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平成 18 年８月 18 日 

平成 18 年 12 月期     中間決算短信（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 
問合せ先責任者 役職名  経営企画部長  氏名 梶山 素子  TEL 03-5510-7614 
中間決算取締役会開催日   平成 18 年８月 18 日 
米国会計基準採用の有無   無 
 
１．平成 18 年６月中間期の連結業績（平成 18 年 1月 1 日～平成 18 年６月 30 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 ％
18年６月中間期 5,198 ─ 1,377 ─ 1,352 ─ 
17年６月中間期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

17 年 12 月期 5,982 ─ 1,602 ─ 1,447 ─ 
 

 中間（当期）純利益 
1 株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
1 株当たり中間（当期）純利益

 百万円 ％ 円 銭 円 銭
18年６月中間期 575 ─ 2,051 30 1,928 25 
17年６月中間期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

17 年 12 月期 677 ─ 7,993 50 7,282 78 
(注) ①持分法投資損益  平成 18 年６月中間期 －百万円  平成 17 年６月中間期 －百万円  平成 17 年 12 月期 －百万円 

②期中平均株式数  平成 18 年６月中間期 280,567 株  平成 17 年６月中間期 －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６月中間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。 

③会計処理の方法の変更  無 

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率。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、前中間連結会計期間、前連結会計年度及び対前年同中間期増減率の記載を

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 純 資 産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭
18年６月中間期 23,307 7,803 31.8 27,709 20 
17年６月中間期 ─ ─ ─ ─ ─ 

17 年 12 月期 12,112 7,388 61.0 79,700 25 
(注) 期末発行済株式数  平成 18 年６月中間期 281,622 株  平成 17 年６月中間期 －株  平成 17 年 12 月期 92,698 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
18年６月中間期 1,212 △8,306 7,893 3,104 
17年６月中間期 ─ ─ ─ ─ 

17 年 12 月期 △526 △5,964 8,036 2,206 

(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 ５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） ３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 

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。 
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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、当社とリプラス・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％）、リプラス・チャイナ・アセ

ットマネジメント株式会社（出資比率 65.0％）及びリプラス・インシュアランス株式会社（出資比率 

100.0％）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

保証システムの提供事業を中心に展開しております。 

なお、当中間連結会計期間においては、匿名組合２社を連結の範囲に含め、また、リプラス・インシ

ュアランス株式会社につきましては、重要性が乏しいため連結の範囲に含めておりません。 

 

①賃貸保証事業（賃貸住宅の滞納家賃保証システムの提供事業） 

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。 

賃貸保証事業は、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。 

なお、当事業は平成 18 年８月 18 日をもって賃貸サポート事業から賃貸保証事業へ名称変更してお

ります。 

 

②アセットマネジメント事業（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、

「都心コンパクト」「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、賃貸保証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、リプラス・チャイナ・アセットマネジメント株式会社においては、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、プロパティマネジメント業務、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。 

なお、当事業は平成 18 年８月 18 日をもってホフ事業からアセットマネジメント事業へ名称変更し

ております。 
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関係会社の状況 

名称 住所 
資本金または 

出資金（千円）
主要な事業内容

議決権の所有又

は被所有割合

（％）（注）２ 

関係内容 

（連結子会社）      

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

ビルディング

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３

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（注）３ 

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。

リプラス・チャ

イナ・アセット

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 

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

名及び従業員２

名が役員を兼務

しております。

匿名組合

KATSURAGAWA 

東京都千代田区

霞が関三丁目２

番５号 

─ 
匿名組合財産の

運用及び管理 

80.4％  

（注）１  

当社が不動産投

資顧問業務を受

託しておりま

す。当社が匿名

組合出資してお

ります。 

匿名組合

MASUKAGAMI 

東京都千代田区

霞が関三丁目２

番５号 

─ 
匿名組合財産の

運用及び管理 

80.4％  

（80.4％） 

（注）１  

当社が不動産投

資顧問業務を受

託しておりま

す。 

(注) １．匿名組合への出資割合であります。 

２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

３．債務超過会社であり、債務超過額は 199,624 千円であります。 

 

（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 

 

賃貸保証事業 

 

アセットマネジメント事業 

●概  要：賃貸住宅の滞納家賃保証 
システムの提供 

（非連結子会社） 
リプラス・インシュアランス㈱ 

●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㈱ 
リプラス・チャイナ・アセットマネジメント㈱ 
匿名組合 KATSURAGAWA 
匿名組合 MASUKAGAMI 

保証料 提携 
家賃滞納時 
代位弁済 

 賃貸住宅管理会社 不動産賃借人 

当社サービスの紹介

匿名組合 
出資等 

利益分配 

 
機関投資家等 SPC 

資産運用提案・

アレンジ 
 

運用 
手数料・ 
利益分配 
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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、「アセットマネジメント事業」という。）及び賃貸住宅の滞納家賃保証

システムの提供事業（以下、「賃貸保証事業」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、自分達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 日付で効力が発生しております。 

 

（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賃貸保証事業 

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。 

 

②アセットマネジメント事業 

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（Assets 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。 
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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、アセットマネジメント事業においては、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、賃貸保証事業においては、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 

（賃貸保証事業） 

１）賃貸住宅管理会社との業務連携のレベルの向上 

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、原状回復保証商品の販売を推進していきます。 

 

３）エリア浸透 

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。今後は、それら

の地域において滞納家賃保証システムの更なる浸透を図ってまいります。 

 

（アセットマネジメント事業） 

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。 
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２．組織能力の拡充・強化 

（賃貸保証事業） 

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動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 

滞納家賃回収の効率化を図るためには、安定した質の高い遅延対応を行う必要があります。

そのため、全国に集金督促業務の拠点となるサテライトを設置することで管理エリアを細分

化し、きめ細かく対応していくほか、コールセンターを活用した集金督促を強化していく方

針であります。また、社内研修などを通じてマネジャー層の育成にも注力し、組織の強化を

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。 
 
（アセットマネジメント事業） 

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。 
 
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。 
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（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。 
 
（賃貸保証事業） 

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。 
 

（アセットマネジメント事業） 

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。 
 

（７）親会社等に関する事項 

平成 18 年６月 30 日現在、親会社を有しておりません。 

 

（８）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。 

 

（９）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 18 年 1 月 1日～平成 18 年６月 30 日） 

（１）経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績回復を背景とした堅調な設備投資や輸出の増加、

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、日銀による量的緩和政策の解除がなさ

れるなど、全般的にデフレ経済からの脱却に進展が見られる状況となり、米国や中国経済の動向や為替、

原油価格といった不安定要素はあるものの、景気拡大基調は継続していくものと考えられます。 

当企業集団の所属する不動産業界におきましては、地価及び賃料が底を打ったこと、不動産の流動性

や透明感の高まりなどにより金融商品化が進展したことや、日本のイールドギャップが相対的に高い水

準にあることを背景に投資資金の流入が続き、競合他社の参入などが増加し、一般的に競争環境が激化

したものの、当企業集団にとっての事業機会は順調に拡大していると考えられます。 

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「アセットマネジメント事業」、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「賃貸保証事業」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。 

賃貸保証事業は、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、アセットマネジメント事業は、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。 

 

（賃貸保証事業） 

平成 15 年４月より開始した賃貸保証事業では、不動産賃貸借契約に関わる滞納家賃保証システムの



- 8 - 

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。 

 

当中間連結会計期間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。上期を通じて、さらに提携先は拡大しております。 

 

２）大手集金代行会社との提携（家賃入金管理機能の強化） 

滞納家賃保証システムの提供事業が、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

イヤーとの業務連携のレベルの深化を推進しました。 

 

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及び業務の組合せレベルの向上

に注力しました。 

 

４）業務処理能力の抜本的な拡充 

賃貸保証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、平成

17 年 12 月より全面再構築した業務システムの運用の安定化に努めると同時に、社内業務フローの

強化に乗り出しております。 

 

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。 

 

（アセットマネジメント事業） 

アセットマネジメント事業は、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

バランスシートに制約をうける比率を下げた形で、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。 

 

当中間連結会計期間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、賃貸保証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都心コンパクト、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んでおります。 

 

２）持ち続ける資産 
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当企業集団の 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）事業の確立の開始 

当企業集団は、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、平成 18年６月

に東京証券取引所不動産投資信託証券市場へ上場したリプラス・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

18 年６月末において、約 549 億円の AUM となっております。 

 

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。

既に平成 18 年６月におけるリプラス・レジデンシャル投資法人の上場の際に、組込み済み資産の

移管を開始し始めております。 

 

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。今後は、

リプラスグループとして、AUM として運用対象となる全ての物件に対してマスターPM として存

在することを企図しており、全国分散ポートフォリオの運用レベルの足腰となる存在を目指し

てまいります。 

 

Ｂ：リプラス・チャイナ・アセットマネジメント株式会社 

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。上期において、北京における Aクラスオフィスビルディング向けのファン

ド組成を行いました。AUM で約 420 億円規模のファンドになります。 

 

以上より、当中間連結会計期間末において、AUM 総額で約 720 億円を新規で獲得し、約 1,643 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。 

 

これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は 5,198,727 千円、経常利益は 1,352,517 千円、中間純

利益は 575,527 千円となりました。 



- 10 - 

当中間連結会計期間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。 

 売上高（千円） 構成比 

ホフ事業 2,916,797 56.1 

賃貸サポート事業 2,281,930 43.9 

合計 5,198,727 100.0 

なお、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 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。 

当中間連結会計期間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、3,104,379 千円となりま

した。 

また、当中間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） 

当中間連結会計期間において営業活動により獲得した資金は 1,212,053 千円となりました。 

これは主として税金等調整前中間純利益が 1,352,517 千円計上され、未払金が 517,849 千円、預り

金が 294,129 千円増加したものの、法人税等の支払額が 633,713 千円計上され、匿名組合出資金が

207,501 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） 

当中間連結会計期間において投資活動により使用した資金は 8,306,186 千円となりました。 

これは主として投資有価証券の払戻しによる収入が 1,620,309 千円あったものの、投資有価証券の

取得による支出が 5,428,876 千円、関係会社への出資による支出が 1,780,000 千円、短期貸付金の増

加額が 1,420,060 千円、新規連結子会社株式の取得に伴う支出が 540,016 千円、拘束性預金の預入に

よる支出が 367,500 千円、敷金保証金の差入れによる支出が 273,347 千円、長期貸付けによる支出が

112,352 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） 

当中間連結会計期間において財務活動により獲得した資金は 7,893,742 千円となりました。 

これは主として、コマーシャルペーパー発行による収入が 2,500,000 千円、短期借入金の増加額が

5,409,715 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･フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

  平成 17 年 12 月期 平成 18 年 12 月期 

  期末 中間 

自己資本比率 (％) 61.0 31.8 

時価ベースの自己資本比率 (％) 989.5 327.4 

債務償還年数 (年) ─ 10.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) ─ 35.68 

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。 

※ 平成 17 年 12 月期末の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。 
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（３）通期の見通し 

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、アセットマネジメント事業においては、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 420 億円となる第１号ファンド

を組成しております。また、リプラス・インベストメンツ株式会社を当企業集団における日本国内の運

用対象となる全ての物件に対するマスターPM として位置付け、アセットマネジメント事業全体の効率化

を図っていく予定であります。 

一方、賃貸保証事業においては、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、更なる浸

透を図っ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置し、コールセン

ターによる督促業務を行うことで業務効率化を図ってまいります。 

また、アセットマネジメント事業における物件獲得において賃貸保証事業における提携先からの情報

提供による AUM 積上げや、アセットマネジメント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 222 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、アセットマネジメント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、賃貸保証事業は、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) 

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（賃貸保証事業）> 

（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
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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、また、既に当該事業に参入している総合金融

グループなどが滞納家賃回収を担う組織の増強などにより業務の拡大、効率化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 

賃貸保証事業においては、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。 

 

<当社の事業を取り巻く経営環境について（アセットマネジメント事業）> 

（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

況は活況を呈しております。しかし、経済動向によっては、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）金利の動向 

当企業集団の事業運転資金の調達は、比較的金利の低い短期負債が主であり、金利上昇による収益

に与える影響は少ないと考えておりますが、今後金利が想定外に上昇した場合には、資金調達コスト

の増加や投資家の期待利回りの上昇といった事象が予想され、その結果、当企業集団の業績や財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。 

不動産ファンド事業につきましては、ファンド収益が金利動向などの影響を受けるほか、他の金融

商品・投資商品との運用パフォーマンスやリスク特性等の比較において、相対的に魅力を低下させた

場合には、ファンド組成の計画に影響を受け、事業拡大を妨げる要因となり、当企業集団の業績や財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（3）アセットマネジメント事業としての特性 

当企業集団では、不動産資産を投資対象とした資金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。 

 

（4）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
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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。 

 

（5）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。 

 

（6）中華人民共和国の不動産資産を対象としたアセットマネジメント事業について 

当企業集団のアセットマネジメント事業におきましては、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展開しております。 

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。特にアセットマネジ

メント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保証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 18 年６月末現在、当社の発行済株式総数に占める同氏の持株比率は、36.1％となってお

ります。 

 

（2）組織体制について 

当社は、平成 18 年６月末現在での従業員数がアセットマネジメント事業部 85 名、賃貸保証事業部

331 名、経営管理本部ほか 47 名、内部監査室５名の計 468 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。 
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（3）人材の獲得について 

当社は、アセットマネジメント事業及び賃貸保証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、当社の賃貸保証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 

当企業集団のアセットマネジメント事業を遂行する際、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、アセットマネジメント事業における運用

手数料・成功報酬など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、アセットマネジメント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 

賃貸保証事業においては、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 18 年６月末時点において、係争中のものが 13 件あり、訴訟金額は 2,310 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 

賃貸保証事業において、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 18 年６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。 
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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。 

また、平成 18 年６月７日に「証券取引法」を改組した「金融商品取引法」が成立しております。同

法が規制対象とする「有価証券」「みなし有価証券」の一つとして、幅広い商品・サービスを隙間なく

カバーできるような「包括規定」として「集団スキーム持分」という概念が採用されております。同

法により直接機関投資家を相手方として行われる私募であっても内閣総理大臣への届出が必要とされ

ており、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。なお、同法の施行日は公布

日から１年６カ月以内の政令指定日であります。 

 

（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。当該新株予約権は旧商

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．中間連結財務諸表等 

(1）中間連結貸借対照表 

  
当中間連結会計期間末  
（平成18年６月30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 3,471,879  2,206,293 

２．売掛金  1,292,430  1,200,192 

３．たな卸資産  16,795  14,525 

４．短期貸付金  1,523,640  ─ 

５．立替金  1,122,165  1,149,739 

６．その他  1,367,229  1,057,912 

貸倒引当金  △2,696  △444 

流動資産合計  8,791,443 37.7  5,628,219 46.5

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

（１）土地  2,454,634 ─  

（２）その他  122,158 114,034  

有形固定資産合計  2,576,792  114,034 

２．無形固定資産  136,749  86,041 

３．投資その他の資産    

（１）投資有価証券  9,012,114 5,607,047  

（２）その他の関係会社 
有価証券 

 1,750,000 ─  

（３）その他  1,035,612 11,797,727 674,933 6,281,980 

固定資産合計  14,511,269 62.3  6,482,057 53.5

Ⅲ 繰延資産    

  繰延資産合計  4,599 0.0  2,627 0.0

資産合計  23,307,312 100.0  12,112,904 100.0
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当中間連結会計期間末  
（平成18年６月30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 ※４ 9,835,250  2,425,960 

２．コマーシャルペーパー  2,500,000  ― 

３．未払金  1,131,056  604,507 

４．未払法人税等  841,413  704,252 

５．預り金  871,558  580,815 

６．保証履行引当金  255,733  168,603 

７．その他  64,132  96,300 

流動負債合計  15,499,144 66.5  4,580,439 37.8

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  ―  4,270 

２．その他  4,647  19,697 

固定負債合計  4,647 0.0  23,967 0.2

負債合計  15,503,792 66.5  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

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  3,266,342 14.0  ─ ─

２．資本剰余金  3,231,014 13.9  ─ ─

３．利益剰余金  1,466,074 6.3  ─ ─

株主資本合計  7,963,431 34.2  ─ ─

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差額金  △546,000  ─ ─

評価・換算差額等合計  △546,000 △2.3  ─ ─

Ⅲ 少数株主持分  386,088 1.6  ─ ─

純資産合計  7,803,520 33.5  ─ ─

負債純資産合計  23,307,312 100.0  ─ ─
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（2）中間連結損益計算書 

  
当中間連結会計期間  
（自 平成18年１月１日  
  至 平成18年６月30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  5,198,727 100.0  5,982,919 100.0

Ⅱ 売上原価  1,170,020 22.5  1,439,149 24.0

売上総利益  4,028,707 77.5  4,543,770 76.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 2,651,441 51.0  2,941,562 49.2

営業利益  1,377,265 26.5  1,602,208 26.8

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息配当金  6,947 11,599 
２．消費税等差益  6,653 ─ 
３．その他  832 14,433 0.3 1,498 13,097 0.2

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  30,460 39,823 
２．支払手数料  3,513 82,451 
３．新株発行費  4,185 43,969 
４．その他   1,022 39,182 0.8 1,182 167,426 2.8

経常利益  1,352,517 26.0  1,447,879 24.2

Ⅵ 特別損失   

１．移転費用  ─ ─ 56,508 56,508 1.0
税金等調整前中間（当期） 
純利益 

 1,352,517 26.0  1,391,370 23.2

法人税、住民税及び事業税  752,810 805,460 
   法人税等調整額  △75,080 677,730 13.0 △129,019 676,440 11.3
  少数株主利益  99,259 1.9  37,228 0.6

中間（当期）純利益  575,527 11.1  677,701 11.3

   

 

 

（3）連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

連結剰余金計算書 

  

前連結会計年度の 

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） 

（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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中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

   （単位：千円）

 株主資本 
評価・換算
差額等 

 資本金 
資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

株主資本
合計 

その他有価
証券評価差
額金 

少数株主 
持分 

純資産 
合計 

平成17年12月31日 残高 3,265,361 3,230,033 892,658 7,388,053 ─ 120,443 7,508,497

中間連結会計期間中の変動額    

新株の発行 980 980 ─ 1,961 ─ ─ 1,961

中間純利益 ─ ─ 575,527 575,527 ─ ─ 575,527

連結子会社増加に伴う利益剰

余金減少高 
─ ─ △2,111 △2,111 ─ ─ △2,111

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額（純額） 
─ ─ ─ ─ △546,000 265,644 △280,355

中間連結会計期間中の変動額 

合計 
980 980 573,416 575,377 △546,000 265,644 295,022

平成18年６月30日 残高 3,266,342 3,231,014 1,466,074 7,963,431 △546,000 386,088 7,803,520
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（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30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．税金等調整前中間(当期)純利益  1,352,517 1,391,370 

２．減価償却費  9,618 16,970 

３．ソフトウェア償却費  1,323 ─ 

４．繰延資産償却  1,022 1,179 

５．連結調整勘定償却額  1,544 1,544 

６．貸倒引当金の増加額  2,251 444 

７．保証履行引当金の増加額  87,129 67,603 

８．受取利息配当金  △6,947 △11,599 

９．支払利息  30,460 39,823 

10．支払手数料  3,513 82,451 

11．新株発行費  4,185 43,969 

12．固定資産の除却に係る費用  ― 13,713 

13．売上債権の増加額  △92,237 △1,020,034 

14．たな卸資産の増減額（△：増加額）  △2,269 ─ 

15．前渡金の増減額（△：増加額）  95,791 △333,118 

16．未収入金の増加額  △133,709 △490,723 

17．立替金の増減額（△：増加額）  27,573 △798,952 

18．匿名組合出資金の増加額  △207,501 ─ 

19．未払金の増加額  517,849 479,380 

20．未払消費税等の増減額（△：減少額）  △70,696 57,160 

21．預り金の増加額  294,129 417,060 

22．その他  △7,367 22,685 

小計  1,908,184 △19,070 

23．利息及び配当金の受取額  1,756 4,532 

24．利息の支払額  △58,756 △41,048 

25．手数料の支払額  △5,416 △85,021 

26．法人税等の支払額  △633,713 △385,907 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,212,053 △526,515 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１．拘束性預金の預入による支出   △367,500 ─ 

２．有形固定資産の取得による支出  △21,684 △120,330 

３．無形固定資産の取得による支出  △40,331 △69,448 

４．投資有価証券の払戻しによる収入  1,620,309 4,490,220 

５．投資有価証券の取得による支出  △5,428,876 △8,790,377 

６．関係会社への出資による支出  △1,780,000 △75,000 

７．短期貸付金の増加額  △1,420,060 △100,294 

８．長期貸付けによる支出  △112,352 △1,272,360 

９．長期貸付金の回収による収入  ─ 136,000 

10．敷金保証金の差入れによる支出  △273,347 △244,408 

11．新規連結子会社株式等の取得に伴う支出 ※２ △540,016 72,287 

12．その他  57,671 9,266 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △8,306,186 △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  5,409,715 2,259,100 

２．コマーシャルペーパー発行による収入   2,500,000 ― 

３．長期借入れによる収入  ― 1,980,000 

４．長期借入金の返済による支出  △4,980 △1,989,960 

５．株式の発行による収入  1,961 5,824,475 

６．株式の発行による支出  △12,954 △31,760 

７．その他   ― △5,292 

財務活動によるキャッシュ・フロー  7,893,742 8,036,562 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  799,609 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中間（期末）残高 ※１ 3,104,379 2,206,293 
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中間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  

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30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  ５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 
匿名組合KATSURAGAWA 
匿名組合MASUKAGAMI 
 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、当中間連結会計期間
より連結の範囲に含めております。 
 また、匿名組合KATSURAGAWA及び匿
名組合MASUKAGAMIは重要性が高くな
ったため、それぞれ当中間連結会計
期間末より連結しております。 

 

(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
連結しております。 

 

 (2)非連結子会社の名称等 
リプラス・インシュアランス株式会社
（連結の範囲から除いた理由） 
 リプラス・インシュアランス株式会
社は小規模であり、合計の総資産、売
上高、中間純損益、利益剰余金等は、
いずれも中間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)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。 
 

 (3)他の会社等の議決権の過半数を自己
の計算において所有しているにもか
かわらず子会社としなかった当該他
の会社の名称 
 匿名組合カルカッタ 
（子会社としなかった理由） 
 当企業集団がアセットマネジメン
ト事業の一環として取得したもの
で、第三者に売却することを意図し
ており、傘下に入れる目的ではない
ため子会社としておりません。 

 

(3)   ─────────  

２．持分法の適用に関する 
事項 

持分法非適用の非連結子会社及び関連
会社の名称 
リプラス・インシュアランス株式会社
（非連結子会社） 
匿名組合デリー（関連会社） 
（持分法を適用しない理由） 
 両社は中間純利益及び利益剰余金
などからみて、持分法の対象から除い
ても中間連結財務諸表に及ぼす影響
が軽微であり、かつ、全体としても重
要性がないため、持分法の適用範囲か
ら除外しております。 
 

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。 
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期 別 

項 目  

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30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） 

３．連結子会社の中間決算日
(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。中間連結財務諸表の作
成にあたっては、中間連結決算日におい
て、中間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。 
その他の連結子会社の中間決算日は、
中間連結決算日と一致しております。 
 

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  
子会社株式 
移動平均法による原価法を採用して
おります。 

 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 
①有価証券  
子会社株式 

同左 

 その他有価証券  
時価のあるもの 
中間連結決算日の市場価格等に基
づく時価法（評価差額は、全部純資
産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）によってお
ります。 

 

その他有価証券  
時価のあるもの 
──────────── 

 
 
 

 

 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。 

 

時価のないもの 
同左 

 匿名組合出資金 
匿名組合の損益のうち当社及び連
結子会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 

 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 

 (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 
 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 
 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。 
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期 別 

項 目  

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30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開業費 
 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。 
 

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  
 当社は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 
 当社は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 

 

 (5)収益及び費用の計上基準 
滞納家賃保証事業の収益は、当中間
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、当連結
会計年度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)その他中間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．中間連結キャッシュ・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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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当中間連結会計期間  

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30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） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成

17 年 12 月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成 17 年 12 月９日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は 7,417,431

千円であります。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連

結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部

については、改正後の中間連結財務諸表規則により作成

しております。 

 

 

 

（株主資本等変動計算書に関する会計基準） 

当中間連結会計期間より「株主資本等変動計算書に関

する会計基準」（企業会計基準第６号 平成 17 年 12 月

27 日）及び「株主資本等変動計算書に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第９号 平成 17

年 12 月 27 日）を適用しております。 
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注記事項  

（中間連結貸借対照表関係） 

当中間連結会計期間末  

（平成18年６月30日）  

前連結会計年度末 

（平成17年12月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

24,503千円 

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

14,884千円 

※２．担保資産及び担保付債務 ※２．   ───────────────  

担保に供している資産 

定期預金 367,500 千円

  

 

担保付債務 
有限会社リプラスロード８の借入金及び未払費

用の総額9,005,732千円に対して、上記資産を担保

に提供しております。 

 

 

３．偶発債務 ３．偶発債務 

連帯保証債務 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 32,780,612 千円 

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

  
※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中間連結会計

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 
3,280,000 千円

借入実行残高 2,107,000 千円

差引額 1,173,000 千円 

※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

  
 

（中間連結損益計算書関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30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。 

給与手当 1,013,395 千円

賞与 292,242 千円

貸倒引当金繰入額 2,251 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。 

給与手当 1,160,636 千円

貸倒引当金繰入額 444 千円

  

２．減価償却実施額 

有形固定資産 9,618 千円

無形固定資産 1,323 千円

  

２．減価償却実施額 

有形固定資産 15,238 千円

無形固定資産 1,732 千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 
当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株数に関する事項 

   （単位：株）

 
前連結会計年度
末株式数 

当中間連結会計
期間増加株式数

当中間連結会計
期間減少株式数

当中間連結会計
期末株式数 

摘要 

発行済株式   

普通株式 92,698 188,924 ─ 281,622 (注) 

合計 92,698 188,924 ─ 281,622 

自己株式   

普通株式 ─ ─ ─ ─ 

合計 ─ ─ ─ ─ 

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加は、3,528株が新株予約権の権利行使による新株発行によるものであり、185,396

株が平成18年２月20日に効力が発生した株式分割（１対３）によるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

前連結会計
年度末 

当中間連結 
会計期間増加
（注）１ 

当中間連結 
会計期間減少 

当中間連結 
会計期間末 

平成 15 年７月 31 日臨
時株主総会決議に基づ
く新株予約権（注）２ 

普通株式 3,066 5,454 1,797 6,723 

平成 15 年 12 月８日臨
時株主総会決議に基づ
く新株予約権（注）３ 

普通株式 2,049 3,684 729 5,004 

平成 16 年６月 30 日臨
時株主総会決議に基づ
く新株予約権（注）４ 

普通株式 981 1,884 111 2,754 

提出会社 

（親会社） 

平成 16 年 11 月１日臨
時株主総会決議に基づ
く新株予約権（注）５ 

普通株式 786 1,554 27 2,313 

合  計 6,882 12,576 2,664 16,794 

(注) １．当中間連結会計期間増加株数は、平成18年２月20日付をもって効力が発生した株式分割（１対３）によるもの

であります。 

２．当中間連結会計期間減少株数は、新株予約権の行使によるものであります。 

３．当中間連結会計期間減少株数は、新株予約権の行使及び消却によるものであります。 

４．当中間連結会計期間減少株数は、新株予約権の放棄によるものであります。また、権利行使日未到来でありま

す。 

５．当中間連結会計期間減少株数は、新株予約権の消却及び放棄によるものであります。また、権利行使日未到来

であります。 

 

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

 



- 27 - 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30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中間期末残高と中間連結貸

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６月30日現在） 

現金及び預金勘定 3,471,879 千円

拘束性預金 △367,500 千円

現金及び現金同等物 3,104,379 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

  

※２．新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の

主な内訳 

新たに匿名組合KATSURAGAWA及び匿名組合

MASUKAGAMIを連結したことに伴う連結開始時の資

産及び負債の内訳、当該子会社の取得価額及び取

得のための支出（純額）との関係は次のとおりで

あります。 

 

流動資産 232,424千円 

固定資産 2,454,634千円 

流動負債 △2,009,307千円 

少数株主持分 △132,522千円 

子会社の取得価額 545,229千円 

子会社の現金及び現金同等物 5,213千円 

差引：子会社取得のための支出 

（純額） 
540,016千円 

   

※２．   ─────────────── 
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（リース取引関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日  
至 平成18年６月30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

額及び中間期末残高相当額 

（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） 

中間期末

残高相当額

（千円）

建物 35,953 7,511 28,442

器具備品 352,852 73,131 279,720

ソフトウェア 243,832 34,135 209,696

合計 632,638 114,778 517,859 

 

 
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）未経過リース料中間期末残高相当額  （2）未経過リース料期末残高相当額  

１年内 115,979 千円

１年超 411,315 千円

合計 527,295 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 65,615 千円

減価償却費相当額 58,938 千円

支払利息相当額 10,526 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 840 千円

合計 2,520 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 
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（有価証券関係） 
当中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの  
 

種類 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表
計上額（千円） 

差額（千円） 

（1）株式 ─ ─ ─ 

（2）債券 ─ ─ ─ 

（3）その他 3,250,000 2,704,000 △546,000 

中間連結貸借対照表

計上額が取得原価を

超えないもの 

合計 3,250,000 2,704,000 △546,000 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券  

①匿名組合出資金 6,300,614 

②非上場株式 7,500 

③その他の関係会社有価証券 1,750,000 

合計 8,058,114 

 

 

前連結会計年度末（平成17年12月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの  

該当事項はありません。 
 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 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） 
当中間連結会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年６月 30 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。 

 

前中間連結会計年度（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。 

 

 

（ストック・オプション等関係） 
当中間連結会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

当中間連結会計期間に付与したストック・オプションはありません。 
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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 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年６月 30 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 2,916,797 2,281,930 5,198,727 ─ 5,198,727

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
─ 6,584 6,584 △6,584 ─

計 2,916,797 2,288,514 5,205,312 △6,584 5,198,727

営業費用 1,294,671 2,050,459 3,345,131 476,330 3,821,461

営業利益 1,622,125 238,054 1,860,180 △482,914 1,377,265

(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．当中間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

476,330千円であり、その内容は親会社の管理部門に係る費用であります。 

４．平成18年８月をもってホフ事業はアセットマネジメント事業に、賃貸サポート事業は賃貸保証事業に名称変更

しております。 
 
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。 

 

２．所在地別セグメント情報 

当中間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 

 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日  

 至 平成18年６月30日) 

 ケイマン諸島 計 

海外売上高（千円） 1,239,500 1,239,500 

連結売上高（千円）  5,198,727 
連結売上高に占める海外売上高
の割合（％） 

23.8 23.8 

(注) １．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２．海外売上高の地域区分は、契約の相手方の所在地域によっております。 

 

なお、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。 
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（１株当たり情報） 
当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日  

 至 平成18年６月30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 27,709円20銭

１株当たり中間純利益金額 2,051円30銭

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益金額 
1,928円25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株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。 

  （単位：千円）

項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日  

 至 平成18年６月30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株当たり中間（当期）純利益金額   

中間（当期）純利益 575,527 677,701 

普通株主に帰属しない金額 ― ― 

（うち利益処分による役員賞与金） ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益 575,527 677,701 

期中平均株式数 （株） 280,567 84,782 

   

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額 
  

中間（当期）純利益調整額 ― ― 

普通株式増加数（株） 17,904 8,274 

（うち新株予約権） （17,904） （8,274） 

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１

株当たり中間（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） 
当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日  

 至 平成18年６月30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７月20日開催の取締役会において、平成18

年１月18日開催の取締役会において決議した有限会

社MASUKAGAMIの借入れに対する債務保証について、

以下のように債務保証期間延長を行うことを決議し

ております。 

(1)平成18年1月18日に決議された債務保証の概要 

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)上記と変更となる債務保証の概要 

①債務保証期間     平成 19年 1月 23日まで

 

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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当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日  

 至 平成18年６月30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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６．生産、受注及び販売の状況 
(1）生産実績 

当企業集団は、アセットマネジメント事業及び賃貸保証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 

当中間連結会計期間の販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日） 事業別 

金額（千円） 

ホフ事業 2,916,797 

賃貸サポート事業 2,281,930 

合計 5,198,727 

(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 月期第３四半期が連結財務諸表作成の初年度であるため、対前中間連結会計期間増減率

の記載は行っておりません。 

３．当連結会計期間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 
当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日） 

 金額（千円） 割合（％） 

Re-plus China Asset Management Cayman 668,500 12.9 

RCA 01 571,000 11.0 

有限会社リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス１号 528,115 10.2 

(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 

 

 


