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平成 18 年２月 17 日 

平成 17 年 12 月期     個別財務諸表の概要 
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         中間配当制度の有無 有 
配当支払開始予定日  未定                定時株主総会開催日 平成18年 3月 29日 
単元株制度採用の有無 無 
 
1. 平成 17 年 12 月期の業績 （平成 17年 1 月 1日～平成 17 年 12 月 31 日） 
（1） 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 5,650      54.3 1,366     222.0 1,215   196.6 
16 年 12 月期 3,661     305.5 424    1,863.3 409  1,900.7 
 

 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 588  185.8 6,936 64 6,319 89 14.4 18.1 21.5 
16年 12月期 205 1,979.5 8,356 06 8,317 50 40.4 42.2 11.2 
（注）①期中平均株式数    平成 17 年 12 月期 84,782 株  平成 16 年 12 月期 24,627 株 

なお、平成 17 年 12 月期の期中平均株式数につきましては、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

式数を基に、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。 

②会計処理の方法の変更 無 

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

④売上高には、依頼者の意向に基づき当社が一旦不動産所有権を取得する契約形態をとったことによる不動産販売取引が、平成

16 年 12 月期で 1,678 百万円含まれております。 

（2） 配当状況                                 （百万円未満切捨） 
 1 株当たり年間配当金 配当金総額 株主資本 
  中 間 期 末 (年 間) 

配 当 性 向 
配 当 率 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

17 年 12 月期 0 00 0 00 0 00 － － － 
16 年 12 月期 0 00 0 00 0 00 － － － 
（3） 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 11,728 7,299 62.2 78,748 80 
16 年 12 月期 1,680 887 52.8 31,575 86 
（注）期末発行済株式数    平成 17 年 12 月期 92,698 株  平成 16 年 12 月期 28,100 株 

（4） 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 － － － － 
16 年 12 月期 380 △529 700 623 
（注）平成 17 年 12 月期のキャッシュ・フローについては、当事業年度から連結財務諸表を作成しているため、連結財務諸表に記載し

ております。 

2. 18 年 12 月期の業績予想（平成 18 年 1月 1日～平成 18 年 12 月 31 日） 
1 株当たり年間配当金  

売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 
中間 期末 

 

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 4,700 900 430 0 00 － － 
通 期 11,000 2,500 1,140 － 0 00 0 00 

（参考）1株当たり予想当期純利益(通期)4,076 円 64 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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７．財務諸表等 
(1) 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成16年12月31日） 
当事業年度 

（平成17年12月31日） 
比較増減 

 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  623,284 2,129,751 

２．売掛金  173,545 897,415 

３．仕掛品  5,344 5,356 

４．貯蔵品  5,407 9,169 

５. 前渡金  44,405 377,524 

６．前払費用  14,420 45,514 

７．繰延税金資産  64,135 191,848 

８．未収入金  50,057 326,269 

９．短期貸付金 ※２ - 403,580 

10．立替金  128,900 1,151,676 

11．その他  7,052 15,065 

貸倒引当金  - △444 

流動資産合計  1,116,554 66.5 5,552,727 47.4 4,436,173

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(１)建物  18,616 119,185  

減価償却累計額  2,520 16,095 11,487 107,698 

(２)器具備品  4,391 6,246  

減価償却累計額  2,027 2,364 3,348 2,897 

有形固定資産合計  18,459 1.1 110,595 0.9 92,136

２．無形固定資産   

(１)ソフトウェア  323 77,914 

(２)電話加入権   304 404 

無形固定資産合計  628 0.0 78,319 0.7 77,691

３．投資その他の資産   

(１)投資有価証券  245,214 4,042,047 

(２)関係会社株式   - 288,000 

(３)出資金  30 10 

(４)長期貸付金  164,760 301,120 

(５)関係会社長期貸付金  - 1,000,000 

(６)長期前払費用  63 2,991 

(７)繰延税金資産  924 1,240 

(８)敷金保証金  131,642 350,111 

投資その他の資産合計  542,635 32.3 5,985,521 51.0 5,442,885

固定資産合計  561,723 33.4 6,174,436 52.6 5,612,713

Ⅲ 繰延資産   

１．創立費  184 92 

２．開業費  1,765 882 

繰延資産合計  1,950 0.1 975 0.0 △975

資産合計  1,680,227 100.0 11,728,139 100.0 10,047,911
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前事業年度 

（平成16年12月31日） 
当事業年度 

（平成17年12月31日） 
比較増減 

 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．短期借入金 ※４ 156,900 2,416,000 

２．一年以内返済予定
長期借入金 

 9,960 9,960 

３．未払金  97,447 592,292 

４．未払法人税等  254,369 595,356 

５．未払消費税等  19,420 - 

６．前受金  1,556 6,090 

７．預り金  131,297 544,215 

８．前受収益  2,438 9,268 

９．保証履行引当金  101,000 168,603 

10．その他  998 62,530 

流動負債合計  775,387 46.2 4,404,315 37.6 3,628,928

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  14,230 4,270 

２．長期預り保証金  3,328 19,697 

固定負債合計  17,558 1.0 23,967 0.2 6,409

負債合計  792,946 47.2 4,428,283 37.8 3,635,337

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※１ 353,120 21.0 3,265,361 27.8 2,912,241

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  317,800 3,230,033  

 資本剰余金合計  317,800 18.9 3,230,033 27.5 2,912,233

Ⅲ 利益剰余金   

１．当期未処分利益  216,361 804,460  

利益剰余金合計  216,361 12.9 804,460 6.9 588,099

資本合計  887,281 52.8 7,299,856 62.2 6,412,574

負債・資本合計  1,680,227 100.0 11,728,139 100.0 10,047,911
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(2) 損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

比較増減

 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円）

Ⅰ 売上高    

１．アセットマネジメント事業売上高  2,241,580 2,948,371  

２．滞納家賃保証事業売上高  1,419,686 3,661,267 100.0 2,702,486 5,650,858 100.0 1,989,590

Ⅱ 売上原価    

１．アセットマネジメント事業原価  1,796,606 887,954  

２．滞納家賃保証事業原価  222,601 2,019,207 55.2 525,489 1,413,444 25.0 △605,762

売上総利益  1,642,059 44.8  4,237,413 75.0 2,595,353

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．広告宣伝費  50,748 45,546  

２．紹介手数料  101,446 76,061  

３．役員報酬  59,900 96,000  

４．給与手当  460,076 1,156,523  

５．福利厚生費  69,727 204,045  

６．業務委託費  83,364 93,516  

７．地代家賃  75,977 175,296  

８．支払手数料  65,747 134,709  

９．減価償却費  3,364 8,607  

10．ソフトウェア償却費  129 1,732  

11. 貸倒引当金繰入額  - 444  

12. 貸倒損失  - 777  

13．その他  247,014 1,217,495 33.2 877,192 2,870,453 50.8 1,652,958

営業利益  424,563 11.6  1,366,959 24.2 942,395

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息配当金  2,618 11,817  

２．受取手数料  5,016 -  

３．雇用助成金  12,168 -  

４．業務受託収入 ※１ - 1,725  

５．その他  814 20,617 0.6 1,122 14,665 0.3 △5,952

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  14,134 39,823  

２．創立費償却  92 92  

３．開業費償却  882 882  

４．支払借入手数料  482 82,451  

５．新株発行費  3,549 43,294  

６．上場関連費用  16,059 -  

７．その他  341 35,542 1.0 3 166,546 3.0 131,003

経常利益  409,638 11.2  1,215,077 21.5 805,439

Ⅵ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※２ 2,398 -  

２．移転費用  － 2,398 0.1 56,508 56,508 1.0 54,109

税引前当期純利益  407,239 11.1  1,158,568 20.5 751,329

法人税、住民税及び事業税  261,715 698,500  

法人税等調整額  △60,259 201,456 5.5 △128,030 570,469 10.1 369,013

当期純利益  205,782 5.6  588,099 10.4 382,316

前期繰越利益  10,579  216,361 

当期未処分利益  216,361  804,460 
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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 

  
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日）

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

比較増減 

 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円）

Ⅰ．不動産購入費  1,589,547 88.6 - - △1,589,547

Ⅱ．人件費  32,283 1.8 126,793 14.3 94,510

Ⅲ．経費   171,871 9.6 761,172 85.7 589,301

 （うち賃借料）  （59,302）  （512,962）  

アセットマネジメント事業総費用  1,793,702 100.0 887,966 100.0 △905,735

期首仕掛品たな卸高  8,249 5,344  

合計  1,801,951 893,311  

期末仕掛品たな卸高  5,344 5,356  

当期アセットマネジメント事業原価  1,796,606 887,954  

     

（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 

 
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日）

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

比較増減 

 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円）

Ⅰ．人件費  5,278 2.4 1,794 0.3 △3,484

Ⅱ．経費  217,322 97.6 523,695 99.7 306,372

 （うち保証履行引当金繰入額）  （101,000） （168,603） 

当期滞納家賃保証事業原価  222,601 100.0 525,489 100.0 302,888
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(3) キャッシュ・フロー計算書 

当事業年度より、連結財務諸表を作成しているため、当事業年度については連結財務諸表において記載し

ております。 

  
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 至 平成16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．税引前当期純利益  407,239 

２．減価償却費  3,364 

３．ソフトウェア償却費  129 

４．繰延資産償却  975 

５．保証履行引当金の増加額   93,242 

６．受取利息及び受取配当金  △2,618 

７．支払利息  14,134 

８．支払借入手数料  482 

９．新株発行費  3,549 

10．上場関連費用   16,059 

11．固定資産除却損  2,398 

12．売上債権の増加額  △84,275 

13．たな卸資産の増加額  △1,003 

14．前渡金の増加額  △25,355 

15．前払費用の増加額  △8,224 

16．未収入金の増加額  △44,338 

17．立替金の増加額  △119,926 

18．長期前払費用の増加額  △48 

19．未払金の増加額  51,264 

20．未払消費税等の増加額  16,933 

21．前受金の増加額  1,436 

22．預り金の増加額  88,963 

23．前受収益の増加額  1,022 

24．長期預り保証金の増加額  1,888 

25. その他  △1,380 

小計  415,913 

26．利息及び配当金の受取額  1,444 

27．利息、手数料及び保証料の支払額  △14,797 

28．法人税等の支払額  △22,046 

営業活動によるキャッシュ・フロー  380,514 

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  △15,537 

２．投資有価証券の取得による支出  △251,214 

３．投資有価証券の払戻しによる収入  6,000 

４．短期貸付金の増加額  △3,500 

５．長期貸付けによる支出  △206,760 

６．長期貸付金の回収による収入  42,000 

７．敷金保証金の差入れによる支出  △110,488 

８．敷金保証金の返還による収入  9,772 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △529,728 
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前事業年度 

（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

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  156,900 

２．長期借入れによる収入  80,000 

３．長期借入金の返済による支出  △72,804 

４．株式の発行による収入  547,370 

５．上場関連費用の支払額  △10,767 

財務活動によるキャッシュ・フロー  700,699 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  551,484 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  71,799 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 623,284 

   

 

 

 

 

(4) 利益処分案 

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成17年３月29日） 

当事業年度 
（株主総会承認予定日 
平成18年３月29日） 

比較増減

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ 当期未処分利益 
 

 216,361  804,460 588,099

Ⅱ 次期繰越利益 
 

 216,361  804,460 588,099
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(1) ────────────── (1) 子会社株式及び関連会社株式 １．有価証券の評価基準及

び評価方法  移動平均法による原価法を採用し

ております。 

 
 (2) ────────────── (2) 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。 

 
 (3) 匿名組合出資金 (3) 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。 

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。 
 （追加情報） 

「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）」によっ

て、有価証券とみなすこととされた匿

名組合出資金について、「投資有価証

券」に計上しております。 

 

 

(1) 仕掛品 (1) 仕掛品 ２．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 個別法に基づく原価法によっており

ます。 

 

同左 

 (2) 貯蔵品 (2) 貯蔵品 

 最終仕入原価法によっております。 

 

同左 

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の

方法 

 
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。 

同左 

   建物        15年 

  器具備品      ４年 

 

 

 (2) 無形固定資産 (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。 

 

同左 

４．繰延資産の処理方法 (1) 創立費 (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。 

 

同左 

 (2) 開業費 (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。 

 

同左 

 (3) 新株発行費 (3) 新株発行費 

 

 

支出時に全額費用処理しております。 同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (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。 
 

同左 

 

 (2) 保証履行引当金 (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。 

 

同左 

 

６．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。 

 

７．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。 

 

同左 

８．キャッシュ･フロー計

算書における資金の

範囲 

手許現金、随時引出し可能な現金及び

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ヶ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。 

 

────────────── 

(1) 消費税等の会計処理 (1) 消費税等の会計処理 
税抜方式によっております。 同左 

  

９．その他財務諸表作成の

ための基本となる重

要な事項 

   

 

 

会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日）が平成16年３月31日に終了する事業年度

に係る財務諸表から適用できることになったことに伴

い、当事業年度から同会計基準及び同適用指針を適用し

ております。これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

 

──────────── 
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表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

──────────── (貸借対照表） 

前期まで流動負債に表示しておりました「未払消費税

等」は、当事業年度において、資産の総額の100分の１以

下となったため、「その他」に含めて表示しております。

なお、当事業年度末における「未払消費税等」の金額

は61,852千円であります。 

 
 前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しており

ました「短期貸付金」は、当事業年度において、資産の

総額の100分の１を超えたため、区分掲記いたしました。

なお、前事業年度末の「短期貸付金」の金額は3,500

千円であります。 
 

（損益計算書） 

前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示してお

りました「受取手数料」は、営業外収益の総額の100分

の10を超えたため区分掲記しました。 

なお、前期における「受取手数料」の金額は371千円

であります。 

 

────────────── 

 

（キャッシュ・フロー計算書） 

投資活動によるキャッシュ・フローの「短期貸付金の

増加額」は、前期は「短期貸付けによる支出」及び「短

期貸付金の回収による収入」で総額表示しておりました

が、貸付期間が短く、かつ、回転が速い短期貸付金が主

であるため純額表示することとしました。 

なお、当期の「短期貸付金の増加額」を総額表示する

と、「短期貸付けによる支出」の金額は367,610千円、「短

期貸付金の回収による収入」の金額は364,110千円となり

ます。 

 

────────────── 

 

財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入金の

増加額」は、前期は「短期借入れによる収入」及び「短

期借入金の返済による支出」で総額表示しておりました

が、借入期間が短く、かつ、回転が速い短期借入金が主

であるため純額表示することとしました。 

なお、当期の「短期借入金の増加額」を総額表示する

と、「短期借入れによる収入」の金額は1,457,200千円、

「短期借入金の返済による支出」の金額は1,300,300千円

となります。 
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追加情報 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（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、当事業年度から「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28,315千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞ

れ同額減少しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成16年12月31日） 

当事業年度 
（平成17年12月31日） 

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 101,200株 

発行済株式総数 普通株式 28,100株 
 

授権株式数 普通株式 303,600株 

発行済株式総数 普通株式 92,698株 

   
 

※２． ────────────── ※２．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債のうち、区分

掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは次のとおりであります。 

 短期貸付金 300,000千円

上記のほか、関係会社との取

引により発生した資産 
28,434千円

関連会社との取引により発

生した負債 
193千円

 
 

３．偶発債務 ３．偶発債務 

連帯保証債務 連帯保証債務 

賃貸家賃保証事業に係る保証極度相当額で

ある。 

賃貸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 10,230,676千円
 

 保証極度相当額 22,605,614千円

  
 

※４．コミットメントライン ※４．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

基づく当事業年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

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

基づく当事業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の総額 

280,000千円 

 借入実行残高 77,000千円 

 差引額 203,000千円 
 

 当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 

1,980,000千円 

 借入実行残高 1,407,000千円 

 差引額 573,000千円 
 

  

 

当期中の発行済株式数の増加 

 発行年月日 発行形態 発行株式数（株） 発行価格（円） 資本組入額（円）

前事業年度 平成 16 年８月 12 日 有償第三者割当 1,300 5,400 5,400

 平成 16 年 12 月 16 日 有償一般募集 2,800 194,250 80,750

当事業年度 平成 17 年５月 20 日 株式分割（１：３） 56,200 － －

 平成 17 年 12 月６日 公募 6,000 831,735 415,868

 平成 17 年 12 月 19 日 新株予約権行使 1,398 1,667 834

 平成 17 年 12 月 22 日 有償第三者割当 1,000 831,735 415,868

 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．────────────── ※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

   営業外収益 

 業務受託収入  1,725千円 

  

※２．固定資産除却損の内訳 ※２．────────────── 

建物   2,398千円  
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、連結財務諸表における注記として記載してお

ります。 

前事業年度 

(自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日) 

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

（平成16年12月31日現在） 

現金及び預金勘定 623,284千円 

現金及び現金同等物 623,284千円 

   
 

 

（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（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 

（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） 

器具備品 3,376 1,125 2,250

ソフトウェア 15,919 2,052 13,867

合計 19,295 3,177 16,118

  
 

 

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 （2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 3,634千円

１年超 12,711千円

合計 16,346千円
 

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 (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 2,604千円

減価償却費相当額 2,346千円

支払利息相当額 438千円
 

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 (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。 

 

同左 

(5)利息相当額の算定方法 (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。 

 

同左 

 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 

１年内 1,680千円

１年超 3,360千円

合計 5,040千円

 
 

１年内 1,680千円

１年超 1,680千円

合計 3,360千円
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（有価証券関係） 

当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「有価証券関係」の注記については、連結

財務諸表における注記事項として記載しております。 

 

前事業年度（自 平成 16 年１月１日 至 平成 16 年 12 月 31 日） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額 

その他有価証券  

 匿名組合出資金 245,214 千円 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「デリバティブ取引関係」の注記について

は、連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

 

前事業年度（自 平成 16 年１月１日 至 平成 16 年 12 月 31 日） 

当社は、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） 

当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「退職給付関係」の注記については、連結

財務諸表における注記事項として記載しております。 

 

前事業年度（自 平成 16 年１月１日 至 平成 16 年 12 月 31 日） 

当社では、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。 

 

 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（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 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 20,257 千円

保証履行引当金 41,096 千円

保証履行損失 2,780 千円

繰延税金資産(流動)小計 64,135 千円

繰延税金資産(固定) 

一括償却資産 631 千円

その他 292 千円

繰延税金資産(固定)小計 924 千円

繰延税金資産合計 65,059 千円

繰延税金資産の純額 65,059 千円

 
  

  
繰延税金資産(流動) 

未払事業税 43,331 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 3,788 千円

繰延税金資産(流動)小計 191,848 千円

繰延税金資産(固定) 

繰延消費税額 1,045 千円

その他 195 千円

繰延税金資産(固定)小計 1,240 千円

繰延税金資産合計 193,089 千円

繰延税金資産の純額 193,089 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 

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 42.0%

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0%

住民税均等割 0.6%

留保金課税 6.4%

税額控除 △0.9%

その他 0.4%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.5%

   

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 1.3%

留保金課税 6.9%

その他 △0.1%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.2%

   



- 15 - 

（持分法損益等） 

当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「持分法損益等」の注記については記載し

ておりません。 

 

前事業年度（自 平成 16 年１月１日 至 平成 16 年 12 月 31 日） 

当社には関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

 

 

（関連当事者との取引） 

当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「関連当事者との取引」の注記については、

連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

 

前事業年度（自 平成 16 年１月１日 至 平成 16 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41.99

－ － 

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12.81

－ － 

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（本社）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。個人主要株主である谷家 衛は、平成 16

年９月 15 日開催の臨時株主総会の承認を受け、当社の取締役に就任しております。 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（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 31,575円86銭 

１株当たり当期純利益金額 8,356円06銭 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
8,317円50銭 

 

１株当たり純資産額 78,748円80銭 

１株当たり当期純利益金額 6,936円64銭 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
6,319円89銭

 
 

 当社は平成17年５月20日付をもって普通株式１株を

３株に分割しております。当該株式分割が前事業年度期

首に行われたと仮定した場合の前事業年度における１

株当たり情報については以下のとおりになります。 

１株当たり純資産額 10,525円29銭 

１株当たり当期純利益金額 2,785円35銭 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
2,772円50銭 

  
 

 

（注） 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。 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（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金額   

当期純利益（千円） 205,782 588,099 

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） 205,782 588,099 

期中平均株式数（株） 24,627 84,782 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 114 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 

────────── ────────── 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．平成17年1月28日の取締役会決議に基づき、下記のと

おり借入れを行っております。 

(1)借入額：19.8億円 

(2)借入利率：年1.675% 

(3)借入期間：平成17年1月28日～平成18年10月28日 

(4)弁済方法：平成18年4月30日に2億2千円、平成18年10月

28日に17億6千万円弁済するものとします。 

(5)資金使途：匿名組合出資 

(6)担保及び保証：担保及び保証はありません。 

 

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。 

 

２．平成17年2月14日開催の当社取締役会において、以下

のように株式分割による新株の発行を行う旨を決議

しております。 

(1) 分割により増加する株式数 

①株式分割前の発行済株式総数    28,100 株 

②今回の分割により増加する株式数  56,200 株 

③株式分割後の発行済株式総数    84,300 株 

④株式分割後の授権資本株式数   303,600 株 

(2) 分割の方法 

平成17年３月31日(木曜日)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株に分割する。 

(3) 配当起算日    平成17年1月1日(土曜日) 

(4) 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 101,200 株から

202,400 株増加させて 303,600 株に変更することを決議し

ております。 

(5) 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 17 年 4 月 1日（金曜日）

以降、次のとおり調整いたします。 

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。 
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前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(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 ３株 1,667 円 

調整前 1 株 5,000 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 ３株 1,800 円 

調整前 １株 5,400 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 ３株 2,417 円 

調整前 １株 7,250 円 

(6) 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前期における1株当たり情報及び当期首に行われたと仮定

した場合の当期における1株当たり情報は、それぞれ以下

のとおりとなります。 

前事業年度 当事業年度 

1 株当たり純資産額 

1,813 円 60 銭 

1株当たり当期純利益 

166 円 84 銭 

 

1 株当たり純資産額 

10,525 円 29 銭

1株当たり当期純利益

2,785 円 35 銭

潜在株式調整後 1 株

当たり当期純利益 

2,772 円 50 銭
 

(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 

(5) 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前期における1株当たり情報及び当期首に行われたと仮定

した場合の当期における1株当たり情報は、それぞれ以下

のとおりとなります。 

前事業年度 当事業年度 

1 株当たり純資産額 

3,508 円 43 銭

1株当たり当期純利益

928 円 45 銭

潜在株式調整後 1 株

当たり当期純利益 

924 円 17 銭

1 株当たり純資産額 

26,249 円 60 銭

1株当たり当期純利益

2,312 円 21 銭

潜在株式調整後 1 株

当たり当期純利益 

2,106 円 63 銭

  
 

３．平成17年2月17日開催の当社取締役会において、以下

のようにREIT（不動産投資信託）運用を行う資産運用

子会社を設立することに関し、下記のとおり決議して

おります。 

（資産運用子会社の概要） 

（１）商号 リプラス・リート・マネジメント株式会社 

（２）設立年月日  平成 17 年 2 月 25 日 

（３）本店所在地  東京都港区虎ノ門一丁目 26 番 5 号

（４）代表者氏名  佐久間 隆夫 

（５）資本の額   150,000,000 円 

（６）株主構成及び持株比率 株式会社リプラス 100％

 

 

 



- 19 - 

 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

４．平成 17 年２月 25 日付で三井住友銀行をアレンジャー

とするコミット型シンジケートローン契約を締結いた

しました。 

（１）コミット金額 49 億円 

（２）コミット期間 

 平成 17 年２月 25 日～平成 17 年８月 25 日 

（３）アレンジャー 三井住友銀行 

（４）エージェント 三井住友銀行 

（５）参加金融機関 計７行 

三井住友銀行、りそな銀行、あおぞ

ら銀行、岐阜銀行、西日本シティ銀

行、十六銀行、商工中金 

（６）資金使途 不動産取得資金 

当社が不動産ファンドを組成するために、特定目的会社

（以下「SPC」という。）が不動産管理処分信託に基づく受

益権（以下「受益権」という。）を取得するに際して、当

該受益権を第三者に売却するまでもしくはノンリコース

ローン調達までの、繋ぎ資金としての SPC 宛供与資金に充

当いたします。 

なお、平成 17 年３月 15 日に 931 百万円の借入を実行して

おります。 

 

───────── 

 

５．平成 17 年２月 25 日開催の当社取締役会及び平成 17

年３月 29 日開催の定時株主総会において、商法第 280

条ノ 20 及び第 280 条ノ 21 の規定に基づき、当社の取締

役、監査役、従業員、社外協力者及び当社取引先に対し、

ストックオプションとして新株予約権を付与する決議

をいたしました。 

(1)特に有利な条件をもって新株予約権を付与する理由 

 当社の業績向上に対する意欲や士気を高めると共に、株

主の利益を重視した事業展開を推進し企業価値を高める

ことを目的として、商法第 280 条ノ 20 及び第 280 条ノ 21

の規定に基づき、当社の取締役、監査役、従業員、社外協

力者及び当社取引先に対し、新株予約権を無償で発行する

ものであります。 

(2)新株予約権発行の内容 

①新株予約権の割り当てを受ける者 

当社取締役、監査役、従業員、社外協力者及び当社取引先

②新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

 当社普通株式 800 株を上限とする。 

なお、本総会終結後に当社が株式分割または株式併合を行

う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数は

調整されるものとする。調整の結果生じる１株未満の端数

については、これを切り捨てるものとする。 

調整後 

株式数 
＝ 

調整前 

株式数 
× 
分割・併合 

の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件

新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もし

くは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調

整を行う。 

※平成 17 年２月 14 日付で、平成 17 年３月 31 日を基準日

として、平成 17 年５月 20 日効力発生日として１株につき

３株に株式を分割する決議を行っております。 
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前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

③割り当てる新株予約権の数 

800 株(新株予約権 1個につき普通株式 1株。 

ただし、②に定める株式の数の調整を行っ 

た場合は、同様の調整を行う。) を上限とする。 

④新株予約権の発行価額 

 無償とする。 

⑤新株予約権の行使に際して払込をすべき額（行使価額）

新株予約権１個当たりの払込みをすべき金額は、次により

決定される 1 株当たりの払込金額に新株予約権１個につ

き割り当てられる株式数を乗じた金額とする。 

１株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属す

る月の前月の各日（取引が成立していない日を除く。）に

おける東京証券取引所における当社普通株式の終値の平

均値に 1.05 を乗じた金額（１円未満の端数は切上げ）と

する。ただし、当該金額が新株予約権発行日の前日の終値

（取引が成立しない場合はその前日の終値）を下回る場合

は、当該終値とする。 

なお、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処

分する場合（新株予約権の行使により新株を発行する場合

は除く。）は、次の算式により１株当たりの払込金額を調

整し、調整により生じる１円未満の端数は切上げる。 

    
新規発行

株式数 
× 

１株当たりの

払込金額 

既発

行 

株式

数 

＋

新規発行前の株価 調整

後 

払込

金額 

＝

調整

前 

払込

金額 

×

既発行株式数＋新規発行による増加額

上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数

から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。 
また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式によ

り払込金額を調整し、１円未満の端数は切り上げる。 
１ 調整後 

払込金額 
＝ 

調整前 

払込金額 
× 

分割・併合の比率 

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本

件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割も

しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額

の調整を行う。 

⑥新株予約権の権利行使期間 

平成 19 年４月１日から、平成 27 年３月 31 日までとする。

⑦新株予約権の行使の条件 

イ．新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者に

おいて、これを行使することを要する。ただし、相続

により新株予約権を取得した場合はこの限りではな

い。 

ロ．新株予約権発行時において当社または当社子会社の取

締役・監査役または従業員であった者は、新株予約権

行使時においても当社、当社子会社または当社の関係

会社の役員または従業員であることを要する。ただ

し、任期満了による退任または定年退職した場合及び

特に取締役会が認めた場合はこの限りではない。 
 
 

───────── 

 

 



- 21 - 

 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

ハ．新株予約権発行時において社外のコンサルタントであ

った者は、新株予約権行使時においても当社との間で

コンサルタント契約を締結していることを要する。ま

た、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使に先

立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期

について、当社取締役会の承認を要するものとする。

ニ．当社取引先の新株予約権者は、新株予約権の権利行使

時においても、当社と当社取引先の取引関係が良好に

継続し、当社の業績並びに企業価値の向上に寄与して

いると判断されることを要するものとする。ただし、

当社取引先が競合関係にある他の会社の子会社、もし

くは当該他の会社の傘下会社となった場合は権利を

喪失する。また、当社取引先は、新株予約権の行使に

先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時

期について、当社取締役会の承認を要するものとす

る。 

ホ．新株予約権の割当を受けた者は、以下の区分に従って、

権利の一部または全部を行使することができる。 

 

（イ）権利行使時において当社または当社子会社の取締役・

監査役の地位にある者 

権利行使可能日から、全ての新株予約権を行使すること

ができる。 

（ロ）権利行使時において当社の従業員の地位にある者 

a．権利行使可能日から１年以内の期間において当初の

新株予約権の最大 30％以内について権利を行使するこ

とができる。 

b．権利行使可能日より 1 年を経過した日から１年以内

の期間において既に行使済みの数を含めて当初の新株

予約権の数の最大 60％以内について権利を行使するこ

とができる。 

c．権利行使可能日より３年を経過した日の翌日以降は、

未行使の新株予約権について権利を行使することがで

きる。 

d．上記の区分に関わらず定年退職を迎える者について

は、次のとおりとする。 

(ａ)定年退職日までは上記区分に準ずる。 

(ｂ)定年退職日の翌日以降については、権利行使日か

ら、未行使の新株予約権を全て行使することができる。

なお、別途細則に新株予約権の行使について定めのあ

る場合は、この限りではない。 

ヘ．新株予約権の質入れその他の処分は認めない。 

⑧新株予約権の消却事由及び条件 

イ．当社は、新株予約権の割当てを受けた者が⑦に定める

規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった

場合及び新株予約権を喪失した場合にその新株予約権

を消却することができる。この場合、当該新株予約権

は無償で消却する。 

ロ．当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当

社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契

約書または株式移転の議案について株主総会の承認決

議がなされたときは、当社は新株予約権を無償で消却す

ることができる。 

⑨新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するもの

とする。 

 

───────── 
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８．役員の異動 

（１）代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）その他の役員の異動 

新任監査役候補 

監査体制強化・充実を図るため、監査役を１名増員いたします。 

  監査役 中村 信男 

 

（３）就任予定日 

平成 18 年 3月 29 日 

 

監査役候補者の経歴は、以下のとおりであります。 

候補者番

号 

氏      名 

（ 生 年 月 日） 
略歴及び他の会社の代表状況 

所 有 す る 

当社の株式数

1 
中村 信男 

（昭和38年1月10日生） 

昭和 61 年３月

平成３年３月

 

平成３年４月

平成６年４月

平成８年４月

平成 13 年４月

平成 16 年９月

 

早稲田大学法学部卒業 

早稲田大学大学院法学研究科博士課程

満期退学 

愛知学院大学法学部専任講師 

早稲田大学商学部専任講師 

早稲田大学商学部助教授 

早稲田大学商学部教授 

早稲田大学商学学術院教授（大学内の機

構改革に伴う所属機関名称の変更によ

る。）（現在に至る。） 

－ 

（注）１．監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 

２．監査役候補者の中村信男氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第

18 条第１項に定める社外監査役の候補者であります。 


