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平成 18 年８月 18 日 

平成 18 年 12 月期    個別中間財務諸表の概要 
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         中間配当支払開始日   平成－年－月－日 
単元株制度採用の有無    無 
 
１．平成 18 年６月中間期の業績（平成 18 年 1月 1日～平成 18 年６月 30 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 ％

18年６月中間期 4,352 97.9 874 79.3 858 108.3 
17年６月中間期 2,199 23.4 487 380.8 411 291.8 
17 年 12 月期 5,650 54.3 1,366 222.0 1,215 196.6 
 

 中間（当期）純利益 
1 株当たり中間 
（当期）純利益 

 

 百万円 ％ 円 銭  
18年６月中間期 438 105.3 1,561 24   
17年６月中間期 213 314.5 2,531 54   
17 年 12 月期 588 185.8 6,936 64   
(注)①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 84,300 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６月中間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会計処理の方法の変更  無 

③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。 

(2) 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 18,496 7,445 40.3 26,439 16 
17年６月中間期 3,913 1,100 28.1 13,056 82 
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６月中間期 281,622 株  平成 17 年６月中間期 84,300 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６月中間期 ─ ─ ─ ─ 
17年６月中間期 12 △1,056 1,514 1,093 
17 年 12 月期 ─ ─ ─ ─ 
(注)平成 18 年６月期及び平成 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、中間連結財務諸表に記載しております。  
２．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） 

 
売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 
通 期 11,000 2,500 1,140 

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期) 4,076 円 64 銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 
17 年 12 月期 0 0 0 
18 年 12 月期（実績） 0 ─ 
18 年 12 月期（予想） ─ 0 

0 

 
※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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７．個別中間財務諸表等 
（1）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 
対前中間期

比 

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

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金 ※2 1,093,751 3,366,076  2,129,751 

２．売掛金  289,517 867,119  897,415 

３．たな卸資産  17,682 16,795  14,525 

４. 前渡金  194,579 281,732  377,524 

５．未収入金  210,937 447,686  326,269 

６．短期貸付金  ─ 1,841,175  403,580 

７．立替金  291,232 1,139,282  1,151,676 

８．その他  134,923 385,014  252,429 

  貸倒引当金  ─ △2,698  △444 

流動資産合計   2,232,624 57.0 8,342,184 45.1 6,109,560  5,552,727 47.4

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1  127,189 117,268   110,595

２．無形固定資産   46,459 130,571   78,319

３．投資その他の資産     

(１) 投資有価証券  651,588 5,564,114  4,042,047 

(２) 関係会社株式  160,000 318,000  288,000 

(３) その他の関係

会社有価証券 
 ─ 2,045,229  ─ 

(４) 長期貸付金  270,820 324,120  301,120 

(５) 関係会社長期

貸付金 
 ─ 1,096,922  1,000,000 

(６) 敷金保証金  332,045 554,250  350,111 

(７) その他  91,635 1,506,089 3,642 9,906,279  4,242 5,985,521

固定資産合計   1,679,738 43.0 10,154,119 54.9 8,474,381  6,174,436 52.6

Ⅲ 繰延資産     

繰延資産合計   1,462 0.0 487 0.0 △975  975 0.0

資産合計   3,913,825 100.0 18,496,792 100.0 14,582,966  11,728,139 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 
対前中間 

期比 

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

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．短期借入金 ※4 1,685,000 5,826,000  2,416,000 

２．一年以内返済予定

長期借入金 
 9,960 9,250  9,960 

３．コマーシャル 

ペーパー 
 ─ 2,500,000  ─ 

４．未払金  352,670 1,058,812  592,292 

５．未払法人税等  200,359 496,297  595,356 

６．預り金  315,430 848,762  544,215 

７．保証履行引当金  112,265 255,733  168,603 

８．その他 ※5 79,633 51,439  77,888 

流動負債合計   2,755,319 70.4 11,046,295 59.7 8,290,976  4,404,315 37.6

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金  9,250 ─  4,270 

２．その他  48,566 4,647  19,697 

固定負債合計   57,816 1.5 4,647 0.0 △53,168  23,967 0.2

負債合計   2,813,135 71.9 11,050,943 59.7 8,237,808  4,428,283 37.8

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金  353,120 9.0 ─ ─ ─  3,265,361 27.8

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 8.1 ─ ─ ─  3,230,033 27.5

Ⅲ 利益剰余金     

１．中間（当期）未処

分利益 
 429,770 ─  804,460 

利益剰余金合計   429,770 11.0 ─ ─ ─  804,460 6.9

資本合計   1,100,690 28.1 ─ ─ ─  7,299,856 62.2

負債・資本合計   3,913,825 100.0 ─ ─ ─  11,728,139 100.0

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   ─ ─ 3,266,342 17.7 ─  ─ ─

２．資本剰余金     

(1)資本準備金  ─ 3,231,014  ─ 

資本剰余金合計   ─ ─ 3,231,014 17.5 ─  ─ ─

３．利益剰余金     

(1)その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  ─ 1,242,491  ─ 

利益剰余金合計   ─ ─ 1,242,491 6.7 ─  ─ ─

株主資本合計   ─ ─ 7,739,848 41.9 ─  ─ ─

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評 

価差額金 
  ─ △294,000 ─  ─

評価・換算差額等合計   ─ ─ △294,000 △1.6 ─  ─ ─

純資産合計   ─ ─ 7,445,848 40.3 ─  ─ ─

負債純資産合計   ─ ─ 18,496,792 100.0 ─  ─ ─
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（2）中間損益計算書 

  

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日）

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日）

対前中間 

期比 

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

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  2,199,024 100.0 4,352,276 100.0 2,153,252  5,650,858 100.0

Ⅱ 売上原価  537,841 24.5 971,556 22.3 433,714  1,413,444 25.0

売上総利益  1,661,183 75.5 3,380,720 77.7 1,719,537  4,237,413 75.0

Ⅲ 販売費及び 

一般管理費 
 1,173,194 53.3 2,505,900 57.6 1,332,706  2,870,453 50.8

営業利益  487,988 22.2 874,819 20.1 386,831  1,366,959 24.2

Ⅳ 営業外収益 ※1  5,372 0.2 21,545 0.5 16,173  14,665 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※2  81,471 3.7 38,339 0.9 △43,132  166,546 3.0

経常利益  411,889 18.7 858,025 19.7 446,136  1,215,077 21.5

Ⅵ 特別損失 ※3  8,704 0.4 ─ ─ △8,704  56,508 1.0

税引前中間(当期) 

純利益 
 403,184 18.3 858,025 19.7 454,841  1,158,568 20.5

法人税、住民税及び 

事業税 
194,000 478,358  698,500 

法人税等調整額 △4,224 189,776 8.6 △58,362 419,995 9.6 △230,218 △128,030 570,469 10.1

中間(当期)純利益  213,408 9.7 438,030 10.1 224,622  588,099 10.4

前期繰越利益  216,361   216,361

中間(当期)未処分 

利益 
 429,770   804,460
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（3）中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益 

剰余金 

 

資本金 

資本準備金 
繰越利益 

剰余金 

株主資本合計 
その他有価証券

評価差額金 

純資産 

合計 

平成17年12月31日 残高 3,265,361 3,230,033 804,460 7,299,856 ─ 7,299,856

中間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 ─ ─ 438,030 438,030 ─ 438,030

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
─ ─ ─ ─ △294,000 △294,000

中間会計期間中の変動額合計 980 980 438,030 439,992 △294,000 145,992

平成18年６月30日 残高 3,266,342 3,231,014 1,242,491 7,739,848 △294,000 7,445,848
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（4）中間キャッシュ・フロー計算書 

前事業年度第３四半期より、連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間については中間連結財務諸表において

記載しております。 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30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．税引前中間純利益  403,184 

２．減価償却費  5,003 

３．ソフトウェア償却費  516 

４．繰延資産償却  487 

５．保証履行引当金の増加額  11,265 

６．受取利息及び受取配当金  △4,908 

７．支払利息  23,953 

８．支払手数料  54,163 

９．新株発行費  2,863 

10．売上債権の増加額  △115,971 

11．たな卸資産の増加額  △6,929 

12．前渡金の増加額  △150,174 

13．未収入金の増加額  △160,879 

14．立替金の増加額  △162,371 

15．未払金の増加額  207,879 

16．預り金の増加額  184,384 

17．その他  80,750 

小計  373,218 

18．利息及び配当金の受取額  3,223 

19．利息、手数料及び保証料の支払額  △109,663 

20．法人税等の支払額  △254,369 

営業活動によるキャッシュ・フロー  12,408 

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  △61,497 

２．無形固定資産の取得による支出  △45,948 

３．投資有価証券の取得による支出  △4,677,082 

４．投資有価証券の払戻しによる収入  4,273,000 

５．関係会社への出資による支出  △160,000 

６．短期貸付金の増加額  △260 

７．長期貸付けによる支出  △189,560 

８．長期貸付金の回収による収入  83,500 

９. 敷金保証金の差入れによる支出  △205,582 

10．敷金保証金の返還による収入  4,535 

11．その他  △78,010 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,056,905 

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  1,528,100 

２．長期借入れによる収入  1,980,000 

３．長期借入金の返済による支出  △1,984,980 

４．上場関連費用の支払額  △5,292 

５．その他  △2,863 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,514,963 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  470,467 

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中間期末残高 ※1 1,093,751 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30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 (1)有価証券 １．資産の評価基準

及び評価方法 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。 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  

 

時価のあるもの 

中間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。 

 

 

 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 

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 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 

①仕掛品 ①仕掛品 ①仕掛品 

 

個別法に基づく原価法によ

っております。 

同左 同左 

 ②貯蔵品 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 同左 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ２．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 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 (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 同左 

(1)創立費 (1)創立費 (1)創立費 ３．繰延資産の処理

方法 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。

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。 

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 (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。

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。 

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 (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 同左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30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)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 ４．引当金の計上 

基準 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、当中間会計期間末にお

いては過去に貸倒実績がなく、

かつ個別に貸倒が懸念される債

権等がないため、貸倒引当金は

計上しておりません。 

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 (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 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、

当中間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．中間キャッシ

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。 

 

 

 

 

 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ８．その他中間財務

諸表（財務諸表）

作成のための基

本となる重要な

事項 

税抜方式によっております。 同左 同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
  至 平成18年12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） 

 

 

（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 7,445,848 千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作

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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表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日） 

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

（貸借対照表） 

前中間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「未収入金」は、当中間会計期間において、

資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記いたしまし

た。 

なお、前中間会計期間末の「未収入金」は20,658千円で

あります。 

 

（貸借対照表） 

前中間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「短期貸付金」は、当中間会計期間におい

て、資産の総額の100分の５を超えたため、区分掲記いたし

ました。 

なお、前中間会計期間末における「短期貸付金」の金額

は3,760千円であります。 

 

（キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「その他流動資産

の増加額」、「その他の流動負債の増加額」及び「その他

固定負債の増加額」につきましては、重要性がなくなりま

したので、当中間会計期間より「その他」に純額表示する

こととしました。 

なお、当中間会計期間の「その他」を総額表示すると、

「その他流動資産の増加額」の金額は22,617千円、「その

他の流動負債の増加額」の金額は54,936千円及び「その他

固定負債の増加額」の金額は45,237千円となります。 

 

 

 

 

 
追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30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 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30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 

9,552千円  

※1．有形固定資産の減価償却累計額

23,965千円 

※1．有形固定資産の減価償却累計額 

14,836千円 

   

※2．  ──────── ※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 3．偶発債務 

（1）連帯保証債務 （1）連帯保証債務 （1）連帯保証債務 

滞納家賃保証事業に係る保証極

度相当額である。 

滞納家賃保証事業に係る保証極

度相当額であります。 

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 

15,534,524千円 
 

保証極度相当額 

32,780,612千円 

 
 

保証極度相当額 

22,605,614千円 
 

（2） ──────── （2）保証債務 （2）──────── 

 下記の会社の借入金に対する 

債務保証 

 

 有限会社MASUKAGAMI 

2,000,000千円

リプラス・インベストメンツ 

株式会社 

2,000,000千円

 

 

※4．コミットメントライン ※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

基づく当中間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 

1,780,000千円 

借入実行残高 1,507,000千円 

差引額 273,000千円 
 

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
 

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
 

 

※5．消費税等の取扱 ※5．消費税等の取扱 ※5．  ──────── 

仮受消費税等と控除対象の仮払

消費税等は相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

 

同左  
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30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 ※1．営業外収益のうち主要なもの ※1．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 4,908千円 

  
 

受取利息配当金 17,712千円

業務受託収入 2,700千円
 

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 ※2．営業外費用のうち主要なもの ※2．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 23,953千円 

支払手数料 54,163千円 

  
 

支払利息 30,152千円

 

 
 

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．特別損失のうち主要なもの 

移転費用 8,704千円 

  
 

※3．  ───────── 

 

※3．特別損失のうち主要なもの 

移転費用 56,508千円

 
 

4．減価償却実施額 4．減価償却実施額 4．減価償却実施額 

有形固定資産 5,003千円 

無形固定資産 516千円 

  
 

有形固定資産 9,128千円

無形固定資産 1,323千円

 
 

有形固定資産 15,190千円

無形固定資産 1,732千円

 
 

 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

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

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日  
至 平成17年６月30日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中間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６月30日現在） 

現金及び預金勘定 1,093,751千円 

現金及び現金同等物 1,093,751千円 

   
 

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

当中間会計期間については、中間連結財務諸表を作成しているため、「中間キャッシュ・フロー計算書関係」の注記につ

いては、中間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 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） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30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） 

器具備品 289,225 17,335 271,889 

ソフト 
ウェア 

32,303 5,727 26,576 

合計 321,529 23,063 298,466 
 

 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 54,194千円 

１年超 246,648千円 

合計 300,843千円 

  
 

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 

（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 17,181千円 

減価償却費相当額 15,051千円 

支払利息相当額 3,751千円 

  
 

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 （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 同左 

(5)利息相当額の算定方法 (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 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 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 未経過リース料 

１年内 1,680千円 

１年超 2,520千円 

合計 4,200千円 

  
 

１年内 1,680千円

１年超 840千円

合計 2,520千円

 
 

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） 

前中間会計期間末（平成 17 年６月 30 日現在） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

(1)子会社株式及び関連会社株式  

①子会社株式 160,000 

合計 160,000 

(2)その他有価証券  

①匿名組合出資金 644,088 

②非上場株式 7,500 

合計 651,588 

 

当中間会計期間末（平成 18 年６月 30 日現在）は、中間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、中間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。 

 

前事業年度末（平成 17 年 12 月 31 日現在） 

前事業年度末については、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。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） 

前中間会計期間（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年６月 30 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。 

 

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

当中間会計期間については、中間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、中

間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 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。 

 

 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年６月 30 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、記載しておりません。 

 

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

当中間会計期間については、中間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 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） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30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 13,056円82銭 

１株当たり中間 
純利益金額 

2,531円54銭 

潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益金額 

2,303円69銭 

  

 

１株当たり純資産額 26,439円16銭

１株当たり中間 
純利益金額 

1,561円24銭

潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益金額

1,467円58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

業年度及び前中間会計期間における

１株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。 

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

業年度及び前中間会計期間における

１株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。 

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。 

  

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産
額 

2,528円74銭 

１株当たり純資産
額 

10,525円29銭 

１株当たり中間純
利益金額 

715円14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
株当たり中間純利
益金額 

－円－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 
  

  

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産
額 

4,352円27銭

１株当たり純資産
額 

26,249円60銭

１株当たり中間純
利益金額 

843円85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
株当たり中間純利
益金額 

767円90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
  

  

前事業年度 

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 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30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株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益 213,408 438,030 588,099  

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 213,408 438,030 588,099  

期中平均株式数（株） 84,300 280,567 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） 8,338 17,904 8,274  

（うち新株予約権） (8,338) (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 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30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。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30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)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
的たる新株の数

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
的たる新株の数

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
的たる新株の数

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株当たり純資産
額 

26,249円60銭

１株当たり当期純
利益 

928円45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 

924円17銭 

潜在株式調整後１
株当たり当期純利
益 

2,106円63銭

  
 

 


