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平成 18 年 12 月期 第１四半期財務・業績の概況（連結） 
 

平成 18 年５月 12 日 

 

上場会社名 株式会社リプラス (コード番号：8936 東証マザーズ)

（URL http://www.re-plus.co.jp) 

問合せ先 代表者職名 代表取締役社長 氏名 姜 裕文 

 責任者職名 経営企画部長 氏名 梶山 素子   TEL：（03）5510-7614 

 

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期連結財務諸表の作成基準  ： 中間連結財務諸表作成基準  

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無  ： 無  

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 

  （内容） 

連結（新規）１件 

： 有 

④ 会計監査人の関与  ： 有 

四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規

則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための

手続きを受けております。  

 
２．平成18年12月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年１月１日～平成18年３月31日）  

(1) 連結経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨） 

 
売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

四半期（当期） 

純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期第１四半期  2,045 ― 158 ― 144 ― 83 ― 

17年12月期第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ― 

(参考)17年12月期  5,982 ― 1,602 ― 1,447 ― 677 ― 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益  

潜在株式調整後 

１株当たり四半期

（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

18年12月期第１四半期  479 58 436 28 

17年12月期第１四半期 ― ― ― ― 

(参考)17年12月期  7,993 50 7,282 78 

（注）①期中平均株式数（連結）平成18年12月期第１四半期 174,494株 平成17年12月期第１四半期 －株 平成17年12月期 84,782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。 

また、平成18年12月期第１四半期の期中平均株式数（連結）につきましては、平成18年２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。 

②当社は平成17年12月期第３四半期が連結財務諸表作成の初年度であるため、前第１四半期連結会計期間、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。 

 

＜連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等＞ 

当第１四半期（平成18年１月１日～平成18年３月31日）における日本経済は、原油価格の動向が内外経済に与える

影響には留意する必要があるものの、企業収益の改善や需要の増加を受けて設備投資が増大すると同時に、雇用情勢

の改善が家計の所得の緩やかな増加につながるなど、本格的な回復を実感するものとなってきております。 

当企業集団の所属する不動産業界におきましては、地価の下落傾向は継続しておりますが、大都市の都心部を中心

に持ち直しの動きが見られ、その兆候は一部の地方中心都市にも広がり始めており（平成18年地価公示（平成18年３

月24日、国土交通省））、日本銀行による量的緩和政策解除を受けた長期金利上昇などの懸念はあるものの、不良債権

の処理や減損会計の導入に対応すべく不動産を中心とする資産売却や流動化が活発化しており、当企業集団にとって

追い風の状況が続いております。 

このような事業環境の中、当企業集団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、

賃貸住宅の滞納家賃保証システムの提供事業を営む「サポート事業」、及び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」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。 
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この結果、当企業集団の当第１四半期連結会計期間の売上高は、賃貸サポート事業における新規契約件数の順調な

伸びと、ホフ事業におけるAUM（管理下資産）の堅調な積上げにより、2,045,607千円となりました。経常利益は、前

倒しの組織構築を図るための人員増加に伴う人件費の増加により、144,113千円となりました。当第１四半期純利益

は83,683千円となりました。 

なお、当第１四半期連結会計期間は、第１四半期連結会計期間作成の初年度であるため、前年同期との比較分析は

行っておりません。（以下、「（2）財政状態」においても同じ。） 

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

 

事業の種類別セグメントの状況 

  ［賃貸サポート事業］ 

前連結会計年度に引き続き、大手賃貸住宅管理会社への集金代行セット型滞納家賃保証サービスの拡販に努めま

した。特に、前連結会計年度において、当該サービスの導入を行った大手賃貸住宅管理会社に対して、当該サービ

ス利用の浸透率を高めることに注力いたしました。また、スルガ銀行株式会社との提携による小口ローンサービス

の提供などのサービスの拡充を図り、賃貸住宅に関わる周辺事業を充実させることで、当社の提供する賃貸住宅の

滞納家賃保証システムの市場への普及を加速させ、３月には新規獲得件数が１万件を超えました。これらの結果、

当第 1四半期連結会計期間における新規契約件数は 28,291 件となりました。 

以上の結果、当事業の売上高は 1,128,718 千円、営業利益は 127,431 千円となりました。 

 

  ［ホフ事業］ 

前連結会計年度に引き続き、東京都心部における当社ならではの企画・コンストラクションマネジメント能力、

その他地域における賃貸サポート事業を通じて構築中の賃貸住宅管理会社とのリレーション、収益物件取得を行う

全国規模の地場デヴェロッパーとの提携などを活用して賃貸住宅アセットのファンドへの組み込みを進めました。

これらの結果、当第１四半期連結会計期間において、AUM(管理下資産)を新規に約 220 億円積上げ、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。 

以上の結果、当事業の売上高は 916,888 千円、営業利益は 255,361 千円となりました。 

 

(2) 連結財政状態の変動状況 （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

18年12月期第１四半期  13,619 7,471 54.8 26,562 14 

17年12月期第１四半期 ― ― ― ― ― 

(参考)17年12月期  12,112 7,388 61.0 79,700 25 
（注）①期末発行済株式数（連結）平成18年12月期第１四半期 281,280株 平成17年12月期第１四半期 －株 平成17年12月期 92,698株 

②当社は平成17年12月期第３四半期が連結財務諸表作成の初年度であるため、前第１四半期連結会計期間、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。 

 

(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

18年12月期第１四半期  633 △1,702 1,476 2,711 

17年12月期第１四半期 ― ― ― ― 

(参考)17年12月期  △526 △5,964 8,036 2,206 

 

＜連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等＞ 

当企業集団の当第１四半期連結会計期間末における資産は、13,619,837 千円となりました。これは主に短期借入金

により獲得した現金及び預金、並びに不動産投資信託及び匿名組合出資などの有価証券などであります。負債につき

ましては、6,016,404 千円となりました。これは主に運転資金としての短期借入金（１年以内返済予定長期借入金を

含む）などであります。また、資本につきましては、7,471,397 千円となりました。 

 

当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動及び金融機関からの借

入などにより獲得した資金の一部を、投資有価証券の取得などの投資活動に使用した結果、2,711,850 千円となりま

した。 

当第１四半期連結会計期間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］ 

当第１四半期連結会計期間において営業活動により獲得した資金は、633,646 千円となりました。 

これは主として、税金等調整前第１四半期純利益が 144,113 千円計上され、売上債権が 479,806 千円、未収入金が

125,178 千円減少し、賞与引当金が 193,045 千円、預り金が 128,881 千円、未払金が 112,370 千円、保証履行引当金
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が 56,854 千円増加したものの、法人税等の支払額が 595,299 千円あっ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］ 

当第１四半期連結会計期間において投資活動により使用した資金は、1,702,797 千円となりました。 

これは主として、投資有価証券の払い戻しによる収入が 425,481 千円あったものの、投資有価証券の取得による支

出が 1,804,871 千円、敷金保証金の差入れによる支出が 267,406 千円及び長期貸付けによる支出が 92,430 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］ 

当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果獲得した資金は、1,476,232 千円となりました。 

これは主として、短期借入金の増加額が 1,489,904 千円あったことによるものであります。 

 

３．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 

※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。 

 

＜業績予想に関する定性的情報等＞ 

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一方、一般的には、物件の取得は厳しくなっていくものと思わ

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、東京都心部におけるプ

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と

ともに、中国の不動産を投資対象とするファンドの組成を行い、AUM の積上げ、売上高の拡大を図っていく予定です。

既にこの４月には北京の経済の中心地域である CBD（Central Business District）の一画の大規模な商業施設、オフ

ィスなどからなるチャイナセントラルプレイスに、オフィスビル２棟を取得し、投資総額約 450 億円となる第１号フ

ァンドを組成しております。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あります。加えて、督促の拠点としてサテライトオフィスを設けるこ

とで業務効率化を図ってまいります。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 百万円を見込んでおり

ます。 

 

（業績予想に関する留意事項） 

※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。 
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４．四半期連結財務諸表等 

（1）四半期連結貸借対照表 

  
当第１四半期 

連結会計期間末  
（平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  2,711,850  2,206,293

２．売掛金  720,386  1,200,192

３．たな卸資産  38,831  14,525

４．立替金  914,053  1,149,739

５．その他  1,123,843  1,057,912

    貸倒引当金  △2,916  △444

流動資産合計  5,506,049 40.4  5,628,219 46.5

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１ 121,881  114,034

２．無形固定資産  91,279  86,041

３．投資その他の資産   

（１）投資有価証券  6,921,436 5,607,047 

（２）その他  974,073 7,895,510 674,933 6,281,980

固定資産合計  8,108,671 59.6  6,482,057 53.5

Ⅲ 繰延資産  5,116 0.0  2,627 0.0

資産合計  13,619,837 100.0  12,112,904 100.0
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当第１四半期 

連結会計期間末  
（平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．短期借入金 ※３ 3,916,961  2,425,960

２．未払金  710,140  604,507

３．未払法人税等  198,699  704,252

４．預り金  703,673  580,815

５．保証履行引当金  225,458  168,603

６．賞与引当金  193,045  ―

７．その他  60,916  96,300

流動負債合計  6,008,894 44.1  4,580,439 37.8

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  1,780  4,270

２．その他  5,730  19,697

固定負債合計  7,510 0.1  23,967 0.2

負債合計  6,016,404 44.2  4,604,406 38.0

   

（少数株主持分）   

少数株主持分  132,035 1.0  120,443 1.0

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  3,266,247 24.0  3,265,361 27.0

Ⅱ 資本剰余金  3,230,919 23.7  3,230,033 26.6

Ⅲ 利益剰余金  974,230 7.1  892,658 7.4

資本合計  7,471,397 54.8  7,388,053 61.0

負債、少数株主持分及び資本
合計 

 13,619,837 100.0  12,112,904 100.0
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（2）四半期連結損益計算書 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年１月１日  
  至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 
（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
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  2,045,607 100.0  5,982,919 100.0

Ⅱ 売上原価  549,484 26.9  1,439,149 24.0

売上総利益  1,496,122 73.1  4,543,770 76.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,337,937 65.4  2,941,562 49.2

営業利益  158,185 7.7  1,602,208 26.8

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  2,795 11,599 
２．その他  590 3,386 0.2 1,498 13,097 0.2

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  9,780 39,823 
２．支払手数料  2,987 82,451 
３．新株発行費  4,184 43,969 
４．その他   505 17,457 0.9 1,182 167,426 2.8

経常利益  144,113 7.0  1,447,879 24.2

Ⅵ 特別損失   

１．移転費用  ― ― ― 56,508 56,508 1.0
税金等調整前第１四半期 
（当期）純利益 

 144,113 7.0  1,391,370 23.2

法人税、住民税及び事業税  82,834 805,460 
   法人税等調整額  △133 82,701 4.0 △129,019 676,440 11.3

  少数株主損益  △22,271 △1.1  37,228 0.6

第１四半期（当期）純利益  83,683 4.1  677,701 11.3

   

 

 

（3）四半期連結剰余金計算書 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年１月１日  
  至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結剰余金計算書 
（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） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  3,230,033  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 

 885 885 1,164 2,912,233

 Ⅲ 資本剰余金第１四半期末
(期末)残高 

 3,230,919  3,230,033

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  892,658  216,361

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．第１四半期（当期）純利
益 

 83,683 83,683 677,701 677,701

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 

 2,111 2,111 1,404 1,404

Ⅳ 利益剰余金第１四半期末(期
末)残高  974,230  892,658
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（4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日）

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ 

・フロー計算書 
（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） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１．税金等調整前第１四半期（当期）純利益  144,113 1,391,370 

２．減価償却費  5,338 16,970 

３．繰延資産償却  505 1,179 

４．連結調整勘定償却額  772 1,544 

５．貸倒引当金の増加額  2,472 444 

６．保証履行引当金の増加額  56,854 67,603 

７．賞与引当金の増加額  193,045 ― 

８．受取利息  △2,795 △11,599 

９．支払利息  9,780 39,823 

10．支払手数料  2,987 82,451 

11．新株発行費  4,184 43,969 

12．固定資産の除却に係る費用  ― 13,713 

13．売上債権の増減額（△：増加額）  479,806 △1,020,034 

14．前渡金の増減額（△：増加額）  40,973 △333,118 

15．未収入金の増減額（△：増加額）  125,178 △490,723 

16．立替金の増減額（△：増加額）  8,165 △798,952 

17．未払金の増加額  112,370 479,380 

18．未払消費税等の増減額（△：減少額）  △42,949 57,160 

19．預り金の増加額  128,881 417,060 

20．その他  △31,144 22,685 

小計  1,238,542 △19,070 

21．利息及び配当金の受取額  82 4,532 

22．利息の支払額  △8,262 △41,048 

23．手数料の支払額  △1,416 △85,021 

24．法人税等の支払額  △595,299 △385,907 

営業活動によるキャッシュ・フロー  633,646 △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  △10,627 △120,330 

２．無形固定資産の取得による支出  △10,340 △69,448 

３．投資有価証券の払戻しによる収入  425,481 4,490,220 

４．投資有価証券の取得による支出  △1,804,871 △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  △194 △100,294 

７．長期貸付けによる支出  △92,430 △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  △267,406 △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  57,591 9,266 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,702,797 △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 1,489,904 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 △2,490 △1,989,960 

４．株式の発行による収入 1,771 5,824,475 

５．株式の発行による支出 △12,953 △31,760 

６．その他  ― △5,292 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,476,232 8,036,562 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 407,081 1,545,603 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,206,293 623,284 

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  98,475 37,406 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末（期末）残高 ※１ 2,711,850 2,206,293 
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四半期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  

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

    （自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数  ３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 
リプラス・チャイナ・アセットマネ
ジメント株式会社 
 なお、リプラス・チャイナ・アセッ
トマネジメント株式会社は重要性が高
くなったため、当第１四半期首より連
結いたしております。 

(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。 

 (2)非連結子会社の名称等 
有限会社KATSURAGAWA 
有限会社MASUKAGAMI 

 （連結の範囲から除いた理由） 
 上記会社に対しては、匿名組合契約
に基づく出資を行っておりますが、財
務及び営業または事業の方針の決定に
対する支配が一時的であると認められ
るためであります。 

(2)非連結子会社の名称等 
リプラス・チャイナ・アセットマネ
ジメント株式会社 

 （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、当期純損益、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 

他の会社等の議決権の20％以上、50％以
下を自己の計算において所有しているに
もかかわらず関連会社としなかった当該
他の会社等の名称 
リプラス・レジデンシャル投資法人 
（関連会社としなかった理由） 
当企業集団は、当該投資法人の議決権の
36％を所有しておりますが、財務及び営業
または事業の方針の決定に対する影響が
一時的であると認められるためでありま
す。 

同左 
 

３．連結子会社の四半期決算
日（決算日）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。 
リプラス・インベストメンツ株式会社及
びリプラス・チャイナ・アセットマネジメ
ント株式会社の決算日は、12月31日であり
ます。 
四半期連結財務諸表の作成にあたって
は、四半期連結決算日において、四半期連
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。 

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。 

４．会計処理基準に関する 
事項 

 

(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。 

(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 

同左 
 
匿名組合出資金 

同左 

 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たな卸資産 
仕掛品 

同左 
 
貯蔵品 

同左 
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期 別 

項 目  

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

 (2)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)重要な減価償却資産の減価償却の方法 
①有形固定資産  

同左 

 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。 

②無形固定資産  
同左 

 (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。 

(3)重要な繰延資産の処理方法 
①創立費 

同左 

 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。

②開業費 
同左 

 
 
③新株発行費 

同左 
 （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。 

（4）重要な引当金の計上基準 
①貸倒引当金  

同左 

 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。 

②保証履行引当金 
同左 

 

 ③賞与引当金 
従業員の賞与金の支給に備えて、賞与
支給見込額の当第１四半期連結会計期
間負担額を計上しております。 

③ 

 (5)収益及び費用の計上基準 
滞納家賃保証事業の収益は、当第１四半
期連結会計期間中の契約締結に係る契約
金額全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。 

(6)重要なリース取引の処理方法 
同左 

 (7)その他四半期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。 

(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  

同左 
５．四半期連結キャッシュ・
フロー計算書（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。 
 

同左 
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注記事項  

（四半期連結貸借対照表関係） 

当第１四半期連結会計期間末  

（平成18年３月31日）  

前連結会計年度 

（平成17年12月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

19,568千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

14,884千円

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          27,413,581千円

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第１四半期連

結会計期間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 2,780,000千円

借入実行残高 2,707,000千円

差引額 73,000千円 

※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

  
 

（四半期連結損益計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。 

２．減価償却実施額 

給与手当 468,650千円

賞与引当金繰入額 193,045千円

貸倒引当金繰入額 2,472千円

有形固定資産 4,683千円

無形固定資産 654千円

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。  

２．減価償却実施額  

給与手当 1,160,636千円

貸倒引当金繰入額 444千円

  

有形固定資産 15,238千円

無形固定資産 1,732千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（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第１四半期連結会計期間末残

高と四半期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18年３月31日現在）  

現金及び預金勘定 2,711,850千円

現金及び現金同等物 2,711,850千円

※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） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年１月１日  
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（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

額及び第１四半期連結会計期間末残高相当額 

（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） 

第１四半

期末残高

相当額 

（千円）

建物 35,953 5,992 29,961

器具備品 340,371 56,743 283,628

ソフトウェア 238,256 22,099 216,157

合計 614,582 84,835 529,747
  

 

 
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）未経過リース料第１四半期連結会計期間末残高相当額 （2）未経過リース料期末残高相当額  

１年内 111,443千円

１年超 425,633千円

合計 537,077千円 

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 32,289千円

減価償却費相当額 28,996千円

支払利息相当額 5,038千円 

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 

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。 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（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。 

 

（5）利息相当額の算定方法  

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 

１年内 1,680千円

１年超 1,260千円

合計 2,940千円

 
 

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 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

 当第１四半期連結貸借対照表計上額（千円） 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 3,250,000 

②匿名組合出資金 3,663,936 2,284,547 

③非上場株式 7,500 72,500 

合計 6,921,436 5,607,047 
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（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年３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。 

 

前連結会計年度（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） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年３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。 

 

前連結会計年度（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。 

 

 

（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年３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） 

売上高  

（1）外部顧客に対する売上高 916,888 1,128,718 2,045,607 － 2,045,607

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 5,694 5,694 △5,694 －

計 916,888 1,134,413 2,051,302 △5,694 2,045,607

営業費用 661,527 1,006,981 1,668,508 218,913 1,887,422

営業利益 255,361 127,431 382,793 △224,608 158,185

（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システムの提供事業 

   ３．当第１四半期連結会計期間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

218,913千円であり、その内容は親会社の管理部門に係る費用であります。 

 

前連結会計年度（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） 

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

（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．前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。 
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２．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結会計期間及び前連結会計年度において、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 

当第１四半期連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 
（１株当たり情報） 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年１月１日  

 至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 

(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 26,562円14銭

１株当たり第１四半期純利益金額 479円58銭

潜在株式調整後１株当たり 

第１四半期純利益金額 
436円28銭

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

当社は平成18年２月20日付をもって普通株式１株を３株

に分割しております。当該株式分割が前連結会計年度期首

に行われたと仮定した場合の前連結会計年度における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 26,566円75銭

１株当たり当期純利益金額 2,664円50銭

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
2,427円59銭

 

 

（注）１株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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。 

 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年１月１日  

 至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日  

 至 平成17年12月31日) 

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額   

第１四半期（当期）純利益（千円） 83,683  677,701  

普通株主に帰属しない金額（千円） ―  ―  

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益（千

円） 
83,683  677,701  

期中平均株式数 （株） 174,494  84,782  

   

潜在株式調整後1株当たり第１四半期（当期）

純利益金額 
  

第１四半期（当期）純利益調整額（千円） ―  ―  

普通株式増加数（株） 17,318  8,274  

（うち新株予約権） （17,318） （8,274） 

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１

株当たり第１四半期（当期）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 
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（重要な後発事象） 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年１月１日  

 至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日  

 至 平成17年12月31日) 

１．平成18年４月17日開催の当社取締役会において、以

下のとおりコマーシャル・ペーパー（CP）を発行す

ることを決議しております。 

(1)発行額   25億円 

(2)期間    平成18年４月20日より平成19年１月22日 

(3)ディーラー 大和証券SMBC株式会社 

(4)資金使途  ホフ事業（不動産ファンドのアセットマ

ネジメント事業）拡大のために使用いた

します。 

 

 

１．平成18年１月18日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、以下のように有限会社MASUKAGAMIの借入れに対

し債務保証を行っております。 

(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11月18日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、以下のように株式分割による新株式を発行いた

しました。 

(1) 平成18年２月20日付をもって普通株式１株を３株に

分割いたしました。 

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株に分割いたしました。 

以上により、平成18年２月20日現在の発行済株式

総数は、279,642株となりました。 

(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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当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年１月１日  

 至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 

(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) 

(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 

   

  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 
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平成 18 年 12 月期 第 1四半期財務・業績の概況（個別） 
 

平成 18 年５月 12 日 

 

上場会社名 株式会社リプラス (コード番号：8936 東証マザーズ)

（URL http://www.re-plus.co.jp) 

問合せ先 代表者職名 代表取締役社長 氏名 姜 裕文 

 責任者職名 経営企画部長 氏名 梶山 素子   TEL：（03）5510-7614 

 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準  ： 中間財務諸表作成基準  

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無  ： 無  

③ 会計監査人の関与  ： 有  

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の

取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続

きを受けております。  
 
２．平成18年12月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年１月１日～平成18年３月31日）  

(1) 経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨） 

 
売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

四半期（当期） 

純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期第１四半期  2,031 108.0 319 51.4 312 62.9 159 58.5 

17年12月期第１四半期 976 ― 210 ― 191 ― 100 ― 

(参考)17年12月期  5,650 54.3 1,366 222.0 1,215 196.6 588 185.8 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益  

 円  銭

18年12月期第１四半期  914 83 

17年12月期第１四半期 3,584 14 

(参考)17年12月期  6,936 64 
（注）①期中平均株式数 平成18年12月期第１四半期 174,494株 平成17年12月期第１四半期 28,100株 平成17年12月期 84,782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。 

また、平成18年12月期第１四半期の期中平均株式数につきましては、平成18年２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。 

②売上高、営業利益、経常利益、四半期（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

平成17年12月期第１四半期が第１四半期財務諸表作成の初年度であるため、対前年第１四半期増減率は記載しておりません。 

 

(2) 財政状態の変動状況 （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

18年12月期第１四半期  13,313 7,461 56.0 26,526 09 

17年12月期第１四半期 5,577 987 17.7 35,160 00 

(参考)17年12月期  11,728 7,299 62.2 78,748 80 

（注）期末発行済株式数 平成18年12月期第１四半期 281,280株 平成17年12月期第１四半期 28,100株 平成17年12月期 92,698株 

 
(3) 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

18年12月期第１四半期  ― ― ― ― 

17年12月期第１四半期 △394 △3,296 3,813 745 

(参考)17年12月期  ― ― ― ― 
（注）平成18年12月期第１四半期及び平成17年12月期のキャッシュ・フローについては、平成17年12月期第３四半期から連結財務諸表

を作成しているため、四半期連結財務諸表に記載しております。 
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３．平成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 00 00 ─ ─ 

通  期 11,000 2,500 1,140 ─ 00  00  00 00 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）4,076円64銭  

※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。 

 

（業績予想に関する留意事項） 

※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。 
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４．四半期財務諸表等 

(1) 四半期貸借対照表 

  
前第１四半期会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当第１四半期会計期間末  
（平成18年３月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金  745,703 2,557,833  2,129,751 

２．売掛金  372,831 728,943  897,415 

３．たな卸資産  14,965 18,686  14,525 

４. 前渡金  156,351 336,551  377,524 

５．立替金  170,452 918,205  1,151,676 

６．その他  261,932 893,431  982,279 

    貸倒引当金  － △2,916  △444 

流動資産合計   1,722,236 30.9 5,450,735 40.9  5,552,727 47.4

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１  17,911 117,036   110,595

２．無形固定資産   14,217 84,329   78,319

３．投資その他の資産     

（1）投資有価証券  3,269,001 5,421,436  4,042,047 

（2）関係会社株式  150,000 288,000  288,000 

（3）長期貸付金  189,260 321,120  301,120 

（4）関係会社 
長期貸付金 

 － 1,080,000  1,000,000 

（5）敷金保証金  194,628 548,860  350,111 

（6）その他  18,836 3,821,726 1,263 7,660,680  4,242 5,985,521

固定資産合計   3,853,856 69.1 7,862,045 59.1  6,174,436 52.6

Ⅲ 繰延資産   1,706 0.0 731 0.0  975 0.0

資産合計   5,577,798 100.0 13,313,512 100.0  11,728,139 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成17年３月31日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．短期借入金 ※３ 1,998,000 3,907,001  2,416,000 

２．１年以内返済予定 
長期借入金 

 9,960 9,960  9,960 

３．未払金  128,877 619,668  592,292 

４．未払法人税等  94,249 160,062  595,356 

５．預り金  173,721 694,025  544,215 

６．保証履行引当金  105,537 225,458  168,603 

７．賞与引当金  － 180,227  － 

８．その他  78,905 48,339  77,888 

流動負債合計   2,589,251 46.4 5,844,742 43.9  4,404,315 37.6

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金  1,991,740 1,780  4,270 

２．その他  8,811 5,730  19,697 

固定負債合計   2,000,551 35.9 7,510 0.1  23,967 0.2

負債合計   4,589,803 82.3 5,852,253 44.0  4,428,283 37.8

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金     353,120 6.3 3,266,247 24.5  3,265,361 27.8

Ⅱ 資本剰余金     

１．資本準備金  317,800 3,230,919  3,230,033 

 資本剰余金合計   317,800 5.7 3,230,919 24.3  3,230,033 27.5

Ⅲ 利益剰余金     

１．第１四半期（当期） 
未処分利益 

 317,075 964,092  804,460 

利益剰余金合計   317,075 5.7 964,092 7.2  804,460 6.9

資本合計   987,995 17.7 7,461,259 56.0  7,299,856 62.2

負債・資本合計   5,577,798 100.0 13,313,512 100.0  11,728,139 100.0
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(2) 四半期損益計算書 

  
前第１四半期会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年３月31日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日
至 平成18年３月31日）

前事業年度の 
要約損益計算書 

（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

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  976,585 100.0 2,031,059 100.0  5,650,858 100.0

Ⅱ 売上原価   205,619 21.1 461,858 22.7  1,413,444 25.0

売上総利益   770,965 78.9 1,569,201 77.3  4,237,413 75.0

Ⅲ 販売費及び 

一般管理費 
  560,064 57.3 1,249,878 61.6  2,870,453 50.8

営業利益   210,901 21.6 319,322 15.7  1,366,959 24.2

Ⅳ 営業外収益 ※１  3,931 0.4 10,198 0.5  14,665 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  23,119 2.4 17,196 0.8  166,546 3.0

経常利益   191,714 19.6 312,325 15.4  1,215,077 21.5

Ⅵ 特別損失  － － － －  56,508 1.0

税引前第１四半期 
（当期）純利益 

 191,714 19.6 312,325 15.4  1,158,568 20.5

法人税、住民税 
及び事業税 

91,000 152,693  698,500 

   法人税等調整額 － 91,000 9.3 － 152,693 7.5 △128,030 570,469 10.1

第１四半期（当期） 
純利益 

 100,714 10.3 159,631 7.9  588,099 10.4

前期繰越利益  216,361 804,460   216,361

第１四半期（当期） 
未処分利益 

 317,075 964,092   804,460
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

平成17年12月期第３四半期より、連結財務諸表を作成しているため、当第１四半期会計期間及び前事業年度については

四半期連結財務諸表において記載しております。 

  
前第１四半期会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年３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．税引前第１四半期純利益 191,714 

２．減価償却費 844 

３．ソフトウェア償却費 32 

４．繰延資産償却 243 

５．保証履行引当金の増加額 4,537 

６．受取利息及び配当金 △1,503 

７．支払利息 7,607 

８．支払借入手数料 15,264 

９．売上債権の増加額 △199,285 

10．たな卸資産の増加額 △4,212 

11．前渡金の増加額 △111,945 

12．立替金の増加額  △41,551 

13．未払金の増加額  36,722 

14．預り金の増加額  42,423 

15．その他  12,947 

小計  △46,159 

16．利息及び配当金の受取額  1,647 

17．利息及び手数料の支払額  △98,461 

18．法人税等の支払額  △251,119 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △394,093 

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 △297 

２．無形固定資産の取得による支出 △13,622 

３．投資有価証券の取得による支出 △3,022,700 

４．関係会社への出資による支出 △150,000 

５．短期貸付金の増加額 △22,044 

６．長期貸付けによる支出 △72,000 

７．長期貸付金の回収による収入 47,500 

８．敷金保証金の差入れによる支出 △63,650 

９．敷金保証金の返還による収入 20 

10．その他 △10 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,296,804 

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 1,841,100 

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 △2,490 

４．上場関連費用の支払額 △5,292 

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,813,317 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 122,419 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 623,284 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第１四半期末残高 ※１ 745,703 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項  

期 別 

項 目  

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年３月31日)

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31日) 

(1)有価証券 

    
 

(1)有価証券 

   子会社株式及び関連会社株

式 

移動平均法による原価

法を採用しております。

(1)有価証券 

  子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

   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。 

その他有価証券 

同左 

１．資産の評価基準及び評価

方法  

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。 

匿名組合出資金 

同左 

匿名組合出資金 

同左 

 (2)たな卸資産 

① 仕掛品 

個別法に基づく原価法によ

っております。 

② 貯蔵品 

 最終仕入原価法によってお

ります。 

(2)たな卸資産 

① 仕掛品 

同左 

 

② 貯蔵品 

同左 

(2)たな卸資産 

① 仕掛品 

同左 

 

② 貯蔵品 

同左 

２．固定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 

(1)有形固定資産  

同左 

 

 

(1)有形固定資産  

同左 

 

 

 (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。 

(2)無形固定資産  

同左 

  

 

 

(2)無形固定資産  

同左 

  

３．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。

(1)創立費 

同左 

 

(1)創立費 

同左 

 

 (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。

(2)開業費 

同左 

 

 

(2)開業費 

同左 

 

 

 (3) (3)新株発行費 

支出時に全額費用処理して

おります。 

 

(3)新株発行費  

同左 
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期 別 

 

項 目 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年３月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31日) 

４．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。 

 なお、当第 1 四半期末に

おいては過去に貸倒実績が

なく、かつ個別に貸倒れが

懸念される債権等がないた

め、貸倒引当金は計上して

おりません。 

(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。 

 

(1)貸倒引当金 

同左 

(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。 

(2)保証履行引当金 

同左 

(2)保証履行引当金 

同左 

(3)  (3)賞与引当金 

従業員の賞与金の支給に

備えて、賞与支給見込額の

当第１四半期会計期間負担

額を計上しております。 

(3) 

５．収益及び費用の計上基

準 

 滞納家賃保証事業の収益

は、当第１四半期会計期間

中の契約締結に係る契約金

額全額を計上しておりま

す。 

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．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 同左  

７．四半期キャッシュ・フ

ロー計算書（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

月以内に償還期限が到来す

る短期投資からなっており

ます。 

  

８．その他四半期財務諸表

（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。  

消費税等の会計処理  

同左 

消費税等の会計処理  

同左 
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表示方法の変更 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年３月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年３月31日) 

（貸借対照表） 

 

（貸借対照表） 

前第１四半期会計期間まで流動資産の「その他」に含

めて表示しておりました「賞与引当金」は、当第１四半

期会計期間において、区分掲記いたしました。 

なお、前第１四半期会計期間末の「賞与引当金」の金

額は、46,861千円であります。 

 

 

 

追加情報 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年３月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年３月31日) 

前事業年度 

(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  

（四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 

（平成17年３月31日）  

当第１四半期会計期間末  

（平成18年３月31日）  

前事業年度末  

（平成17年12月31日）  

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

5,393千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

19,240千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

14,836千円

２．偶発債務 

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。 

保証極度相当額 

12,965,464千円 

２．偶発債務 

連帯保証債務 

賃貸家賃保証事業に係る保証 

極度相当額であります。 

保証極度相当額 

27,413,581千円

２．偶発債務 

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 

当社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀行とコ

ミットメント契約を締結しており

ます。この契約に基づく当第１四半

期会計期間末の借入実行残高等は

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 

680,000千円 

借入実行残高 607,000千円 

差引額 73,000千円 

   

※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

基づく当第１四半期会計期間末の

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 

2,780,000千円

借入実行残高 2,707,000千円

差引額 73,000千円 

※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 

1,980,000千円

借入実行残高 1,407,000千円

差引額 573,000千円 

 

 

（四半期損益計算書関係） 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年３月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31日) 

※１．営業外収益のうち主要なもの  

受取利息 1,503千円 

   

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 8,108千円

業務受託収入 1,350千円 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息配当金 11,817千円

業務受託収入 1,725千円 
※２．営業外費用のうち主要なもの  

支払利息 7,607千円 

支払手数料 15,264千円  

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 9,780千円

支払手数料 2,987千円

新株発行費 4,184千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 39,823千円

支払手数料 82,451千円

新株発行費 43,294千円 
３．減価償却実施額 

有形固定資産 844千円 

無形固定資産 32千円  

３．減価償却実施額 

有形固定資産 4,403千円

無形固定資産 654千円 

３．減価償却実施額 

有形固定資産 15,190千円

無形固定資産 1,732千円

  
 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期会計期間については、第１四半期連結財務諸表を作成しているため、「キャッシュ・フロー計算書関係」の

注記については、第１四半期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。 

 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年３月31日) 

※１．現金及び現金同等物の第１四半期会計期間末残高と四半期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３月31日現在）

現金及び預金勘定 745,703千円

現金及び現金同等物 745,703千円

  
 

前事業年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

前事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「キャッシュ・フロー計算書関係」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。 
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（リース取引関係） 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年３月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年３月31日) 

前事業年度 

(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第１四半期末

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第１四半期末

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）

第１四半

期末残高

相当額 

（千円） 

器具備品 6,388 1,394 4,993 

ソフトウ

ェア 
23,118 2,968 20,150 

合計 29,506 4,363 25,143 

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円）

第１四半

期末残高

相当額

（千円）

建物 35,953 5,992 29,961

器具備品 340,371 56,743 283,628

ソフトウ

ェア 
238,256 22,099 216,157

合計 614,582 84,835 529,747

 
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)未経過リース料第１四半期末残高相

当額  

(2)未経過リース料第１四半期末残高相

当額  

(2)未経過リース料期末残高相当額  

１年内 5,555千円

１年超 19,910千円

合計 25,466千円 

１年内 111,443千円

１年超 425,633千円

合計 537,077千円 

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 

支払リース料 1,325千円

減価償却費相当額 1,980千円

支払利息相当額 234千円
 

(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 32,289千円

減価償却費相当額 28,996千円

支払利息相当額 5,038千円
 

(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。 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(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。 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

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 2,940千円

合計 4,620千円

  

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 1,260千円

合計 2,940千円 

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 
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（有価証券関係） 

 当第１四半期会計期間については、第１四半期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、

第１四半期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。 

 

前第１四半期会計期間末（平成17年３月31日現在） 

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 （千円） 

その他有価証券  

匿名組合出資金 3,269,001 

 
前事業年度（平成17年12月31日現在） 

前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」（子会社株式で時価のあるものは除く）

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。なお、子会社株式及び関連会社株式で

時価のあるものはありません。 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期会計期間については、第１四半期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、第１四半期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。 

 

前第１四半期会計期間（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年３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。 

 

前事業年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

前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。 

 

 

（退職給付関係） 

当第１四半期会計期間については、第１四半期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、第１四半期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。 

 

前第１四半期会計期間（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 

当社は、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。 

 

前事業年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

前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。 

 

 

（持分法損益等） 

当第１四半期会計期間については、第１四半期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。 

 

前第１四半期会計期間（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 

 当社には持分法を適用すべき重要な関連会社が存在しないため、記載事項しておりません。 

 

前事業年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

前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。 
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（１株当たり情報） 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年１月１日 

   至 平成17年３月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年１月１日 

   至 平成18年３月31日) 

前事業年度 

(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 
35,160円00銭 

１株当たり第１四

半期純利益金額 
3,584円14銭 

潜在株式調整後１

株当たり第１四半

期純利益金額 

3,262円10銭 

 

１株当たり純資産

額 
26,526円09銭

１株当たり第１四

半期純利益金額 
914円83銭

潜在株式調整後１

株当たり第１四半

期純利益金額 

832円23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18年２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及

び前第１四半期会計期間における１株

当たり情報については以下のとおりに

なります。 
前第１四半期 

会計期間 
前事業年度 

１株当たり純資産

額 

 3,906円67銭

１株当たり純資産

額 

26,249円60銭

１株当たり第１四

半期純利益金額 

    398円24銭

１株当たり当期純

利益金額 

   2,312円21銭

潜在株式調整後１

株当たり第１四半

期純利益金額 

    362円46銭

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額 

   2,106円63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株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年３月31日)

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日)

１株当たり第１四半期（当期）純利

益金額 
   

第１四半期（当期）純利益（千円） 100,714  159,631  588,099  

普通株主に帰属しない金額（千円） ―  ―  ―  

普通株式に係る第１四半期（当期）

純利益（千円） 
100,714  159,631  588,099  

期中平均株式数 （株） 28,100  174,494  84,782  

    

潜在株式調整後１株当たり第１四半

期（当期）純利益金額 
   

第１四半期（当期）純利益調整額 

（千円） 
―  ―  ―  

普通株式増加数（株） 2,774  17,318  8,274  

（うち新株予約権） （2,774） （17,318） （8,274） 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり第１四半期（当

期）純利益の算定に含めなかった潜

在株式の概要 
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（重要な後発事象） 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年３月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31日) 

 

 

 

１．平成18年４月17日開催の当社取締

役会において、以下のとおりコマ

ーシャル・ペーパー（CP）を発行

することを決議しております。 

(1)発行額   25億円 

(2)期間    平成18年４月20日より

平成19年１月22日 

(3)ディーラー 大和証券SMBC株式会社

(4)資金使途   ホフ事業（不動産ファ

ンドのアセットマネジ

メント事業）拡大のた

めに使用いたします。

１．平成18年１月18日開催の当社取締

役会決議に基づき、以下のように

有限会社MASUKAGAMIの借入れに対

し債務保証を行っております。 

(1)債務保証の概要 

①債務保証の内容 有限会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託権の売買、

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11月18日開催の当社取締

役会の決議に基づき、以下のよう

に株式分割による新株式を発行い

たしました。 

(1)平成18年２月20日付をもって普通

株式１株を３株に分割いたしました。

①今回の分割により増加する株式数 

普通株式     185,396株

  ②分割の方法 

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

ました。 

以上により、平成18年２月20日現在

の発行済株式総数は、279,642株となり

ました。 
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前第１四半期会計期間 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年３月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31日) 

 

 

 

 

(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  
  (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

   
 


