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平成 18 年２月 17 日 

平成 17 年 12 月期      決算短信（連結） 
上場会社名 株式会社 リプラス               上場取引所     東証マザーズ 
コード番号 ８９３６                    本社所在都道府県  東京都 
（URL http://www.re-plus.co.jp） 
代 表 者 役職名  代表取締役社長 氏名 姜 裕文 
問 合 せ 先 役職名  経営企画部長  氏名 梶山 素子   TEL 03-5510-7614 
決算取締役会開催日   平成 18 年２月 17 日 
米国会計基準採用の有無 無 
 
1. 平成 17 年 12 月期の連結業績 （平成 17 年 1 月 1日～平成 17年 12 月 31 日） 
（1） 連結経営成績                               （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

17 年 12 月期 5,982     － 1,602     － 1,447     － 
16 年 12 月期 －     － －     － －     － 

 

 当期純利益 
1 株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

株主資本 
当期純利益率

総資本 
経常利益率 

売上高 
経常利益率

 百万円  ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17 年 12 月期 677   － 7,993 50 7,282 78 9.2 12.0 24.2 
16 年 12 月期 －   － － － － － － － － 

（注）①持分法投資損益    平成 17 年 12 月期 － 百万円   平成 16 年 12 月期 － 百万円 

②期中平均株式数（連結）平成 17 年 12 月期 84,782 株    平成 16 年 12 月期 － 株 

なお、平成 17 年 12 月期の期中平均株式数（連結）につきましては、平成 17 年 5月 20 日に効力が発生した株

式分割（１対３）後の株数を基に、期首に株式分割が行われたものとして算出しております。 

   ③会計処理の方法の変更 無 

   ④当社は平成 17 年 12 月期が連結財務諸表作成の初年度であるため、前連結会計年度及び対前年同期増減率の記

載を行っておりません。 

（2） 連結財政状態                               （百万円未満切捨） 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

17 年 12 月期 12,112 7,388 61.0 79,700  25 
16 年 12 月期 －    －   －  －  － 

(注)期末発行済株式数（連結） 平成 17 年 12 月期 92,698 株    平成 16 年 12 月期 － 株 

（3） 連結キャッシュ・フローの状況                       （百万円未満切捨） 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

17 年 12 月期 △526 △5,964 8,036 2,206 
16 年 12 月期 － － － － 

（4） 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
連結子会社数 ２社 持分法適用非連結子会社数 － 社 持分法適用関連会社数 － 社 

（5） 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
連結（新規） ２社 （除外） － 社    持分法（新規） － 社 （除外） － 社 

2. 平成 18 年 12 月期の連結業績予想（平成 18 年 1月 1日～平成 18 年 12 月 31 日） 
 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中間期 5,000 1,000 450 
通 期 12,000 2,800 1,200 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)4,291 円 20 銭 

※上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要

素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合がありますので、この

業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことはお差し控えください。 

なお、平成 18 年 12 月期（予想）の１株当たり当期純利益は、平成 18 年２月 20 日に効力が発生する株式分割（１

対３）後の株数を基に、期首に株式分割が行われたものとして算出しております。 
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１．企業集団の状況 
（１）企業集団の概況 

当企業集団（当社及び当社の関係会社）は、当社、リプラス・リート・マネジメント株式会社（出資

比率 71.0％）、リプラス・インベストメンツ株式会社（出資比率 100.0％）及び株式会社リプラス・チ

ャイナ・アセットマネジメント（出資比率 65.0％）の４社で構成されており、不動産ファンドのアセッ

トマネジメント事業と賃貸住宅の滞納家賃保証サービス提供事業を中心に展開しております。 
なお、当連結会計年度においては、株式会社リプラス・チャイナ・アセットマネジメントは重要性が

乏しいため連結の範囲に含めておりません。 
 
①賃貸サポート事業（賃貸住宅の滞納家賃保証事業） 
当企業集団は、不動産賃貸借契約に関わる滞納家賃保証システムの提供及び賃貸住宅管理会社の

家賃回収業務等の業務受託を行う事業を行っております。 
当企業集団は、賃貸住宅管理会社に対し、賃借人の入居審査から家賃の入金管理・集金督促まで

の業務フローを一括して引き受けるサービスを提供することにより、賃貸住宅管理会社のアウトソ

ーシング先として業務提携を行い、包括的に当社の保証システムを利用する賃貸住宅管理会社を確

保することを目指しております。これにより業務提携を行った賃貸住宅管理会社が賃借人に対して

当社に代わって当社の保証サービスの利用を促進することで、当社の保証システムの浸透・拡大ス

ピードの加速を図っております。 
賃貸サポート事業は、その商品設計、サービス内容の拡充を通じて、最終的には家賃の回収イン

フラたる位置づけを目指しています。 
 
②ホフ事業（不動産ファンドのアセットマネジメント事業） 
当企業集団は、機関投資家等の資金を不動産を通じて運用支援するアセットマネジメント事業を

行っております。 
日本国内での運用に関しては、投資対象を賃貸住宅にフォーカスし、そのユーザーニーズに応じ

て、「都心アッパーミドル」「駅近ワンルーム」「郊外ファミリー」の三つのタイプに分類し、更に東

京都心部のみならず全国地方中核都市の都心部に渡って分散投資を行うことにより、ミドルリター

ンで安定した運用を行っております。 
また、当社の特徴としては①不動産の再生・開発による付加価値向上を投資収益確保の手法とす

る再生・開発型投資、②物件を機動的に獲得し、物件の修繕・客付けを行い REIT（不動産投資信
託）として投資適格物件へと生まれ変わらせるためのウェアハウジングファンド、③当社のこれま

での私募運用での実績を更に拡大させていく事業としての REIT を目指す、という三つのフェーズ
で運用を行っております。更に、投資対象地域も、より一層の安定化を目指して、東京への集中度

合いを引き下げ、全国分散投資のアレンジを行っております。その際には、賃貸サポート事業を通

じたリレーションを活用しております。 
なお、①と②は当社が、③は連結子会社であるリプラス・リート・マネジメント株式会社がサー

ビスを提供しております。 
一方、株式会社リプラス・チャイナ・アセットマネジメントにおいては、より一層のリスクをと

ることで、より高いリターンを求める投資家のニーズに答えていくために、中国の不動産を通じた

資金運用サービスの提供を目指しております。中国経済の中心地域におけるオフィス・商業施設な

どを投資対象としたポートフォリオ構築を行うことにより、一定のリスクを許容した上で、アップ

サイドを狙う運用スタイルを提供します。 
また、平成 17年４月 27日に設立したリプラス・インベストメンツ株式会社では、不動産関連の
仲介業、保険代理店業を行うことにより、当企業集団の投資サービスの向上を目指しております。 
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関係会社の状況 
名称 住所 資本金（千円） 主要な事業内容 

議決権の所有又は

被所有割合（％） 
関係内容 

リプラス・リー

ト・マネジメント

株式会社 

東京都千代田区霞

が関三丁目２番５

号霞が関ビル 26F 

300,000 
REIT 運営を目的と

した資産運用会社
71.0％ 

当社の取締役 2名

及び従業員 1名が

役員を兼務してお

ります。 

リプラス・インベ

ストメンツ株式会

社 

東京都千代田区霞

が関三丁目２番５

号 

10,000
不動産の管理業 

不動産仲介業 
100.0％ 

当社の取締役 2名

及び従業員 2名が

役員を兼務してお

ります。 

株式会社リプラ

ス・チャイナ・ア

セットマネジメン

ト 

東京都千代田区霞

が関三丁目２番５

号 

100,000

中国国内の不動産

資産を対象とする

資金運用支援事業

65.0％ 

当社の取締役 1名

と従業員 2名が役

員を兼務しており

ます。 

 

 

（２）企業集団の事業系統図 
当企業集団を図表に示すと以下のとおりであります。 

 
 

 

情報の共有化 

収益の重層化 

㈱リプラス 

保証料 
提携 運用手数料 

匿名組合出資 

利益分配 

 

家賃滞納時 
代位弁済 

 ホフ事業  賃貸サポ－ト事業 

●概  要：不動産ファンドの 
アセットマネジメント 

（連結子会社） 
リプラス・リート・マネジメント㈱ 
リプラス・インベストメンツ㈱ 
（非連結子会社） 
㈱リプラス・チャイナ・アセットマネジメント

●概  要：賃貸住宅の滞納家賃保証 
サービスの提供 

賃貸住宅管理会社 機関投資家等 SPC 

 

不動産賃借人 

資産運用提案・

アレンジ 

当社サービスの紹介



- 4 - 

２．経営方針 
（１）会社の経営の基本方針 

当企業集団は、賃貸住宅市場に基盤をおく二つの事業から成り立っております。不動産ファンドのア

セットマネジメント事業（以下、「ホフ事業」という。）及び賃貸住宅の滞納家賃保証事業（以下、「賃

貸サポート事業」という。）です。 
この二つの事業は、ともに独自のポジションを持つのみならず、成長ポテンシャルの大きな事業だと

認識しております。したがって、この両事業を真に影響力を持つ事業として育て上げることを経営の基

本方針として掲げております。 
 
専門性をもったチーム、自立的成長をする組織、それがリプラスの拠って立つ基盤です。 
■働くプライドを持つ 

１：社会的意義が認められる事業領域で活動していること 

２：存在感を高め続ける競争力を保有すること 

３：継続した成長をもたらし続ける実行力を保有すること 

  
■尊敬される存在になる 

１：お客様から信頼されていること、頼りにされていること 

２：圧倒的な No.1 プレイヤーとしての存在感を保有していること 

３：高い成長率・収益率を株主に示し続けること 

 

この二つをキーワードとして、我々が保有する専門性を確実に育み、ユニークさを持った組織体を築

き上げていく所存であります。 

 
（２）会社の利益配分に関する基本方針 

当企業集団は利益配分につきましては、経営の最重要課題としてとらえ、将来の事業展開と経営基盤

の強化に備え企業体質の強化を図るため内部留保資金を確保しつつ、各期の経営成績を考慮に入れて配

当を行うことを基本方針としております。 

しばらくの期間は既存領域は当然のこと、周辺領域にも魅力的な事業機会が存在する、または発見で

きると考え、更なる成長への事業投資を行うことを第一優先におきます。 

当社は設立間もないことから、上記方針に基づき、将来の事業展開に備えるため配当を行っておりま

せん。 

 

（３）投資単位の引き下げに関する基本方針 
株式投資単位の引下げは、個人投資家の株式市場への参加を促進し、株式の流動性及び投資家層の拡

大を図る有用な施策であると考えます。また、株主数の増大を促すことにより、現在の経営に対する監

視・コントロール力を高めることができると考えております。当社では、平成 17 年２月 14 日開催の取

締役会において、平成 17 年３月 31 日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の

所有株式数を、１株につき３株の割合をもって分割することを決議し、平成 17年５月 20 日付で効力が

発生しております。また、平成 17 年 11 月 18 日開催の取締役会において、平成 17 年 12 月 31 日（ただ

し、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成 17 年 12 月 30 日）最終の株主名簿及び実質

株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、１株につき３株の割合をもって分割することを

決議し、平成 18 年２月 20 日付で効力が発生いたします。 

 

（４）目標とする経営指標 
当企業集団は成長過程にあり、期間業績を比較するに足る十分な財務数値が得られにくいため、具体

的な経営指標を経営の判断基準として掲げることに代えて、二つの事業のそれぞれにおいて、以下の数

値を事業の進捗度合いを測定する基準としてとらえております。 

①ホフ事業 

中長期保有型の不動産ファンド運営においては、その管理下資産（Asset Under Management、

以下「AUM」という。）の推移が収益基盤の構築レベルと相関することから、AUM の増大に努めて

おります。 

②賃貸サポート事業 

保証契約に基づく保証料収入に収益基盤をおく滞納家賃保証システムにおいては、その新規の

契約件数の推移が収益基盤の構築レベルと相関することから、契約件数の増加に努めておりま

す。 
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（５）中長期的な会社の経営戦略 
当企業集団においては、二つの事業基盤を確固たるものとすることが最大の優先課題となります。具

体的には、ホフ事業においては、資産規模を積み上げ、上場 REIT も含めた住居系ファンドとして、そ

の運用資産規模で第一位の地位を固め、結果として機関投資家から見て信頼のおけるファンドマネジャ

ーたることを目指します。また、賃貸サポート事業においては、当社の滞納家賃保証システムの利用率

を 50％以上になるように浸透を図り、必要になる商品枠組みの拡充を行いながら家賃回収のインフラと

しての地位を獲得することを目指します。 

また、当企業集団のマネジメントの特徴は、構造変革が起きつつある市場において、その構造的な歪

みをいち早くとらえる能力にあります。そして、そういった市場の構造的な歪みに基づき成長する事業

とその成長を支える組織能力の培養が、リプラスの本業だと定義しております。なお、今後そのような

観点に基づき、株主資本の効率的な活用をもたらす事業領域の拡大を行う可能性はあります。 

 
（６）会社の対処すべき課題 

当企業集団におきましては、現在のところ各事業の業績は比較的順調に推移しております。しかし、

まだその目標とするところに対しては、事業のステージとして始まったばかりの段階であるため、事業

枠組みの整備、商品開発の進展を通じて、全体構想を明確にすること、そして加速している成長を支え

る組織能力の拡充・強化を行うことが求められていると考えております。 

 

１．事業枠組みの整備、商品開発の進展 

（ホフ事業） 

１）REIT 事業の外部成長を補完する仕組みの構築 

REIT 事業にとっての競争力は、その外部成長を行う力に、まずは存在すると考えておりま

す。したがって、その外部成長を支えるための仕組みづくりを強化する必要があると考えて

おります。 

Ａ：物件を継続的に取得するパートナーシップネットワークの構築 

REIT 適格物件を継続的に取得していくために、全国規模での様々な地場デヴェロッパー

との提携を進めてきましたが、引き続き、この提携網の拡大を推進していきます。 

Ｂ：都心部における再生・開発型プロジェクトの拡大 

地場デヴェロッパーとの提携ではカバーできない東京都心部においては、当社自身がそ

のプロジェクトマネジメント・コンストラクションマネジメントを行う再生・開発を外部

投資家と共同で進めております。このことにより、都心部における不動産価格の上昇の影

響を受けにくい独自の物件確保を行っていきます。 

（賃貸サポート事業） 

１）賃貸住宅管理会社との業務連携のレベルの向上 

営業本部内に営業推進室を設置しました。賃貸住宅管理会社との家賃に関する各種の業務

プロセスのマッチングレベルの向上に専念することにより、家賃回収インフラとしての各賃

貸住宅管理会社固有のプロセスとの親和性向上を目指し、浸透率の向上を目指していきます。 

２）原状回復保証の取り込み 

敷金制度を完全に撤廃するには、原状回復保証を取り込むことが不可欠だと考えておりま

す。そのために、原状回復保証の試行的な導入・商品設計を推進していきます。 

３）エリア展開 

  これまで政令指定都市を中心に戦略的に有益と認められる地域、あるいは当社の滞納家賃

保証システムがその地域の賃貸契約の商習慣上、有益と認められる地域、大手賃貸住宅管理

会社との事業提携を進めるために前提となる地域に出店してまいりました。引き続き、囲い

込み戸数を増やし、当事業の競争優位性を高めるために支店を開設していく方針であります。 

 

２．組織能力の拡充・強化 

（ホフ事業） 

１）アクイジション 

現在、当社に持ち込まれる不動産物件情報の数は、飛躍的に増大し始めております。一方、

各エリアにおいて濃淡の差はあれ、不動産価格の上昇が観察されます。また、当社向けに物

件を建築するパートナーも増大し始めました。こういった環境の中、より安定して計画的に

物件のファンド組み込みを行うためのデューデリジェンス能力の更なる強化を行っていく

方針であります。 
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２）企画・コンストラクションマネジメント 

遂行するプロジェクトの数が増え、また、取材申し込みなども増え始めました。このよう

な活動領域の拡大に伴い、社内の各プロデューサーが効率的に動ける勤務環境整備やアシス

タントの採用を増強していく方針であります。 

３）ストラクチャードファイナンス 

顧客たる機関投資家が増大し始めたのに伴い、レポーティングをはじめとする機関投資家

に対する各種サービスの拡充が必須となっております。また、ノンリコースローン調達額も

増大し続けるのみならず、その手法も広がり始めております。このような各種のストラクチ

ャードファイナンスを実行していくためには、特にデットファイナンスの枠組みを進化させ

ると同時に、毎月の決済を担っていくラインの増加が求められています。業務効率化と採用

の両建てで処理能力の増強を図っていく方針であります。 

４）アセットマネジメント 

AUM の増大は、そのキャッシュ・フローを管理する対象たる不動産資産の拡大を意味しま

す。当社内部におけるアセットマネージャーの増員が順調に進んでいる中で、各 PM（物件管

理）会社と協働していくネットワークをより強固なものにしていく方針であります。 

（賃貸サポート事業） 

１）営業 

様々な賃貸住宅管理会社内部における入金処理プロセスに対する知見を深め、提案営業の

質を高めていくことが必須です。そのために、ターゲットタイプ別の営業チームを組成する

と同時に、各営業エリアをまたがるナレッジの共有を更に強化していき、また、エリア間に

おける人員の交流のレベルも引き上げていく方針であります。 

２）申し込み受付 

一日当たりの審査申し込みが増大し続けております。この申し込みを安定的に処理すべく、

人員の増大を図ると同時に、FAX 処理から入力といった一連の流れを自働化していく方針で

あります。 

３）業務処理 

契約件数が増大し続けるのに伴い、業務処理が複雑性さを増してきました。基幹システム

の刷新と同時に行われた部門改革を継続的に行い効率化を図っていく方針であります。 

４）顧客管理 

対象エリアが増大し続けております。家賃遅延対応のシステム化を確立するためには、エ

リアに関わらず安定した質の遅延対応を行う必要性があります。新規の採用を継続して行う

と同時に、各エリアにおける判断・遂行能力を高めていくためのマネージャー層の大幅な拡

充を図っていく方針であります。 

５）外部露出 

賃貸住宅管理業界における存在感が生まれ始めております。当社のプレゼンスに統一感を

もたせるために、各種の PR や資料などの質・方向性を揃えていくと同時にプロモーション

手法の多様化に取り組む方針であります。 

（経営管理本部） 

各事業の遂行能力を高めていくために、全社の経営状況の把握能力も拡充・強化する必要

があると考えております。具体的には、人事・経理・総務面はもちろんのこと、財務・経営

企画といった側面に関しての加速度的な強化を図っていく方針であります。 

 

３．組織文化の構築 

業容の急拡大に伴い、新規採用のペースが加速しております。歴史の浅い会社のため、どのよ

うな DNA、組織文化、価値観を構築していくのかという内部コンセンサスが成長を維持するために

は不可欠です。社内における議論を深め、当社の文化を体現するマネージャー層の確立を通じて、

組織文化の構築を行っていく方針であります。そのために、四半期毎の社員個別の人事評価、中期

的なキャリアプランの設定、内部研修制度の拡充といった点に注力しております。また、事業を通

じて何を目指すのかに関する共有の徹底を図っております。また、顧客に対しての誠実性・信頼感

の向上を常に各現場において意識し続ける文化の構築を目指します。 

（ホフ事業） 

顧客たる機関投資家に対してのサービスレベル・信頼の向上を目指して、レポーティング・各

種問い合わせなどの対応、リスクの開示の徹底などに関するレベルの向上を目指します。 
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（賃貸サポート事業） 

賃借人・賃貸人の双方から見てより信頼のおける体制の構築を目指して、更なる信用補完体制

の充実、内部の法令遵守体制の確立を行うと同時に、その内実について積極的に賃借人・賃貸人

とコミュニケーションを図って行くことが必要だと考えております。 

 

（７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

当社は、まだ社歴の浅く、成長途上の会社です。そういった中でオペレーションの効率性の向上、経

営の規律・組織文化の構築を両立するために、コーポレート・ガバナンスに関しては、以下の６点に特

に注力しております。 

 

１．執行と経営の監視の分離 

現在の取締役会は、社内より２名、社外より４名という構成になっております。社内からは、CEO 及

び CFO が取締役会に参加しております。社外からは、事業の迅速な立ち上げを期して先端的な金融サー

ビスの開発に関する造詣を期待して１名、事業立ち上げ期の事業リスクのコントロールを期待して１名、

ファンド事業などの急速な拡大に伴いその運営に対する知見を充実させるため、オルタナティブ投資業

界の動向に詳しい者が１名、人員数・事業領域の急速な拡大に対応するため、複雑化した大規模組織の

特に人事面・総務面のマネジメントの経験を深く持つ者が１名の計４名が参加しております。 

CEO、CFO の２名の社内取締役、金融サービスの開発・ファンド運営・事業リスクコントロール・大規

模組織のマネジメントといった４つの分野に長けた４名の社外取締役の合計６名の構成により、急成長

の舵取りをより高次元で行える取締役会の確立へ繋げたいと考えております。 

なお、取締役会の中における議論の活性化・緊張感を維持するため、取締役の任期は１年としており

ます。 

 

２．執行役員会の充実 

平成 16 年 9月に意思決定・監督と執行の分離を図るため、執行役員制度を導入いたしました。このこ

とにより、取締役会の機能である、経営の基本方針・戦略の策定及び業務の監督という側面の明確化と

同時に、業務執行の効率性の向上を目指しております。現在、当社の事業を遂行するために必要となる

各専門能力毎に現在５名の執行役員が選任されております。 

 

３．監査役会の充実 

当社は商法上の中会社であり、監査役の法定員数は１名でありますが、３名の社外監査役を選任し、

取締役会の業務執行の監視強化を図っております。現在の監査役は、公開企業としての内部統制のスペ

シャリスト、財務のスペシャリスト、法務のスペシャリストの３名から構成されております。本構成に

より、内部統制・財務・法務の面からの急成長を支える監査機能の強化が図れると考えております。 

 

４．独立監査人 

当社は、平成 17 年４月に、今後の業容拡大に効率よく対応するため、これまでのノイエスト公認会計

士共同事務所から中央青山監査法人へと公認会計士等を異動し、新たに監査契約を締結し、監査を受け

ております。 

 

５．内部監査機能の充実 

当企業集団においては、CEO 直属の内部監査室を設置しております。この内部監査室による定期・不

定期の社内監査を通じて、コンプライアンス・業務執行レベルの改善を図っております。内部監査室の

質・量ともに充実を図りつつあり、不正予防のみならず業務改善の促進といった機能をも果たし始めて

おります。また、監査役、監査人と連携をとることで、内部監査室の業務遂行を円滑ならしめておりま

す。 

 

なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。 

 

６．コンプライアンスオフィサーの設置 

当社においては、CEO 直属のコンプライアンスオフィサーを設置しております。社内の対内的・対外

的な各プロセスにおけるコンプライアンスのチェックをすると同時に、コンプライアンスに関する社内

への啓蒙活動を行っております。 
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（８）親会社等に関する事項 

平成 17 年 12 月 31 日現在親会社を有しておりません。 

 

（９）関連当事者との取引に関する基本的な考え方 

新たに関連当事者との取引については行わない方針であります。 

 

（10）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

 

３．経営成績及び財政状態（平成 17 年 1 月 1日～平成 17 年 12 月 31 日） 

（１）経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の拡大を背景とする輸出の増加や企業業績回復

を背景とした堅調な設備投資、雇用・所得環境の改善を背景とした底堅い個人消費がかみ合い、平

成16年後半から続いていた景気の「踊り場」的状況を抜け出し、景気は穏やかながらも回復基調を

辿りました。高止まる原油価格やこれまで景気浮揚の牽引となったアメリカ経済の減速のほか、金

融の量的緩和の解除が議論されるなどの懸念材料があるとはいえ、景気拡大基調は継続していくも

のと考えられます。 

当社の所属する不動産業界におきましては、平成17年の公示地価が全国平均で14年連続マイナス

となったものの、不動産投資の拡大などにより、長らく続いてきた地価下落に歯止めがかかり、特

に都心部においては反転の様相を呈しました。長期金利の上昇や不動産価格の高騰、11月中旬に発

覚した耐震強度偽装事件の余波などの懸念材料はあるものの、当社にとって追い風の状況が続いて

いくものと考えられます。 

このような事業環境の中、当社が営む不動産資産に関わる各種の金融サービスを提供する事業、

具体的には、不動産ファンドのアセットマネジメント事業を営む「ホフ事業」、及び賃貸住宅に関

わる滞納家賃保証システムの提供を営む「賃貸サポート事業」において、収益の拡大と利益の確保

に努めてまいりました。 

ホフ事業は、専門性を持つチーム、差別化された投資戦略が規模拡大と収益性をもたらすモデル

であり、資金運用の信頼機関としてのリーディングポジションを確立することを目標としており、

賃貸サポート事業は、規模が拡大するほど収益率が向上する収益逓増の法則が働くモデルであり、

家賃回収インフラとなることを目標としております。双方ともに賃貸住宅に関わる領域を主たる対

象としており、市場情報・構造に対する理解の高まりに関する補完関係が存在し、両事業間でシナ

ジー効果が発揮されております。 
 

（ホフ事業） 

ホフ事業は、不動産ファンドのアセットマネジメント、すなわち、自己資本をその主たる資金と

して不動産の売買を実行するのではなく、投資家の資金運用を支援することにより運用手数料・成

功報酬などを受け取る事業であります。したがって、リプラスという成長途上の企業のバランスシ

ートに実質的な制約を受けずに、規模拡大を図ることができます。 

不動産金融事業のプレイヤーとしての当社の特徴は、１）安定的かつ継続的な収益の拡大を目指

しており、賃貸住宅を主たる対象とし、投資物件の転売によるキャピタル・ゲインよりも中期的な

安定配当をもたらす家賃収入に着目するという投資スタンスを取っていること、２）収益物件のみ

ならず不動産の再生・付加価値向上を投資収益確保の手法に組み込んでいることにより、崩れにく

い収益基盤を確保しやすいこと、の２つがあります。 

 

当連結会計年度における具体的な取り組みは以下のとおりであります。 

１）賃貸住宅のポートフォリオ構築 

従来の他社に見られる収益物件の組み込み分野においては、優良物件の取得競争が激しく

なっておりますが、賃貸サポート事業における提携先はじめ新たな物件取得ルートを確保で

きたことなどから、また再生・開発型の投資においては、物件の事前デューデリジェンス・

建築確認申請ノウハウなどにおいて特殊な知見が必要とされるため、他社と競合しない物件

獲得が実行できております。具体的には投資対象資産を賃貸住宅に特化し、更にそれをユー

ザーニーズから主に３つの市場―①都心部コンパクトタイプ、②駅近ワンルーム、③郊外フ

ァミリー―に分類し、これらにより資産の分散と地域分散というポートフォリオの構築が進
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んでおります。 

２）持ち続ける資産 

当社の AUM（管理下資産）に入った資産のうち、今までに転売を実行した資産は、数パー

セントに留まっております。また、複数の国内年金基金をはじめとする中長期保有を通じて

家賃収入に基づく配当確保を目的とする機関投資家を獲得しております。 

３）REIT（不動産投資信託）事業の立ち上げ 

当社は、継続的に拡大し続ける事業を志向しております。したがって、REIT という器を事

業枠組みの中に保有することで、AUM の途切れない増大を行う形への移行を目指しておりま

す。平成 17 年２月に設立した、連結子会社であるリプラス・リート・マネジメント株式会

社は、同年７月に国土交通省から取引一任代理等認可（国土交通大臣認可第 40 号）を、同

年 10 月に金融庁から「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく投資信託委託業者の

認可（内閣総理大臣認可第 53 号）を取得しました。また、同年 11 月に投資法人としての登

録を完了したリプラス・レジデンシャル投資法人から、その資産運用に関する業務委託を受

けております。リプラス・レジデンシャル投資法人は、平成 17 年 12 月末において、352 億

円の AUM を保有しております。 

４）ウェアハウジングファンドの設置 

REIT に物件を組み込んでいくためには、その前段階として機動的に物件を取得し、大規模

修繕や稼働率改善などの必要な調整を施した上で、送り出すウェアハウジング＝倉庫のよう

な役割をした器が必要になります。平成 17 年 11 月に銀行・保険会社・年金基金を中心とす

る機関投資家の方々からの出資を仰いで、リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス・ファ

ンドを設定いたしました。このファンドにおいては、同時に最大で 800 億円までの資産を保

有することができ、かつファンドの存続期間において、4,000 億円程度の資産の取得・調整

を行うことが可能となります。 

５）物件を継続的に取得するパートナーシップネットワークの構築 

REIT 適格物件を継続的に取得していくために、全国規模での様々な地場デヴェロッパーと

の提携を推進してきました。各社に当社側の物件取得基準を開示した上で、当社向けの物件

を建築してもらうことにより、物件の確保を進めるものであり、既に業務提携契約を結んだ

デヴェロッパーは５社にのぼります。 

６）追加収益の獲得 

事業の進展の結果生まれてくる事業機会の着実な取り組みも図っていけるステージに達

したと考えております。 

Ａ：リプラス・インベストメンツ株式会社 

ファンド組み込み物件に関わる各種の保険に関わる代理店業務を行います。そして代理

店手数料の着実な取り込みを行います。また、宅建免許を保有する業者として、REIT 適格

物件以外の仲介業務を場合によっては機会主義的に行うこともありうると考えておりま

す。 

Ｂ：株式会社リプラス・チャイナ・アセットマネジメント 

当社が 65％、あすかアセットマネジメントリミテッドグループが 35％出資する、中国

国内不動産を投資対象とした資金運用支援事業を行う子会社です。主として、機関投資家

向けのサービスを行います。 

 

以上より、当連結会計年度末において、AUM 総額で 653 億円を新規で獲得し、923 億円に達しま

した。また、物件取得時のセットアップフィーが新規に獲得されたことに加え、ストック型のアセ

ットマネジメントフィーの基盤も拡大いたしました。 

 

（賃貸サポート事業） 

平成 15 年４月より開始した賃貸サポート事業では、不動産賃貸借契約に関わる滞納家賃保証シ

ステムの提供及び賃貸住宅管理会社の家賃回収業務などの業務受託を行っており、賃貸住宅管理の

業界におけるデコンストラクション（特定の業務に特化した業者が登場することによる業界バリュ

ーチェーンの再構成）の流れの上に位置づけられる事業であります。 

当社の提供する賃貸住宅の滞納家賃保証システムは、被保証者である賃貸住宅入居者へのサー

ビスのみならず、多数の物件を管理する賃貸住宅の管理会社に対するサービス提供の側面を持っ

ております。実際には当社が入居者に直接営業するのではなく賃貸住宅管理会社が入居者に対し
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て当社の保証を紹介することにより契約者の拡大が促進されております。 
 

当連結会計年度における具体的な取り組みは以下のとおりであります。 

１）大手賃貸住宅管理会社との提携 

         滞納家賃保証システムを提供する上で、継続的な保証申込が行われる顧客基盤が必要とな

ります。賃貸住宅の流通において、保証引受件数の増大、優良顧客の獲得、将来の更なる成

長性の確保を目指すべく、大手賃貸住宅管理会社を中心に入居希望者に対するブランド力を

もつ様々な企業との提携を推進しました。 

２）大手集金代行会社との提携（家賃入金管理機能の強化） 

滞納家賃保証事業が、家賃回収インフラへと進化する上で重要なのは、家賃の入金管理サ

ービスを洗練させることにあります。そのために、集金代行業務を提供しているプレイヤー

との提携を推進しました。 

３）大手賃貸住宅管理会社への浸透強化 

事業への参入障壁を築く上で、大手賃貸住宅管理会社における当社サービスの利用度合い

を高めることは有効であります。したがって、新規の開拓営業よりも、当該保証システムの

導入を行った大手賃貸住宅管理会社における、仲介現場店頭での浸透営業に注力しました。 

４）業務処理能力の抜本的な拡充 

賃貸サポート事業における今後の急速な業務量拡大、商品スキームの高度化に対応するた

め、業務システムを全面再構築し、平成 17 年 12 月より稼働しました。今後は、業務カバー

範囲の拡大、各種機能の導入を順次行うことにより、規模の拡大を支えられる体制の構築を

目指していきます。 

 

以上より、当初計画以上に大手賃貸住宅管理会社との提携が進み、囲い込み対象となる住宅の

総数は増え、結果として、前年に比して、大幅に新規獲得件数が増加しております。 

 

この結果、当連結会計年度の売上高は 5,982,919 千円、経常利益は 1,447,879 千円、当期純利益は

677,701 千円となりました。 

 

当連結会計年度の部門別の売上高及び構成比は、以下のとおりとなっております。 

当連結会計年度 期別

 

事業部別 

売上高 

（千円） 

構成比 

（％） 

ホフ事業 3,280,433 54.8 

賃貸サポート事業 2,702,486 45.2 

合計 5,982,919 100.0 

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

（２）財政状態 

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、金融機関からの借入並びに

株式の発行により獲得した資金の一部を、投資有価証券の取得等の投資活動に使用した結果、2,206,293

千円となりました。 

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動により使用した資金は 526,515 千円となりました。 

これは主として税金等調整前当期純利益が 1,391,370 千円計上され、未払金が 479,380 千円、預り金

が 417,060 千円増加したものの、法人税等の支払額が 385,907 千円計上され、売上債権が 1,020,034 千

円、立替金が 798,952 千円、未収入金が 490,723 千円、前渡金が 333,118 千円増加したことによるもの

であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動により使用した資金は 5,964,443 円となりました。 

これは主として投資有価証券の払戻しによる収入が 4,490,220 千円、長期貸付金の回収が 136,000 千
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円あったものの、投資有価証券の取得による支出が 8,790,377 千円、長期貸付けによる支出が 1,272,360

千円、敷金保証金の差入れによる支出が 244,408 千円、有形固定資産の取得による支出が 120,330 千円、

短期貸付金の増加額が 100,294 千円あったことによるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動により獲得した資金は 8,036,562 千円となりました。 

これは主として株式の発行による収入が 5,824,475 千円、短期借入金の増加額が 2,259,100 千円あっ

たことによるものであります。 

 

なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。 
 平成 17 年 12 月期 

自己資本比率 (％) 61.0 

時価ベースの自己資本比率 (％) 989.5 

債務償還年数 (年) ─ 

インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) ─ 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 当社は平成 17 年 12 月期より連結決算を行っておりますので、平成 17 年 12 月期より連結ベ

ースの財務数値により計算しております。 

※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・

フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利

子を払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシ

ュ･フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

※ 債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは営業活動によるキャッシュ・フロー

がマイナスのため記載しておりません。 

 

（３）次期の見通し（平成 18 年 1月 1日～平成 18 年 12 月 31 日） 

当企業集団の事業領域である不動産業界においては、長らく続いてきた地価下落に歯止めがかかり、

今後は東京都心部を中心に地価の上昇、A クラス物件を中心とした賃貸市場の回復、そしてそれらを見

込んだ国内外の新規投資資金の流入が見込めるなど、不動産市況は活況を呈するものと思われます。 

当企業集団ではこのような市場環境の下、ホフ事業においては、REIT 事業の外部成長を補完する仕組

みを構築すべく、全国規模で様々な物件を継続的に取得する地場デヴェロッパーとの更なる提携網の拡

大、地場デヴェロッパーとの提携ではカバーできない東京都心部においては、当社自身が外部投資家と

共同でそのプロジェクトマネジメント・コンストラクションマネジメントを行う再生・開発型プロジェ

クトの拡大を図っていく予定でおります。一方、賃貸サポート事業においては、支店新設によるサービ

スエリアの拡充、原状回復保証などの商品枠組みの拡充を図り、賃貸住宅管理会社や賃貸住宅仲介会社

に向けて、当社滞納家賃保証システム提供サービスの包括利用を働きかけていく予定でおります。また、

ホフ事業における物件獲得において賃貸サポート事業における提携先からの情報提供による AUM積上げ

や、ホフ事業の管理物件への滞納家賃保証システムサービスの利用と、両事業のコラボレーションによ

る相乗効果も見込まれます。 

以上により当企業集団の業績は順調に推移するものと考えております。 

なお、事業拡大による人員増に対応するため本社を移転する予定です。これに伴い 135 百万円を移転

費用などとして特別損失に見込んでおります。 

これを受け、ホフ事業におきましては、平成 18 年度末には 3,200 億円の運用を見込み、6,700 百万円

の売上高を見込んでおります。また、賃貸サポート事業は、平成 18 年度新規獲得件数 148,350 件を見

込み、5,300 百万円の売上高を見込んでおります。 

以上より、平成 18 年度は売上高 12,000 百万円、経常利益 2,800 百万円、当期純利益 1,200 百万円を
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見込んでおります。 

 

(業績予想に関する留意事項) 

この資料に記載されている予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に

不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化等により、これらの予想数値と異なる場合が

ありますので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことはお差し控えください。 

 

４．事業等のリスク 

当企業集団の事業展開上のリスクについて投資家の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる主な事項

には以下のようなものがあります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、

投資判断上あるいは当社の事業活動を理解するうえで重要であると考えられる事項については、投資者

に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性

を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存でありますが、当社株式に関する

投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容もあわせて、慎重に検討したうえで行われる必要

があると考えております。また、以下の記載は当社株式への投資に関連するリスクを全て網羅するもの

ではありませんので、ご留意下さい。 

 

<当社の事業を取り巻く経営環境について（ホフ事業）> 

（1）不動産市況の動向 

不動産市況の動向は当社のビジネスに重要な影響を与えます。不良債権処理や減損会計実施に伴う資産

処分のトレンドは拡大傾向にあり、また特に東京をはじめとする都心部においては、不動産による賃料収

入は比較的堅調な推移を見せています。これにより当社のホフ事業にとっては、良好な外部環境が整って

います。しかし、金利動向や経済状況によっては、不動産市況が低迷することも考えられ、その場合には、

当社の事業遂行に大きな影響を与える可能性があります。 

 

（2）ホフ事業としての特性 

当企業集団では、不動産資産の再生を通じた投資資金の運用支援を行っております。当社は、機関投資

家等のアセットマネージャーとして運用資産残高に応じてアセットマネジメントフィーを受け取るほか、

年間運用利益に応じてインセンティブフィーを受け取っております。不動産ファンドは出資金の元本や収

益を投資家に保証するものではなく、あくまでも自己責任原則が前提となっております。また、種々の案

件については綿密な精査を行い、収益性を勘案して取引を行っております。しかしながら、不動産市況の

低迷や、競争環境の激化によりファンド運用成績が低迷した場合、当社が保証責任等を負うものではあり

ませんが、当社のアセットマネジメント業務に対する評価が下がるリスクがあり、その結果、当社の業績

に影響を与える可能性があります。 

 

（3）競合について 

従来型の資産運用手法の限界に直面した機関投資家のオルタナティブ投資、なかでも不動産関連商品へ

の関心が強く、この分野へのビジネスチャンスは拡大していくものと想定されます。その結果、既存・新

規のファンドマネージャーによる不動産取得意欲が、その強さを増してきております。従来型の大手不動

産会社は既に不動産流動化による資金運用の機会を機関投資家に提供しはじめております。こういった大

手不動産会社は、建築に対する知見、ユーザーニーズに対する理解を持つため、不動産の再生事業を早い

ペースで行うことが想定されます。一方、不動産金融の技術があまり蓄積されていないと考えられ、旧財

閥系の中での証券会社・信託銀行に頼っている点が多い様子が見受けられます。結果として機関投資家か

ら見て、コスト高になっているという指摘もあります。従来型の資金運用支援事業を行っている会社にお

いては、特に新興の不動産ファンド運用会社をはじめとする従来型の不動産金融スキルを持つ会社が不動

産資産の再生にも進出することが想定されます。 

こういった競争環境の下で、将来的に案件の獲得競争や価格競争の激化を通じて当社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

そのようなリスクに対しては、当社の一貫したサービスや組織的・機能的な運営、パートナーとのアラ

イアンス、更に機関投資家との広範かつ親密なネットワークを活用するとともに、手掛ける市場や案件の

選択と集中によって競争力の維持・向上を図っておりますが、競合他社との差別化による優位性が十分に

確立できていない結果となる場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（4）ノンリコース融資の例外となる補償について 

当企業集団が投資家のために投資資産を取得するにあたり、通常、当社は投資家のため SPC（特定目的
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会社）を利用して資産を取得します。その場合、投資家は SPC に対し自己資金の出資を行うとともに、同

SPC が金融機関からのノンリコース条件（貸し手が出資者に対し求償権を持たず、投資対象資産からのキ

ャッシュ・フローのみを元利返済の原資とする条件）のローンにより資金調達を行います。このような資

金調達において、資金の貸し手は、通常前記のノンリコース条件に対する例外として、借り手及び借り手

側の関係者（アセットマネージャーとしての当社も含む）の詐欺行為や故意・重過失による不法行為また

は環境汚染等を理由として貸し手に発生した損害等を補填する補償を当社に要求します。当社の責任は、

SPCのローン債務の履行を一般的に保証するいわゆる保証履行義務ではなく、当企業集団の故意・重過失、

詐欺行為など例外的事由が現実に発した場合にのみ問題になるものですが、その限りにおいて当社はリス

クを負担しており、その結果、当企業集団の業績に影響を及ぼす可能性があります。ただし、当社設立以

来当企業集団にこのようなリスクが現実化したことはありません。 

 

（5）ホフ事業における新規分野への進出について 

当企業集団のホフ事業におきましては、これまで投資対象を賃貸住宅にほぼ特化して不動産ファンドの

アセットマネジメント事業を展開しておりましたが、今後ロードサイド型商業施設や中華人民共和国の北

京及び上海の不動産開発を投資対象とした資金運用支援事業を計画しており、これらの事業が計画どおり

に進捗しない場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

特に中華人民共和国を対象とする分野においては、以下に掲げるリスク要因が内在しており、これらの

リスク要因が顕在化した場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

①事業活動に不利な政治的要因の発生 

②予想できない許認可、通商制限、為替管制、税制等の公的規制の変更 

③固有の商習慣等による制限 

④不動産市況、為替等の変動 

⑤暴動、伝染病、ストライキその他の要因による社会的混乱 

⑥不動産開発にともなう物件の欠陥・瑕疵 

 

<当社の事業を取り巻く経営環境について（賃貸サポート事業）> 

（1）多額の偶発債務の発生可能性について 

当企業集団の賃貸住宅に関わる滞納家賃保証事業においては、不動産賃借人の家賃債務に関する連帯保

証を賃借人の委託をもとに引受けます。仮に、当該不動産賃借人に家賃の遅延・滞納が起きた場合には、

当社が機関保証を付与した保証会社として不動産賃貸人への代位弁済を行います。このことにより滞納時

の家賃に対して保証を行います。機関保証を引受ける業務である以上、未回収金の発生を避けることがで

きません。 

当企業集団はこのビジネス上のリスクに対して過去の未回収金の発生状況を分析することにより適切

だと想定される保証料率を設定しております。なお、当社が通常不動産賃借人と締結する保証委託契約に

おいて、賃料等を滞納し、その合計金額が賃料の２ヵ月分以上に達したときなど所定の条件に該当した場

合には、賃借人は、当社に対し、賃借人に代わって賃貸借契約を解除したうえで賃貸物件を明け渡す権限

を授与するものとして、損害額の限定を図っております。また、損害額を更に限定させるために実際発生

損害額の一部を負担する保険に加入しております。 

しかしながら、未回収の発生の割合が経済環境の予想しがたい激変など何らかの理由により上昇するこ

とが起こった場合には、当企業集団の業績に影響を与える可能性があります。 

 

（2）競合について 

連帯保証という枠組みを維持しながら、滞納家賃保証を一つの業務システムとして提供している競合会

社は、現在のところは見当たりません。 

しかしながら、連帯保証人代行業を行っている小規模な法人が、経営陣の刷新、組織的アプローチ手法

の獲得及び資本の抜本的増強などにより信用補完を実現した場合には、当企業集団と競合しうる滞納家賃

保証事業へと発展する可能性が存在します。 

当企業集団としては、組織能力の向上、商品開発の推進などにより、先行者利得を更に拡大するべく努

力する所存でございますが、競合環境の激化などを通じ、当企業集団の業績に影響を与える可能性があり

ます。 

 

（3）個人情報保護について 

賃貸サポート事業においては、多数の個人情報を扱っております。当企業集団としては、個人情報への

アクセス権限の制約など、内部の情報管理体制の徹底により個人情報の保護に注力しておりますが、不測

の事態により、個人情報が流出した場合には当社の業績に影響を与える可能性があります。 
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<当社の事業体制について> 

（1）特定人物への依存について 

当社の代表取締役社長である姜裕文は最高経営責任者として当社の経営方針や経営戦略・事業戦略、営

業、資金援助の策定等をはじめ、事業推進上重要な役割を果たしております。特にホフ事業における機関

投資家との顧客リレーション及び賃貸サポート事業における商品開発に関して非常に大きな役割を担っ

ております。この事実を認識し当社では過度に同氏へ依存しないよう経営体制を整備し、経営リスクの軽

減を図ることに努めるとともに人材育成に努めております。しかし、現時点では同氏に対する依存度は高

く同氏が何らかの理由により業務を遂行できなくなった場合には、当社の業績及び今後の事業推進に重大

な影響を与える可能性があります。 

なお、平成 17 年 12 月末現在、当社の発行済株式総数に占める同氏の議決権の所有割合は、36.6％とな

っております。 

 

（2）組織体制について 

当社は、平成 17 年 12 月末現在での従業員数がホフ事業部 100 名、賃貸サポート事業部 243 名、経営管

理本部 32 名、内部監査室３名の計 378 名で構成される組織となっており、内部管理体制も当該組織規模

に応じた体制となっております。今後、事業拡大に伴い人員増強を図り、内部管理体制もあわせて強化・

充実させていく方針ですが、事業の拡大及び人員の増加に適時適切に組織的対応ができなかった場合は、

結果として当企業集団の事業遂行及び拡大に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

（3）人材の獲得について 

当社は、ホフ事業及び賃貸サポート事業を中心に展開しており、これらの事業に関する高度な知識と組

織力に基づく競争力のあるサービスを提供していくためには、優秀な人員確保及びその育成が不可欠とな

ります。当社ではこの認識のもとに優秀な人材の採用を継続して行っていく方針ですが、当社の求める人

材が十分に確保できない場合等においては、事業推進に影響が出る可能性があります。 

 

<経営成績の変動について> 

（1）経営成績の季節変動性について 

賃貸住宅管理・仲介の業界全般において、１月から３月に、年間契約のおよそ４割程度が集中するため、

当社の賃貸サポート事業における連帯保証料収入の収益もこの時期の比重が高くなる傾向にあります。過

去の業績においては、当社が設立間もなく急成長の過程にあったため、当該季節変動の影響が直接売上の

変動として数字上に表れる状況にはありませんでした。なお、今後についても業績の伸長が継続する限り

においては、当該状況が継続するものと想定されます。 

 

（2）売上高及び売上原価の金額が変動する可能性について 

当企業集団のホフ事業を遂行する際、原則として機関投資家または機関投資家が所有する会社等が不動

産を取得し、当社はアセットマネージャーとしてサービスを提供することにより運用手数料・成功報酬を

得ております。しかし、依頼者の意向により、当企業集団自らが一旦不動産の所有権を取得する契約形態

をとることがあります。この場合、不動産仕入・販売取引の発生に伴う売買代金全額を仕入高及び売上高

に両建計上することから、ホフ事業における運用手数料・成功報酬による売上高及びそれに対応する売上

原価と比較して多額となります。このため、ホフ事業における当該契約の発生により、当企業集団の売上

高及び売上原価は大きく変動する可能性があります。ただし、基本的には当該不動産仕入・販売取引自体

は収益獲得を目的としていないため、売上総利益に与える影響はほとんどありません。 

 

（3）社歴が浅いことについて 

当社は平成 14 年９月に設立された社歴の浅い会社であります。現在まで、収益及び利益について成長

を継続しておりますが、日本における不動産業界を取り巻く環境は流動的であり当社における経営計画の

策定には不確定事象が含まれざるを得ない状況です。また、当社は社歴が浅く財務数値をもって十分に期

間比較することは困難であり、過年度の財政状態及び経営成績からでは今後の当企業集団の業績を予測す

るには不十分な面があります。 

 

<訴訟について> 

（1）契約者（不動産賃借人）との間で起こりうる訴訟について 

賃貸サポート事業においては、保証契約締結時において審査を実施するものの、家賃を滞納し支払困難

となる契約者が発生いたします。滞納が発生した後２ヵ月以上経過すると契約書の記載に基づき当社は物
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権の明け渡しを行う権限を有しますが、支払困難となった滞納者の中には独自の解釈により居直り等を行

い当社と主張が対立する場合があります。これらの解決のために当社が訴訟その他の請求を提起した場合、

訴訟等の内容及び結果によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、平成 17 年 12 月末時点において、係争中のものが 15 件あり、訴訟金額は 15,284 千円です。 

 

（2）不動産賃貸人との間で起こりうる訴訟について 

賃貸サポート事業において、当社が保証を受託した原契約である賃貸借契約の対象不動産の使用等をめ

ぐって、賃貸人が賃借人に対し訴訟を提起することがあります。この場合、連帯保証人である当社も賃借

人と同列の立場において被告となる可能性があります。当該訴訟の内容及び結果によっては、当企業集団

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、平成 17 年 12 月末時点において、係争中のものはありません。 

 

<法的規制について> 

（1）不動産業界における法的規制について 

当企業集団の属する不動産業界は、「国土利用計画法」「宅地建物取引業法」「建築基準法」「都市計画法」

「建設業法」「建築士法」「借地借家法」等により、法的規制を受けております。当企業集団は、要免許業

者ではなく、直接の規制は受けておりませんが、業界全般を取り巻く環境の中で影響を受ける面は事業遂

行上、発生しうる可能性があります。 

今後、これらの関係法規が改廃された場合や新たな法的規制が設けられる場合には、当企業集団の事業

が影響を受ける可能性があります。 

 

（2）匿名組合出資に関する法的規制について 

平成 16 年 6月 2日に「証券取引法等の一部を改正する法律（平成 16 年法律第 97 号）」が成立しており

ます。これにより平成 16 年 12 月 1 日から、匿名組合出資がみなし有価証券として取り扱われることにな

っております。 

この改正により、当企業集団が組成運用する不動産投資ファンドの投資スキームによっては、当社の事

業の一部について証券取引法上の規制が加えられ、同法の要求する投資家保護のための手続きや情報開示

が求められる可能性があり、その結果、当企業集団の事業が影響を受ける可能性があります。 

 

（3）不動産投資ファンドに関する法的規制について 

複数の投資家による不動産への共同投資により得られた事業収益を投資家に分配する事業を行う場合

には、不動産特定共同事業法に基づく内閣総理大臣及び国土交通大臣の許可を受ける必要があります。当

企業集団が組成運用する不動産投資ファンドは実物不動産への投資ではなく、不動産信託受益権への投資

を行うスキームを活用しているため、現状では監督庁からの許可を受ける必要はありません。しかしなが

ら、今後の法律・規制の改正により、当該スキームにおいても許認可申請が必要とされる状況となった場

合には、投資スキームや投資内容に関する情報開示が求められる可能性があります。その結果、当企業集

団の事業が影響を受ける可能性があります。 

 

<ストックオプションの付与及び株式の希薄化について> 

当社は、取締役、監査役、従業員及び社外の協力者の事業に対する貢献意欲及び経営への参画意識を高

めるため、新株予約権を利用したストックオプション制度を採用しております。当該新株予約権は商法第

280 条ノ 20 及び第 280 条ノ 21 の規定に基づいて平成 15 年７月 31 日、平成 15 年 12 月８日、平成 16 年６

月 30 日及び平成 16 年 11 月１日開催の臨時株主総会において決議されたものであります。 

このストックオプションが行使されれば、当社の株式の価値は希薄化します。また、短期的に需給バラ

ンスが崩れ、株価形成に影響を及ぼす可能性もあります。なお、平成 17 年 12 月 19 日以降、ストックオ

プションの行使が開始されております。 

 

<配当政策について> 

当企業集団は利益配分につきましては、経営の最重要課題としてとらえ、将来の事業展開と経営基盤の

強化のために必要な内部留保資金を確保しつつ、各期の経営成績を考慮に入れて配当を行うことを基本方

針としております。 

これからしばらくの期間については、既存事業領域は当然のこと、更にその周辺領域においても魅力的

な事業機会が存在する、または新たに発見できると考えております。したがいまして、更なる成長へ向け

事業投資を行うことを優先していく方針であります。 
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５．連結財務諸表等 
(1) 連結貸借対照表 

  
当連結会計年度  

（平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  2,206,293 

２．売掛金  1,200,192 

３．たな卸資産   14,525 

４．繰延税金資産  199,342 

５．立替金  1,149,739 

６．その他  858,570 

貸倒引当金  △444 

流動資産合計  5,628,219 46.5

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(１)建物  122,371  

減価償却累計額  11,527 110,843 

(２)器具備品  6,548  

減価償却累計額  3,356 3,191 

有形固定資産合計  114,034 0.9

２．無形固定資産   

(１)ソフトウェア  77,914 

(２)連結調整勘定  7,722 

(３)その他  404 

無形固定資産合計  86,041 0.7

３．投資その他の資産   

(１)投資有価証券 ※１ 5,607,047 

(２)長期貸付金  301,120 

(３)繰延税金資産  3,622 

(４)その他  370,190 

投資その他の資産合計  6,281,980 51.9

固定資産合計  6,482,057 53.5

Ⅲ 繰延資産   

１．創立費  1,744 

２．開業費  882 

繰延資産合計  2,627 0.0

資産合計  12,112,904 100.0
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当連結会計年度  

（平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．短期借入金 ※３ 2,425,960 

２．未払金  604,507 

３．未払法人税等  704,252 

４．預り金  580,815 

５．保証履行引当金  168,603 

６．その他  96,300 

流動負債合計  4,580,439 37.8

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  4,270 

２．その他  19,697 

固定負債合計  23,967 0.2

負債合計  4,604,406 38.0

   

（少数株主持分）   

少数株主持分  120,443 1.0

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  3,265,361 27.0

Ⅱ 資本剰余金  3,230,033 26.6

Ⅲ 利益剰余金  892,658 7.4

資本合計  7,388,053 61.0

負債、少数株主持分及び資本合計  12,112,904 100.0
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(2) 連結損益計算書 

  
当連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   

１．アセットマネジメント事業売上高  3,280,433  

２．滞納家賃保証事業売上高  2,702,486 5,982,919 100.0

Ⅱ 売上原価   

１．アセットマネジメント事業原価  913,659  

２．滞納家賃保証事業原価  525,489 1,439,149 24.0

売上総利益  4,543,770 76.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．紹介手数料  76,061  

２．役員報酬  116,226  

３．給与手当  1,160,636  

４．福利厚生費  205,828  

５．業務委託費  94,821  

６．地代家賃  177,725  

７．支払手数料  152,746  

８．減価償却費  10,387  

９．リース料  65,731  

10．その他  881,397 2,941,562 49.2

営業利益  1,602,208 26.8

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  11,599  

２．その他  1,498 13,097 0.2

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  39,823  

２．支払手数料  82,451  

３．新株発行費  43,969  

４．その他  1,182 167,426 2.8

経常利益  1,447,879 24.2

Ⅵ 特別損失   

１．移転費用  56,508 56,508 1.0

税金等調整前当期純利益  1,391,370 23.2

法人税、住民税及び事業税  805,460  

法人税等調整額  △129,019 676,440 11.3

少数株主利益  37,228 0.6

当期純利益  677,701 11.3
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売上原価明細書 

(イ)アセットマネジメント事業原価 

  
当連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ．人件費  151,221  16.6

Ⅱ．経費   762,449  83.4

 （うち賃借料）  (512,962) 

アセットマネジメント事業総費用  913,670  100.0

期首仕掛品たな卸高  5,344  

合計  919,015  

期末仕掛品たな卸高  5,356  

当期アセットマネジメント事業原価  913,659  

   

（注）原価計算の方法は、実際個別原価計算によっております。 

 

(ロ)滞納家賃保証事業原価 

  
当連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ．人件費  1,794  0.3

Ⅱ．経費  523,695  99.7

 （うち保証履行引当金繰入額）  (168,603) 

当期滞納家賃保証事業原価  525,489  100.0

   

 

 

 

(3) 連結剰余金計算書 

  
当連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  317,800

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１．増資による新株の発行   2,911,069

２．新株予約権の行使による新株の発行  1,164 2,912,233

 Ⅲ 資本剰余金期末残高  3,230,033

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  216,361

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．当期純利益  677,701 677,701

Ⅲ  利益剰余金減少高  

１．連結子会社増加に伴う利益剰余金の減少高   1,404 1,404

Ⅳ 利益剰余金期末残高  892,658
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１．税金等調整前当期純利益  1,391,370 

２．減価償却費  16,970 

３．繰延資産償却  1,179 

４．連結調整勘定償却額  1,544 

５．貸倒引当金の増加額  444 

６．保証履行引当金の増加額  67,603 

７．受取利息  △11,599 

８．支払利息  39,823 

９．支払手数料  82,451 

10．新株発行費  43,969 

11．固定資産の除却に係る費用  13,713 

12．売上債権の増加額  △1,020,034 

13．前渡金の増加額  △333,118 

14．未収入金の増加額  △490,723 

15．立替金の増加額  △798,952 

16．未払金の増加額  479,380 

17．未払消費税等の増加額  57,160 

18．預り金の増加額  417,060 

19．その他  22,685 

小計  △19,070 

20．利息及び配当金の受取額  4,532 

21．利息の支払額  △41,048 

22．手数料の支払額  △85,021 

23．法人税等の支払額  △385,907 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △526,515 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１．有形固定資産の取得による支出  △120,330 

２．無形固定資産の取得による支出  △69,448 

３．投資有価証券の払戻しによる収入  4,490,220 

４．投資有価証券の取得による支出  △8,790,377 

５．関係会社への出資による支出   △75,000 

６．短期貸付金の増加額  △100,294 

７．長期貸付けによる支出  △1,272,360 

８．長期貸付金の回収による収入  136,000 

９．敷金保証金の差入れによる支出  △244,408 

10．新規連結子会社株式の取得に伴う収入   72,287 

11．その他  9,266 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,964,443 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１．短期借入金の増加額  2,259,100 

２．長期借入れによる収入  1,980,000 

３．長期借入金の返済による支出  △1,989,960 

４．株式の発行による収入  5,824,475 

５．株式の発行による支出  △31,760 

６．その他  △5,292 

財務活動によるキャッシュ・フロー  8,036,562 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  1,545,603 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  623,284 

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  37,406 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,206,293 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

期 別  

項 目  

当連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

(1)連結子会社の数  ２社 

連結子会社の名称 

リプラス・リート・マネジメント株式会社 

リプラス・インベストメンツ株式会社 

なお、リプラス・リート・マネジメント株式会社及びリプラス・インベス

トメンツ株式会社は重要性が高くなったため、それぞれ当連結会計年度下期

首、当連結会計年度末より連結いたしております。 

 

１.連結の範囲に関する事項 

(2)非連結子会社の名称等 

株式会社リプラス・チャイナ・アセットマネジメント 

（連結の範囲から除いた理由） 

同社は小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純利益、利益剰余金等

は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

 

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 

 

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

連結子会社のうちリプラス・リート・マネジメント株式会社の決算日は、３月

31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、連結決算日において、連結

財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成するために必要とされる決算を行っ

ております。 

リプラス・インベストメンツ株式会社の決算日は、12月31日であります。 

 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券  

その他有価証券  

時価のないもの  

移動平均法による原価法を採用しております。 

匿名組合出資金 

匿名組合の損益のうち当社に帰属する持分相当額を売上高に計上す

るとともに「投資有価証券」を加減する処理を行っております。 

 

４．会計処理基準に関する事項 

 

②たな卸資産 

仕掛品 

個別法に基づく原価法によっております。 

貯蔵品 

最終仕入原価法によっております。 

 

 （2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産  

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物   15年 

器具備品 ４年 

 

 ②無形固定資産  

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法によっております。 
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期 別  

項 目  

当連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

 （3）重要な繰延資産の処理方法 

①創立費 

商法施行規則の規定に基づき、５年内に均等額以上を償却する方法を採

用しております。 

 

 ②開業費 

商法施行規則の規定に基づき、５年内に均等額以上を償却する方法を採

用しております。 

 

 ③新株発行費 

支出時に全額費用処理しております。 

 （4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金  

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。 

 

 ②保証履行引当金 

滞納家賃保証事業に係る損失に備えるため、過去の実績保証履行損失率

を勘案し、損失負担見込額を計上しております。 

 

 （5）収益及び費用の計上基準 

滞納家賃保証事業の収益は、当期中の契約締結に係る契約金額全額を計

上しております。 

 

 （6）重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 

 （7）その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理  

税抜方式によっております。 

 

５．連結子会社の資産及び負債の評

価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、部分時価評価法を採用してお

ります。 

 

６．連結調整勘定の償却に関する事

項 

連結調整勘定は３年で均等償却しております。 

 

 

７．利益処分項目等の取扱いに関す

る事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について、連結会計年度中に確定

した利益処分に基づいて作成しております。 

 

８．連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。 
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追加情報 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以後

に開始する事業年度から外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税における外形標準

課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第

12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費は30,183千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ同

額減少しております。 

 

 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 
当連結会計年度  

（平成17年12月31日）  

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 65,000千円

  
２．偶発債務 

連帯保証債務 

滞納家賃保証事業に係る保証極度相当額であります。 

保証極度相当額                 22,605,614千円 

※３．コミットメントライン 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しており

ます。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出コミットメント総額 1,980,000千円

借入実行残高 1,407,000千円

差引額 573,000千円

  
 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年12月31日現在） 

現金及び預金勘定 2,206,293千円 

現金及び現金同等物 2,206,293千円 
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（リース取引関係） 

当連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額相当額 

（千円） 

減価償却累計額相当額 

（千円） 

期末残高相当額 

（千円） 

建物 35,953 4,473 31,480

器具備品 283,725 41,017 242,707

ソフトウェア 53,281 10,348 42,932

合計 372,960 55,839 317,120

  
（2）未経過リース料期末残高相当額  

１年内 65,198千円

１年超 257,508千円

合計 322,706千円 

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額  

支払リース料 54,474千円

減価償却費相当額 47,827千円

支払利息相当額 11,477千円

  
（4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 

（5）利息相当額の算定方法  

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法

によっております。 

 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 1,680千円

１年超 1,680千円

合計 3,360千円

  
 

（有価証券関係） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

区分 
当連結会計年度 

(平成17年12月31日) 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券  

①不動産投資信託 3,250,000 

②匿名組合出資金 2,284,547 

③非上場株式 72,500 

合計 5,607,047 

 

（デリバティブ取引関係） 
当連結会計年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

当企業集団は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

（退職給付関係） 
当連結会計年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

当企業集団は、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 
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（セグメント情報） 
１．事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日）の事業の種類別セグメント情報は次のと

おりであります。 

 
当連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

 ホフ事業 
賃貸サポート

事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

（1）外部顧客に対する売上高 3,280,433 2,702,486 5,982,919 ― 5,982,919

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― ― ― ―

計 3,280,433 2,702,486 5,982,919 ― 5,982,919

営業費用 1,540,272 2,404,170 3,944,443 436,268 4,380,711

営業利益 1,740,160 298,316 2,038,476 △436,268 1,602,208

Ⅱ 資産、減価償却費 

  及び資本的支出 
 

資産 8,174,311 1,665,172 9,839,484 2,273,420 12,112,904

減価償却費 6,927 2,075 9,003 7,967 16,970

資本的支出 56,142 83,092 139,235 64,715 203,950

（注）１．事業区分の方法 

      事業区分は、サービス内容及び市場・顧客の類似性を考慮して区分しております。 

   ２．各区分に属する主要な事業内容 

ホフ事業 不動産ファンドのアセットマネジメント事業 

賃貸サポート事業 賃貸住宅の滞納家賃保証事業 

   ３．当連結会計年度における営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は436,268

千円であり、その内容は親会社の管理部門に係る費用であります。 

   ４．当連結会計年度における資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は2,273,420千円であり、

その内容は親会社の管理部門に係る資産であります。 

 

２．所在地別セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日）において、本邦以外の国又は地域に所在

する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

３．海外売上高 

当連結会計年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日）において、海外売上高がないため、該当

事項はありません。 
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（税効果会計関係） 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産(流動) 

未払事業税 50,773 千円

保証履行引当金 109,701 千円

保証履行損失 35,027 千円

その他 3,839 千円

繰延税金資産(流動)小計 199,342 千円

繰延税金資産(固定) 

繰延消費税額 1,045 千円

繰延資産（入会金） 3,008 千円

その他 43 千円

小計 4,096 千円

評価性引当額 △474 千円

繰延税金資産(固定)小計 3,622 千円

繰延税金資産合計 202,964 千円

繰延税金資産の純額 202,964 千円

  
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目の内訳 

法定実効税率 40.7%

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4%

住民税均等割 1.1%

留保金課税 6.5%

事業税の軽減税率による差異 △0.0%

連結調整勘定償却額 0.0%

その他 △0.1%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.6% 
 

 

 

（関連当事者との取引） 

当連結会計年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 
役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の 
内容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員 姜 裕文 － － 
当社代表
取締役社長

（被所有）
直接36.57

－ － 

当社賃貸
借契約の
債務保証
（注）２

－ － － 

役員 谷家 衛 － － 当社取締役
(被所有)
直接11.65

－ － 

当社賃貸
借契約の
債務保証
（注）２

－ － － 

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．当社は、虎ノ門オフィスの賃借料に対して代表取締役社長 姜 裕文及び取締役 谷家 衛より保証を受け

ておりますが、保証料の支払いは行っておりません。なお、同賃貸借契約は平成 18 年１月 31 日に解消し

ております。 
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（１株当たり情報） 

当連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

  

１株当たり純資産額 79,700円25銭 

１株当たり当期純利益金額 7,993円50銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 7,282円78銭 

   
 
（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 

 
当連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 677,701  

普通株主に帰属しない金額（千円） ―  

（うち利益処分による役員賞与金） （―） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 677,701  

期中平均株式数 （株） 84,782  

潜在株式調整後1株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） ―  

普通株式増加数（株） 8,274  

（うち新株予約権） （8,274） 

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 
───────── 

 

 

 

（重要な後発事象） 

当連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

１．平成18年１月18日開催の取締役会において、以下のように有限会社MASUKAGAMIの借入れに対し債務保証を行うことを

決議しております。 

(1) 債務保証の概要 

①債務保証の内容 有限会社 MASUKAGAMI のオリックス株式会社からの借入金に対する連帯保証 

②債務保証額   20 億円 

③債務保証期間  平成 18 年 1月 23 日より平成 18 年 7 月 24 日 

(2) 保証先の概要    有限会社MASUKAGAMI（特定目的会社：SPC） 

①不動産の売買、交換、賃貸、所有及びその仲介並びに管理 

②不動産に関する信託受益権の売買、交換、保有及び管理 

③匿名組合財産の運用及び管理 

④前各号に附帯する一切の業務を目的とする。 

(3) 目的        不動産の取得、またはかかる不動産を信託財産とする不動産管理処分信託契約にかかる不動産

信託受益権を取得し、信託受託者を通じるなどして当該不動産の管理、運用及び処分を行うこ

とを目的とする。 
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当連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

２．平成17年11月18日開催の当社取締役会の決議に基づき、次のように株式分割による新株式を発行いたします。 

(1) 平成18年２月20日付をもって普通株式１株を３株に分割いたします。 

①今回の分割により増加する株式数  普通株式 185,396 株 

②分割方法 

平成17年12月31日(土曜日)（ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日（金曜

日））最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、１株につき３株に分割いた

します。 

平成18年２月20日現在の発行済株式総数を具体的に明記していないのは、割当日までの間に新株予約権の行使に

より株式数が増加する可能性があり、平成18年２月20日現在の発行済株式総数が確定しないためであります。 

(2) 配当起算日     平成18年１月１日(日曜日) 

(3) 当社が発行する株式の総数の増加 

同日開催の取締役会において、上記の株式の分割に伴い、商法第218条第２項の規定に基づき、当社定款上の「発

行する株式の総数」について、現行の303,600株から607,200株増加させて910,800株に変更することを決議しており

ます。 

(4) 新株予約権の目的たる株式の数及び行使価額の調整 

株式の分割に伴い、商法第280条ノ20、第280条ノ21及び臨時株主総会の決議に基づき発行している新株予約権（ス

トックオプション）の新株予約権１個当たりの目的たる株式の数及び行使価額を平成18年１月１日（日曜日）以降、

次のとおり調整いたします。 

(平成15年７月31日及び平成15年12月８日開催の臨時株主総会の決議によるもの) 

 新株予約権の目

的たる株式の数 

行使価額 

調整後 ９株 556 円 

調整前 ３株 1,667 円 

(平成16年６月30日開催の臨時株主総会の決議によるもの) 

 新株予約権の目

的たる株式の数 

行使価額 

調整後 ９株 600 円 

調整前 ３株 1,800 円 

(平成 16 年 11 月１日開催の臨時株主総会の決議によるもの) 

 新株予約権の目

的たる株式の数 

行使価額 

調整後 ９株 806 円 

調整前 ３株 2,417 円 
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６．生産、受注及び販売の状況 
(1）生産実績 

当企業集団は、ホフ事業及び賃貸サポート事業を主体としており、生産実績を定義することが困難であるため、

生産実績の記載はしておりません。 

 
(2）受注状況 

当企業集団は、受注生産を行っておりませんので、受注状況の記載はしておりません。 

 
(3）販売実績 

当連結会計年度の販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 事業別 

金額（千円） 

ホフ事業 3,280,433 

賃貸サポート事業 2,702,486 

合計 5,982,919 

（注）１. 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２．当社は平成 17 年 12 月期が連結財務諸表作成の初年度であるため、対前年度増減率の記載は行っておりま

せん。 

３．当連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりで

あります。 

相手先 当連結会計年度 
（自 平成17年1月１日 至 平成17年12月31日） 

 金額（千円） 割合（％） 

リプラス・レジデンシャル投資法人 825,669 13.8 

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 


