス㈱)

監査役

平成22年10月 住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀

行㈱) 調査部審議役

平成24年６月 当社 監査役(現任)

監査役 ― 蝦名　卓 昭和37年２月26日

昭和59年４月 安田生命保険相互会社(現明治安田

生命保険相互会社) 入社

(注)４ ―

昭和63年10月 中央新光監査法人(現みすず監査法

人) 入所

平成元年10月 監査法人加藤事務所 入所

平成４年３月 公認会計士 登録

平成７年７月 ㈱ジャフコ 入社

平成12年５月 蝦名公認会計士事務所 代表(現任)

平成12年５月 ㈱データコム 監査役(現任)

平成15年12月 ㈱ユナイテッド・フレグランス・

オブ・インターナショナル 監査役

平成17年４月 マイクロバイオ㈱　監査役(現任)

平成17年６月 当社 監査役(現任)

平成18年10月 ㈱エイタロウソフト 監査役(現任)

平成18年12月 ジェイモードエンタープライズ

㈱　監査役(現任)

平成20年12月 ㈱スプリックス 監査役(現任)

監査役 ― 勝俣　宏 昭和20年８月13日

昭和44年４月 東急不動産㈱ 入社

(注)４ 40

平成７年６月 東急リバブル㈱ 取締役

平成13年６月 同社 常務取締役

平成14年４月 東急リバブルスタッフ㈱ 取締役

平成17年４月 東急リバブル㈱ ソリューション事

業本部長委嘱

平成17年６月 同社 取締役 常務執行役員

平成19年６月 同社 取締役 専務執行役員

平成21年４月 同社 取締役

平成21年６月 同社 常勤顧問

平成22年４月 同社 非常勤顧問

平成22年６月 当社 監査役(現任)

平成22年６月 ㈱エー・ディー・エステート 監査

役(現任)

監査役 ― 鈴木　龍介 昭和41年９月17日

平成５年１月 司法書士 登録

(注）４ ―

平成12年４月 行政書士 登録

平成18年12月 司法書士法人鈴木事務所 代表社員

(現任)

平成20年６月 リスクモンスター㈱ 監査役(現任)

平成23年６月 当社 監査役(現任)

計 79,464

(注) １　取締役本多正憲は、社外取締役であります。

２　監査役原川民男、蝦名卓、勝俣宏、鈴木龍介は、社外監査役であります。
３ 監査役原川民男、蝦名卓、鈴木龍介は、大阪証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるお

それのない独立役員であります。
４　取締役の任期は、平成25年６月27日開催の定時株主総会終結のときから平成26年３月期に係る定時株主総会

終結のときまでであります。
５　監査役の任期は、平成23年６月29日開催の定時株主総会終結のときから平成27年３月期に係る定時株主総会

終結のときまでであります。
６　当社は、平成20年３月13日開催の取締役会において、業務内マネジメント体制の充実を目的として執行役員

制度の導入を決議しており、平成25年６月27日時点で２名が執行役員であります。なお、執行役員は従業員
の最高職位として位置づけられ、取締役と執行役員の兼務者はおりません。

７　所有株式数は平成25年３月31日現在の株数であります。
８　当社は平成25年５月１日付で普通株式１株につき４株の株式分割を行っております。
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(訂正後)

第一部 【企業情報】

　第２ 【事業の状況】

　　　　５ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成25年５月14日開催の取締役会において、当社のプロパティマネジメント事業を当社の連結

子会社である株式会社エー・ディー・リモデリングに会社分割により移管する決議を行い、平成25年５月

14日に、株式会社エー・ディー・リモデリングと吸収分割に関する契約を締結いたしました。

会社分割の概要は、以下のとおりであります。

(1) 会社分割の目的

当社は、主に個人富裕層のお客様を対象として、収益不動産の仕入・バリューアップ・販売、売却後

のプロパティマネジメントや資産コンサルティングまで、個人富裕層の方々のニーズに基づいたワンス

トップサービスを提供しております。

　この度当社は、プロパティマネジメント事業部門を分割し、当社の完全子会社である株式会社エー・

ディー・リモデリングに承継することを決定いたしました。また、株式会社エー・ディー・リモデリン

グは、７月１日に株式会社エー・ディー・パートナーズと商号を変え、個人富裕層のお客様の収益不動

産の経営管理をサポートするマネジメント専門会社へと生まれ変わります。

　この会社分割により、資産活用・不動産経営に関するコンサルティングを行うアセット・コンサル

ティング事業部や収益不動産の提供を行うアセット・ソリューション事業部とのシナジー効果を発揮し

ながら、より専門的で高品質なサービスを提供することが可能になると考えております。

　
(2) 会社分割の方法

当社を分割会社とし、株式会社エー・ディー・リモデリングを承継会社とする吸収分割（簡易分割）

です。

　
(3) 会社分割の期日

平成25年７月１日

　
(4) 分割に際して発行する株式及び割当

本吸収分割に係る株式その他の財産の割当てはありません。

　
(5) 分割するプロパティマネジメント事業の経営成績

売上高　　404百万円

　
(6) 分割する資産・負債の状況(平成25年３月31日現在)

資産 金額(百万円) 負債 金額(百万円)

流動資産 178 流動負債 178

合計 178 合計 178

なお、分割する資産および負債については、平成25年３月31日現在の貸借対照表その他同日現在の計

算を基準とし、これに分割効力発生日の前日までの増減を加減して確定いたします。

　

EDINET提出書類

株式会社エー・ディー・ワークス(E04078)

訂正有価証券報告書

6/9



(8) 株式会社エー・ディー・リモデリングの概要

代表者             代表取締役社長 田中秀夫

住所               東京都千代田区内幸町一丁目１番７号

資本金             40百万円(平成25年３月31日現在)

事業内容           総合居住用不動産事業

業績等             平成25年３月期

                   売上高       658百万円

                   経常損失    △74 〃

                   当期純損失  △46 〃

                   純資産      △17 〃
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　第４ 【提出会社の状況】

　　　　５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式

数(株)

代表

取締役社長
― 田中　秀夫 昭和25年２月７日

昭和48年４月 西武不動産㈱ 入社

(注)４ 77,024

平成３年７月 田中不動産事務所 開業

平成４年10月 ㈱ハウスポート西洋（現 みずほ信不動産

販売㈱） 入社

平成５年３月 当社　取締役

平成７年２月 当社　代表取締役社長(現任)

平成23年2月 ㈱エー・ディー・リモデリング代表取締

役社長

平成23年６月 ㈱エー・ディー・エステート代表取締役

会長(兼)社長

平成25年５月 ㈱エー・ディー・リモデリング代表取締

役会長(現任)

㈱エー・ディー・エステート代表取締役

社長(現任)

専務

取締役
― 米津　正五 昭和24年11月７日

昭和48年４月 野村不動産㈱ 入社

(注)４ 200

平成６年６月 野村不動産㈱ 名古屋支店長

平成９年６月 同社 取締役

平成10年４月 同社 関西事業本部長(兼)大阪支店長

平成13年４月 野村不動産アーバンネット㈱常務取締役

平成16年６月 同社 専務取締役

平成20年４月 同社 代表取締役(兼)専務執行役員

平成22年４月 同社 顧問

平成22年11月 当社 顧問

平成23年６月 当社 常務取締役 アセット・コンサル

ティング事業部担当

平成24年６月 ㈱エー・ディー・エステート専務取締役

㈱エー・ディー・リモデリング　専務取

締役

平成25年５月 ㈱エー・ディー・リモデリング　代表取

締役社長(現任)

平成25年６月 当社 専務取締役(現任)

取締役

最高財務

責任者

CFO

細谷　佳津年 昭和40年12月16日

平成２年４月 国際興業㈱ 入社

(注)４ 1,000

平成14年９月 ㈱ギャガ・コミュニケーションズ　入社

平成15年６月 生駒シービー・リチャードエリス㈱（現

シービーアールイー㈱） 入社

平成17年４月 同社 経営管理部ジェネラルマネージャー

平成18年４月 同社 財務経理部部長

平成21年９月 当社 管理部長

平成22年４月 当社 執行役員 最高財務責任者CFO(兼)経

営管理部長

平成22年４月 ㈱エー・ディー・エステート 取締役(現

任)

平成23年２月 ㈱エー・ディー・リモデリング　取締役

(現任)

平成23年６月 当社 取締役 最高財務責任者CFO(兼)経営

管理部長(現任)

取締役 ― 本多　正憲 昭和24年８月19日

昭和48年４月 住友海上火災保険㈱（現三井住友海上火

災保険㈱） 入社

(注)４ 1,200

平成元年２月 シティバンクエヌ・エイ 入社

平成３年１月 オリコ生命㈱（現ピーシーエー生命保険

㈱） 入社

平成９年３月 ㈱野村総合研究所 入社

平成13年６月 当社 取締役(現任)

平成15年４月 日本大学大学院基礎科学研究科　非常勤

講師(現任)

平成18年４月 東京情報大学総合情報学部環境学科　非

常勤講師(現任)

平成20年12月 東京大学大学院 数理科学研究科 非常勤

講師(現任)

平成21年10月 ㈱エー・ディー・エステート取締役

平成23年２月 ㈱エー・ディー・リモデリング取締役(現

任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

監査役

（常勤）
― 原川　民男 昭和25年６月16日

昭和49年４月 住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀

行㈱) 入社

(注)５ ―

平成７年８月 同社 奈良西大寺支店長

平成９年６月 同社 新宿支店長

平成10年６月 同社 事務推進部長

平成13年６月 同社 福岡支店長

平成15年６月 ビジネクスト㈱取締役社長

平成19年６月 住信ビジネスサービス㈱取締役常

務執行役員

平成20年６月 ライフ住宅ローン㈱(現三井住友ト

ラスト・ローン＆ファイナンス㈱)

監査役

平成22年10月 住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀

行㈱) 調査部審議役

平成24年６月 当社 監査役(現任)

監査役 ― 蝦名　卓 昭和37年２月26日

昭和59年４月 安田生命保険相互会社(現明治安田

生命保険相互会社) 入社

(注)５ ―

昭和63年10月 中央新光監査法人(現みすず監査法

人) 入所

平成元年10月 監査法人加藤事務所 入所

平成４年３月 公認会計士 登録

平成７年７月 ㈱ジャフコ 入社

平成12年５月 蝦名公認会計士事務所 代表(現任)

平成12年５月 ㈱データコム 監査役(現任)

平成15年12月 ㈱ユナイテッド・フレグランス・

オブ・インターナショナル 監査役

平成17年４月 マイクロバイオ㈱　監査役(現任)

平成17年６月 当社 監査役(現任)

平成18年10月 ㈱エイタロウソフト 監査役(現任)

平成18年12月 ジェイモードエンタープライズ

㈱　監査役(現任)

平成20年12月 ㈱スプリックス 監査役(現任)

監査役 ― 勝俣　宏 昭和20年８月13日

昭和44年４月 東急不動産㈱ 入社

(注)５ 40

平成７年６月 東急リバブル㈱ 取締役

平成13年６月 同社 常務取締役

平成14年４月 東急リバブルスタッフ㈱ 取締役

平成17年４月 東急リバブル㈱ ソリューション事

業本部長委嘱

平成17年６月 同社 取締役 常務執行役員

平成19年６月 同社 取締役 専務執行役員

平成21年４月 同社 取締役

平成21年６月 同社 常勤顧問

平成22年４月 同社 非常勤顧問

平成22年６月 当社 監査役(現任)

平成22年６月 ㈱エー・ディー・エステート 監査

役(現任)

監査役 ― 鈴木　龍介 昭和41年９月17日

平成５年１月 司法書士 登録

(注）５ ―

平成12年４月 行政書士 登録

平成18年12月 司法書士法人鈴木事務所 代表社員

(現任)

平成20年６月 リスクモンスター㈱ 監査役(現任)

平成23年６月 当社 監査役(現任)

計 79,464

(注) １　取締役本多正憲は、社外取締役であります。

２　監査役原川民男、蝦名卓、勝俣宏、鈴木龍介は、社外監査役であります。
３ 監査役原川民男、蝦名卓、鈴木龍介は、大阪証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるお

それのない独立役員であります。
４　取締役の任期は、平成25年６月27日開催の定時株主総会終結のときから平成26年３月期に係る定時株主総会

終結のときまでであります。
５　監査役の任期は、平成23年６月29日開催の定時株主総会終結のときから平成27年３月期に係る定時株主総会

終結のときまでであります。
６　当社は、平成20年３月13日開催の取締役会において、業務内マネジメント体制の充実を目的として執行役員

制度の導入を決議しており、平成25年６月27日時点で２名が執行役員であります。なお、執行役員は従業員
の最高職位として位置づけられ、取締役と執行役員の兼務者はおりません。

７　所有株式数は平成25年３月31日現在の株数であります。
８　当社は平成25年５月１日付で普通株式１株につき４株の株式分割を行っております。
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