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平成 18 年 12 月期  第３四半期財務・業績の概況（連結） 

平成 18 年 11 月 10 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 代表者役職・氏名 代表取締役社長 姜 裕文  

       責任者役職・氏名 経営企画部長  梶山 素子 ＴＥＬ：（03）5425 - 5510 
 
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 ： 有 

     （内容） 
           連結（新規） ７社 
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３四半期財務・業績の概況（平成 18年 1 月１日～平成 18 年９月 30 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３四半期 7,532 121.4 1,481 196.1 1,405 255.0  656 222.7 

17 年 12 月期第３四半期 3,402  ─ 500  ─ 395  ─  203  ─ 

(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３四半期 2,333  90 2,199  73 

 17 年 12 月期第３四半期 2,413  34 2,196  20 

(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３四半期 281,289株 平成17年12月期第３四半期 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（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３四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。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３四半期連結会計期間の対前年同四半期増減率の記載

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３四半期連結会計期間（平成18年１月１日～平成18年９月30日）におけるわが国の経済は、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と雇用・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、景気拡大基調が

継続してまいりました。 

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「賃貸保証事業」、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「アセットマネジメント事業」において、収益の拡大と利益の確保に努めてまいりました。 

当第３四半期連結会計期間において当企業集団は、賃貸保証事業では新規契約件数を順調に伸ばし、アセットマネジ

メント事業ではAUM（管理下資産）を堅調に積上げ、また、前倒しの組織構築を図るため、従業員の採用を進めました。 

これらの結果、当第３四半期連結会計期間の当企業集団の連結売上高は7,532,064千円（前年同四半期比121.4％増）、

経常利益は1,405,159千円(同255.0％増)、四半期純利益は656,499千円(同222.7％増)となりました。 

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。 
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［賃貸保証事業］ 

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するとともに、大手賃貸住宅管理会社に加え、一定以上の管理戸数を有する賃貸住宅管理

会社への集金代行セット型保証の拡販に努めました。また、中抜け保証や出口保証の充実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、当社の提供する滞納サービスの市場への普及を加速させま

した。 

これらの結果、当第３四半期連結会計期間における新規契約件数は 79,354 件となり、賃貸住宅市場への当該サー

ビスの浸透が進みました。 

また、営業拠点としての支店の開設に加え、督促の拠点としてサテライト・オフィスを設け、更には初期対応を

行うコールセンターを活用することで、督促業務の効率化を図っております。あわせて、組織の構築を図るため、

前倒しで従業員の採用を進めました。 

以上の結果、当事業の売上高は 3,394,536 千円(前年同四半期比 79.4％増)、営業利益は 101,319 千円(同 60.4％

減)となりました。 

 

［アセットマネジメント事業］ 

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保証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。 

また、６月には当社の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その資産運用に関する業務

を受託しているリプラス・レジデンシャル投資法人が株式会社東京証券取引所不動産投資信託証券市場へ上場して

おります。加えて、４月には連結子会社であるリプラス・チャイナ・アセットマネジメント株式会社は第１号ファ

ンドを組成し、北京経済中心地域のオフィスビル２棟を取得いたしました。 

これらの結果、当第３四半期連結会計期間において、AUM(管理下資産)を新規に約 833 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4,137,528千円(前年同四半期比174.0％増)、営業利益は2,137,213千円(同281.8％

増)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 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 12 月期第３四半期 32,282  7,850  23.4   26,745  02 

17 年 12 月期第３四半期 4,973  1,090  21.9   12,938  63 

(参考)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12月期第３四半期 282,990株 平成17年12月期第３四半期 84,300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 12 月期第３四半期 188  △2,124  7,640   2,423  

17 年 12 月期第３四半期 △250  △1,334  2,542   1,580  

(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］ 
「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第20号 平成18

年９月８日）に対応して、同実務対応報告に基づき設定した当社規定により連結の範囲の見直しを行った結果、匿名組

合カルカッタ他３社が子会社に該当することになり、これらを当第３四半期連結会計年度期末をみなし取得日として連

結した結果、当第３四半期連結会計期間末における総資産及び総負債が増加いたしました。 

当第３四半期連結会計期間末おける資産につきましては、32,282,780千円となりました。これは主に現金及び預金、

建設仮勘定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、24,432,768

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）及びコマーシャル

ペーパー、並びに長期預り金などであります。また、純資産につきましては、7,850,012千円となりました。 

 

当第３四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、2,423,740千円となりました。 

当第３四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。 
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［営業活動によるキャッシュ・フロー］ 

当第３四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、188,433 千円となりました。 

これは主として、税金等調整前第３四半期純利益が 1,406,973 千円計上され、預り金が 427,388 千円、未払金が

417,425千円増加したものの、立替金が300,535千円、その他の関係会社有価証券が267,402千円、未収入金が242,316

千円増加し、法人税等の支払額が 998,040 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３四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、2,124,681 千円となりました。 

これは主として、その他の関係会社有価証券の払い戻しによる収入が 1,930,831 千円あったものの、その他の関

係会社有価証券の取得による支出が 1,228,876 千円、短期貸付金の増加額が 934,930 千円、敷金保証金の差入れに

よる支出が 777,918 千円、新規連結子会社株式の取得に伴う支出が 540,016 千円及び拘束性預金の預入による支出

が 367,547 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３四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、7,640,638 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 4,484,334 千円、コマーシャルペーパー発行による収入が 2,500,000 千

円、長期借入れによる収入が 674,000 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

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 

 
［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、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

る浸透を図っております。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おります。 

一方、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おります。既に４月から開始した北京に

おける第１号ファンドに組み込みました物件のリーシングも進捗を見せております。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として位置付けましたが、

その体制への移管も進んでおります。また、コンプライアンスに対する体制をより強化すべく、事業部内における内部

統制の機能の強化も進めております。こうした動き全般を通じて、さらに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。 

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いたしました。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、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。また、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。 

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、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。 

 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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４．四半期連結財務諸表等 
（１） 四半期連結貸借対照表 

  
前第３四半期 

連結会計期間末  
（平成17年９月30日） 

当第３四半期 

連結会計期間末  
（平成18年９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 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金 ※２  1,580,251 2,791,288   2,206,293

２．売掛金   411,300 1,112,599   1,200,192

３．たな卸資産   20,344 22,481   14,525

４．未収入金   284,613 ─   ―

５．立替金   353,536 1,450,320   1,149,739

６．繰延税金資産   91,421 ─   199,342

７．その他   246,148 1,534,081   858,570

 貸倒引当金   ─ △2,713   △444

流動資産合計   2,987,615 60.1 6,908,057 21.4  5,628,219 46.5

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

（１）土地  ─ 2,454,634  ─ 

（２）建設仮勘定  ─ 15,495,475  ─ 

（３）その他 ※１ 126,372 285,240  114,034 

有形固定資産合計   126,372 18,235,350   114,034

２．無形固定資産   73,455 141,883   86,041

３．投資その他の資産     

（１）投資有価証券  1,120,690 ─  5,607,047 

（２）その他の関係 
会社有価証券 

 ─ 4,639,397  ─ 

（３）長期貸付金  298,120 ─  301,120 

（４）敷金保証金  345,375 ─  ─ 

（５）繰延税金資産  ─ ─  3,622 

（６）その他  19,141 1,783,327 2,354,009 6,993,406  370,190 6,281,980

固定資産合計   1,983,155 39.9 25,370,640 78.6  6,482,057 53.5

Ⅲ 繰延資産   2,614 0.0 4,082 0.0  2,627 0.0

資産合計   4,973,386 100.0 32,282,780 100.0  12,112,904 100.0
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前第３四半期 

連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当第３四半期 

連結会計期間末 
（平成18年９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 

（％） 
 金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．短期借入金 ※４  2,716,000 8,907,094   2,425,960

２．１年以内返済予定 
長期借入金 

  9,960 ―   ―

３．コマーシャル 
ペーパー  

  ― 2,500,000   ―

４．未払金   304,209 ─   604,507

５．未払法人税等   75,153 ─   704,252

６．預り金   357,298 1,003,989   580,815

７．保証履行引当金   128,362 325,852   168,603

８．その他 ※５  181,518 1,887,630   96,300

流動負債合計   3,772,502 75.8 14,624,566 45.3  4,580,439 37.8

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金   6,760 674,000   4,270

２．匿名組合預り金   ― 9,134,201   ―

３．その他   26,521 ―   19,697

固定負債合計   33,281 0.7 9,808,201 30.4  23,967 0.2

負債合計   3,805,783 76.5 24,432,768 75.7  4,604,406 38.0

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   76,875 1.6 ― ―  120,443 1.0

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   353,120 7.1 ― ―  3,265,361 27.0

Ⅱ 資本剰余金   317,800 6.4 ― ―  3,230,033 26.6

Ⅲ 利益剰余金   419,806 8.4 ― ―  892,658 7.4

資本合計   1,090,726 21.9 ― ―  7,388,053 61.0

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  4,973,386 100.0 ― ―  12,112,904 100.0

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   ― ― 3,266,743 10.1  ― ―

２．資本剰余金   ― ― 3,231,414 10.0  ― ―

３．利益剰余金   ― ― 1,538,414 4.8  ― ―

株主資本合計   ― ― 8,036,572 24.9  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評
価差額金 

  
―

△468,000   
―

評価・換算差額等合
計 

  ― ― △468,000 △1.5  ― ―

Ⅲ 少数株主持分   ― ― 281,439 0.9  ― ―

純資産合計   ― ― 7,850,012 24.3  ― ―

負債純資産合計   ― ― 32,282,780 100.0  ― ―
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（２） 四半期連結損益計算書 

  

前第３四半期 

連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年９月30日）

当第３四半期 

連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９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 

（％） 
 金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  3,402,068 100.0 7,532,064 100.0  5,982,919 100.0

Ⅱ 売上原価   914,954 26.9 1,691,994 22.5  1,439,149 24.0

売上総利益   2,487,114 73.1 5,840,070 77.5  4,543,770 76.0

Ⅲ 販売費及び一般管理 

  費 
※１  1,986,697 58.4 4,358,437 57.8  2,941,562 49.2

営業利益   500,417 14.7 1,481,632 19.7  1,602,208 26.8

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息配当金  7,201 15,268  11,599 

２．消費税等差益  ― 9,762  ― 

３．その他  1,253 8,454 0.2 1,207 26,238 0.4 1,498 13,097 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息 30,110 84,327  39,823 

２．支払手数料 78,078 12,625  82,451 

３．その他 ─ 113,044 3.3 5,758 102,711 1.4 45,151 167,426 2.8

経常利益  395,827 11.6 1,405,159 18.7  1,447,879 24.2

Ⅵ 特別損失    

１．移転費用 21,097 21,097 0.6 ― ― ― 56,508 56,508 1.0

匿名組合損益分配前
税金等調整前第３四
半期（当期）純利益 

 ─ ─ 1,405,159 18.7  ─ ─

匿名組合損益分配額  ─ ─ 1,814 0.0  ─ ─

税金等調整前第３四
半期（当期）純利益 

 374,730 11.0 1,406,973 18.7  1,391,370 23.2

法人税、住民税及び
事業税 

196,776 698,420  805,460 

法人税等調整額 △19,151 177,624 5.2 △75,080 623,340 8.3 △129,019 676,440 11.3

少数株主利益または
少数株主損失（△） 

 △6,339 △0.2 127,132 1.7  37,228 0.6

第３四半期（当期）
純利益 

 203,444 6.0 656,499 8.7  677,701 11.3
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（３） 四半期連結剰余金計算書及び四半期連結株主資本変動計算書 
四半期連結剰余金計算書 

  

前第３四半期 

連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年９月30日） 

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）  金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  317,800  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 資本剰余金第３四半期末 
(期末)残高 

 317,800  3,230,033

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  216,361  216,361

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．第３四半期(当期)純利益  203,444 203,444 677,701 677,701

 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 利益剰余金第３四半期末 
(期末)残高 

 419,806  892,658

   

 

 

四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年９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 ─ 120,433 7,508,497

当第３四半期連結会計期間中

の変動額 
  

新株の発行 1,381 1,381 ─ 2,762 ─ ─ 2,762

第３四半期純利益 ─ ─ 656,499 656,499 ─ ─ 656,499

連結子会社増加に伴う利益

剰余金減少高 
─ ─ △10,743 △10,743 ─ ─ △10,743

株主資本以外の項目の当第

３四半期連結会計期間中の

変動額（純額） 

─ ─ ─ ─ △468,000 160,995 △307,004

当第３四半期連結会計期間中

の変動額合計 
1,381 1,381 645,756 648,518 △468,000 160,995 341,514

平成18年９月30日 残高 3,266,743 3,231,414 1,538,414 8,036,572 △468,000 281,439 7,850,012
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（４） 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前第３四半期 

連結会計期間 

（自 平成17年１月１日

至 平成17年９月30日）

当第３四半期 

連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９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）  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３四半期(当期)純

利益 
 374,730 1,406,973 1,391,370 

２．減価償却費  9,983 16,690 16,970 

３．ソフトウェア償却費  1,095 2,104 ─ 

４．繰延資産償却  833 1,539 1,179 

５．貸倒引当金の増加額  ― 2,269 444 

６．保証履行引当金の増加額  27,362 157,249 67,603 

７．受取利息配当金  △7,201 △15,268 △11,599 

８．支払利息  30,110 84,327 39,823 

９．支払手数料  78,078 12,625 82,451 

10．固定資産の除却に係る費用  ― ― 13,713 

11．売上債権の増減額(△:増加額)  △237,754 87,593 △1,020,034 

12．たな卸資産の増加額  ― △7,955 ― 

13．前渡金の増減額(△：増加額)  △151,064 87,843 △333,118 

14．未収入金の増加額  △233,629 △242,316 △490,723 

15．立替金の増加額  △224,675 △300,535 △798,952 

16．その他の関係会社有価証券の増加

額 
 ― △267,402 ― 

17．未払金の増加額  199,873 △276,009 479,380 

18．未払消費税等の増減額(△：減少額)  ― △69,385 57,160 

19．預り金の増加額  224,633 427,388 417,060 

20．その他  155,810 172,789 68,199 

小計  248,186 1,280,521 △19,070 

21．利息及び配当金の受取額  3,379 3,642 4,532 

22．利息の支払額  △31,253 △85,457 △41,048 

23．手数料の支払額  △85,021 △12,232 △85,021 

24．法人税等の支払額  △385,841 △998,040 △385,907 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △250,550 188,433 △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  ― △367,547 ― 

２．有形固定資産の取得による支出  △114,370 △27,875 △120,330 

３．無形固定資産の取得による支出  △63,509 △62,295 △69,448 

４．投資有価証券の取得による支出  △5,144,752 ─ △8,790,377 

５．その他の関係会社有価証券の取得

による支出 
 ─ △1,228,876 ─ 

６．投資有価証券の払戻しによる収入  4,273,000 ─ 4,490,220 

７．その他の関係会社有価証券の払戻

による収入 
 ─ 1,930,831 ─ 

８．関係会社への出資による支出  △10,000 △47,408 △75,000 

９．短期貸付金の増加額  △294 △934,930 △100,294 

10．長期貸付けによる支出  △216,860 △126,352 △1,272,360 

11．長期貸付金の回収による収入  83,500 ― 136,000 

12．敷金保証金の差入れによる支出  △219,861 △777,918 △244,408 

13．敷金保証金の返還による収入  6,084 ― ― 

14．新規連結子会社株式の取得に伴う

収入 
 72,287 ― 72,287 

15．新規連結子会社株式の取得に伴う

支出 
 ― △540,016 ― 

16．その他  ― 57,701 9,266 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,334,776 △2,124,681 △5,964,443 
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前第３四半期 

連結会計期間 

（自 平成17年１月１日

至 平成17年９月30日）

当第３四半期 

連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９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）  金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

１．短期借入金の増加額  2,559,100 4,484,334 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  19,800 674,000 1,980,000 

４．長期借入金の返済による支出  △27,270 △7,470 △1,989,960 

５．株式の発行による収入 ― 2,762 5,824,475 

６．株式の発行による支出 △4,043 △12,987 △31,760 

７．上場関連費用の支払額 △5,292 ― ― 

８．その他 ― ― △5,292 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,542,294 7,640,638 8,036,562 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 956,966 5,704,390 1,545,603 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 623,284 2,206,293 623,284 

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の

増減額(△：増加額) 
― △5,486,943 37,406 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末

(期末)残高 
※1 1,580,251 2,423,740 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  

項 目 

前第３四半期連結会計期間

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年９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  １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 
なお、リプラス・リー
ト・マネジメント株式会
社は重要が高くなったた
め、当第３四半期首より
連結いたしております。

 

(1)連結子会社の数  ９社
主要な連結子会社の名称
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 
他４社 
「投資事業組合に対す
る支配力基準及び影響力
基準の適用に関する実務
上の取扱い」（実務対応
報告第20号 平成18年９
月８日）に対応して、同
実務対応報告に基づき設
定した当社規定により連
結の範囲の見直しを行っ
た結果、匿名組合カルカ
ッタ他３社は、当企業集
団が業務執行権を継続し
て有しているとともに持
分比率が当社規定の基準
を満たしており、子会社
に該当するため当第３四
半期連結会計年度期末を
みなし取得日として連結
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 
リプラス・インベストメ
ンツ株式会社 
 
（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、
第３四半期純利益、利益
剰余金等は、いずれも四
半期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)非連結子会社の数 19社
主要な非連結子会社 
リプラス・インシュアラ
ンス株式会社 
他18社 
（連結の範囲から除いた理
由） 
リプラス・インシュア
ランス株式会社他１社は
小規模であり、合計の総
資産、売上高、四半期純
損益、利益剰余金等は、
いずれも四半期連結財務
諸表に重要な影響を及ぼ
していないためでありま
す。 
また、リプラス･レジデ
ンシャル･ウェアハウス
１号匿名組合他16社は、
当企業集団が業務執行権
を有していることから子
会社に該当しますが、そ
の持分比率が当社規定の
基準未満であり子会社の
大部分の損益が当社に帰
属しないため、利害関係
者の判断を著しく誤らせ
るおそれがあると考えら
れることから「中間連結
財務諸表第５条１項２
号」を適用して連結の範
囲から除いております。

(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。 
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項 目 

前第３四半期連結会計期間

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年９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．持分法の適用に関する

事項 

(1) ───────── (1) ───────── (1)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。 
 

 (2) ───────── (2) 非連結子会社  19社 
（持分法を適用していない
理由） 
非連結子会社であるリ
プラス･レジデンシャル･
ウェアハウス１号匿名組
合他15社は匿名組合とし
て組成された投資事業組
合であり、匿名組合の損
益で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｢その他の関
係会社有価証券｣を加減
する処理を行っているこ
とから持分法を適用して
おりません。 
また、非連結子会社で
あるリプラス･レジデン
シャル投資法人の利益に
つきましては、当社に帰
属する持分相当額を受取
配当金として計上する処
理を行うため、持分法を
適用しておりません。 
また、リプラス・イン
シュアランス株式会社他
１社は小規模であり、合
計の四半期純損益、利益
剰余金等は、いずれも四
半期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) ───────── 

  (3) 関連会社    １社 
（持分法を適用していない
理由） 
Beijing Hua-re 
Real-estate consultancy 
Co.Ltdは、小規模であり、
合計の四半期純損益、利益
剰余金等は、いずれも四半
期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 
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項 目 

前第３四半期連結会計期間

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年９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．連結子会社の四半期決

算日(決算日)等に関す

る事項 

連結子会社の第３四半期
決算日は、平成17年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。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。 
その他の連結子会社の四
半期決算日は、四半期連結決
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。 

（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 

─────── 

 

（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 

その他の関係会社有価証

券 

時価のあるもの 

────── 

その他の関係会社有価証

券 

時価のあるもの 

四半期連結決算日の

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。 

その他の関係会社有価証

券 

時価のあるもの 

────── 

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 

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「その他の関係

会社有価証券」を加減

する処理を行っており

ます。 

 

匿名組合出資金 

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。 

４．会計処理基準に関する

事項 

 

 

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 

時価のないもの 

同左 

その他有価証券 

時価のないもの 

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たな卸資産 

仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 
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項 目 

前第３四半期連結会計期間

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年９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）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）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 

  
 
 

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 
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。 

 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 
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株式交付費 
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。 
なお、当第３四半期連結
会計期間末においては過
去に貸倒れ実績がなく、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。 
 

（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 

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 
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項 目 

前第３四半期連結会計期間

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年９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) 

 （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３四半期連結会

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 

 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 

（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 

同左 

（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 同左 
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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の変更 

項 目 

前第３四半期連結会計期間

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年９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 

 

─────── 

当第３四半期連結会計期

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7,568,572

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、当第３

四半期連結会計期間におけ

る四半期連結貸借対照表の

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。 

 

 

─────── 
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表示方法の変更 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
  至 平成18年９月30日） 

（四半期連結貸借対照表） 
─────────────── 

 

（四半期連結貸借対照表） 
前第３四半期連結会計期間まで流動資産に含めて表示し
ておりました「未収入金」は、当第３四半期連結会計期間
において、資産の100分の５以下となったため「その他」に
含めて表示しております。 
なお、当第３四半期連結会計期間末における「未収入金」
の金額は、559,053千円であります。 
 
前第３四半期連結会計期間まで流動負債に含めて表示し
ておりました「未払金」は、当第３四半期連結会計期間に
おいて、「その他」に含めて表示しております。 
なお、当第３四半期連結会計期間末における「未払金」
の金額は、1,179,803千円であります。 
 
前第３四半期連結会計期間まで投資その他の資産に含め
て表示しておりました「長期貸付金」は、当第３四半期連
結会計期間において、資産の100分の５以下となったため
「その他」に含めて表示しております。 
なお、当第３四半期連結会計期間末における「長期貸付
金」の金額は、427,473千円であります。 
 
前第３四半期連結会計期間まで投資その他の資産に含め
て表示しておりました「敷金保証金」は、当第３四半期連
結会計期間において、資産の100分の５以下となったため
「その他」に含めて表示しております。 
なお、当第３四半期連結会計期間末における「敷金保証
金」の金額は、1,090,858千円であります。 
 
前第３四半期連結会計期間まで流動負債に含めて表示し
ておりました「未払法人税等」は、当第３四半期連結会計
期間において、「その他」に含めて表示しております。 
なお、当第３四半期連結会計期間末における「未払法人
税等」の金額は、432,794千円であります。 
 
前第３四半期連結会計期間まで流動負債に含めて表示し
ておりました「１年以内返済予定長期借入金」は、当第３
四半期連結会計期間において、「その他」に含めて表示し
ております。 
なお、当第３四半期連結会計期間末における「１年以内
返済予定長期借入金」の金額は、6,760千円であります。 
 
当企業集団が運営する匿名組合及び投資法人に対する出
資は前第３四半期連結会計期間において貸借対照表の「投
資有価証券」に含めて表記しておりましたが、当第３四半
期連結会計期間より、「その他の関係会社有価証券」とし
て表記しております。 
なお、前第３四半期連結会計期間の「投資有価証券」に
含まれる当該出資の額は、1,113,190千円であります。また、
投資有価証券7,500千円は「その他」に含めて表示しており
ます。 
 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 
─────────────── 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 
前第３四半期連結会計期間まで営業活動によるキャッシ
ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「未
払消費税等の増加額」は、当第３四半期連結会計期間にお
いて、区分掲記いたしました。 
なお、「未払消費税等の増加額」の金額は、6,727千円で
あります。 
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注記事項  

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第３四半期連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間末  

（平成18年９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 

14,532千円 

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

31,575千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

14,884千円

※２． ────────── ※２．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産 

  定期預金    367,547千円 

 

 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

9,004,299千円に対して、上記資産

を担保に提供しております。 

 

※２． ────────── 

３．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 

18,521,602千円  

３．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 

37,526,761千円

３．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 

※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

基づく当第３四半期連結会計期間

末の借入未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 

1,980,000千円 

借入実行残高 1,757,000千円 

差引額 223,000千円  

※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

基づく当第３四半期連結会計期間

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 

3,780,000千円

借入実行残高 2,157,000千円

差引額 1,623,000千円 

※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 

※５．消費税等の取扱 

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。 

 

※５． 消費税等の取扱 

同左 

※５． ────────── 

 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年９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 758,366千円 

福利厚生費 104,711千円 

地代家賃 107,380千円  

※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 1,607,121千円

福利厚生費 286,835千円

賞与 285,414千円 

※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

福利厚生費 205,823千円

賞与 196,976千円
 

２．減価償却実施額 

有形固定資産 9,983千円 

無形固定資産 1,095千円  

２．減価償却実施額 

有形固定資産 16,690千円

無形固定資産 2,104千円 

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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（第３四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年９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 

当第３四半期連結会
計期間増加株式数 

当第３四半期連結会
計期間減少株式数 

当第３四半期連結会
計期末株式数 

発行済株式  

普通株式 92,698 190,292 ─ 282,990

合計 92,698 190,292 ─ 282,990

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、4,896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 

当第３四
半期連結
会計期間
増加(注)
１ 

当第３四
半期連結
会計期間
減少 

当第３四
半期連結
会計 
期間末 

当第３四

半期連結

会計期間

末残高 

(千円) 
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 2,256 6,264 ─

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 1,020 1,845 ─

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 4,032 15,426 ─

(注) １．当第３四半期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．当第３四半期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．当第３四半期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．当第３四半期連結会計期間減少株数は、新株予約権の行使及び放棄によるものであります。 

５．当第３四半期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。 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年９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第３四半

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17年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 1,580,251千円 

現金及び現金同等物 1,580,251千円  

※１．現金及び現金同等物の第３四半

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９月30日現在）

現金及び預金勘定 2,791,288千円

拘束性預金  △367,547千円

現金及び現金同等物 2,423,740千円 

※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） 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年７月１日 

至 平成17年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年９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３四半期連

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、減損損失累計額

相当額及び第３四半期末残高相当額

(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３四半

期末残高

相当額 

（千円） 

有形固 

定資産 
301,171 31,068 270,103 

無形固 

定資産 
42,678 7,861 34,817 

合計 343,849 38,929 304,920 

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円）

第３四半

期末残高

相当額

（千円）

建物 38,355 9,070 29,285

器具備品 422,791 90,583 332,207

ソフト 

ウェア 
244,218 46,339 197,878

合計 705,365 145,993 559,372

 
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３四半期連結会計

期間末残高相当額  

(2)未経過リース料第３四半期連結会計

期間末残高相当額等 

未経過リース料第３四半期連結会計

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 59,053千円

１年超 249,889千円

合計 308,942千円 

１年内 130,772千円

１年超 439,945千円

合計 570,718千円 

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 35,254千円

減価償却費相当額 30,917千円

支払利息相当額 7,603千円
 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払

利息相当額及び減損損失 

支払リース料 100,842千円

減価償却費相当額 90,647千円

支払利息相当額 15,997千円
 

(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 2,100千円

合計 3,780千円 

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 420千円

合計 2,100千円 

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 

 （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失

はありません。 
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（有価証券関係） 

前第３四半期連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

区分 第３四半期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 1,113,190 

②非上場株式 17,500 

合計 1,130,690 

 

当第３四半期連結会計期間末（平成18年９月30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 

区分 当第３四半期連結貸借対照表計上額(千円) 

(1)その他有価証券  

①非上場株式 7,500 

(2)その他の関係会社有価証券 4,639,397 

合計 4,646,897 

 

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 

区分 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） 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年９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、該当事項はりません。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年９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。 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

当第３四半期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 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年９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 1,509,835 1,892,233 3,402,068 － 3,402,068

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － －

計 1,509,835 1,892,233 3,402,068 － 3,402,068

営 業 費 用 950,042 1,636,587 2,586,630 315,021 2,901,651

営 業 利 益 559,792 255,645 815,438 △315,021 500,417

(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．当第３四半期連結会計期間における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は

315,021千円であり、その内容は親会社の管理部門に係る費用であります。 

 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

 
アセットマネ

ジメント事業

賃貸保証 

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 4,137,528 3,394,536 7,532,064 － 7,532,064

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 7,045 7,045 △7,045 －

計 4,137,528 3,401,582 7,539,110 △7,045 7,532,064

営 業 費 用 2,000,315 3,300,262 5,300,577 749,854 6,050,432

営 業 利 益 2,137,213 101,319 2,238,533 △756,900 1,481,632

(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 

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 

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 

３．当第３四半期連結会計期間における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は

749,854千円であり、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。 
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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．当連結会計年度における営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は436,268千円

であり、その内容は親会社の管理部門に係る費用であります。 

 

 

２．所在地別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年９月 30 日）において、本邦以外の国又は地域

に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年９月 30 日）において、本邦以外の国又は地域

に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

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）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 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年９月 30 日）において、海外売上高がないため

該当事項はありません。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年９月30日) 

 ケイマン諸島 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,353,350 1,353,350 

Ⅱ 連結売上高（千円）  7,532,064 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

18.0 18.0 

(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。 

 

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）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） 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

   至 平成17年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

   至 平成18年９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 
12,938円63銭 

１株当たり第３四

半期純利益金額 
2,413円34銭 

潜在株式調整後１

株当たり第３四半

期純利益金額 

2,196円20銭 

 

１株当たり純資産

額 
26,745円02銭

１株当たり第３四

半期純利益金額 
2,333円90銭

潜在株式調整後１

株当たり第３四半

期純利益金額 

2,199円73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第３四

半期連結会計期間及び前連結会計年度

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。 

前第３四半期 

連結会計期間 
前連結会計年度

１株当たり純資

産額 

4,312円88銭

１株当たり純資

産額 

26,566円75銭

１株当たり第３

四半期純利益金

額 

804円45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株当たり第３

四半期純利益金

額 

732円08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）１．１株当たり純資産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 

前第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年１月１日
至 平成17年９月30日）

当第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９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）

純資産の部の合計金額 ― 7,850,012 ― 

純資産の部から控除する金額 ― 281,439 ― 

（うち少数株主持分） （―） （281,439） （―） 

普通株式に係る第３四半期期末（期末）

の純資産額 
― 7,568,572 ― 

第３四半期末（期末）の普通株式の数 ― 282,990 ― 
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２．１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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。 

   （単位：千円）

項目 

前第３四半期 

連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年９月30日)

当第３四半期 

連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年９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株当たり第３四半期（当期）純利

益金額 
   

第３四半期（当期）純利益 203,444 656,499 677,701 

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) (―) (―) (―) 

普通株式に係る第３四半期（当期）

純利益 
203,444 656,499 677,701 

期中平均株式数 （株） 84,300 281,289 84,782 

    

潜在株式調整後１株当たり第３四半

期（当期）純利益金額 
   

第３四半期（当期）純利益調整額 ― ― ― 

普通株式増加数（株） 8,335 17,157 8,274 

（うち新株予約権） （8,335） （17,157） （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３四半期（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３四半期連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年９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10月31日開催の当社取締

役会の決議に基づき、以下のよう

に有限会社カルカッタに対する匿

名組合出資20億円の出資持分につ

いて全持分の地位譲渡を行ってお

ります。 

(1)当初の匿名組合出資の内容 

①出資先   有限会社カルカッタ

②契約締結日 平成18年６月28日 

③出資総額  20億円 

(2)地位譲渡の内容 

①譲渡日   平成18年10月31日 

②譲渡総額  20億円 

 

２．平成18年11月10日開催の当社取締

役会において以下のように合同会

社リプラス・レジデンシャル・コ

ンストラクションマネジメントに

対し匿名組合出資を行うことを決

議いたしました。 

(1)出資額   17億４千万円 

(2)出資先の概要 

  合同会社リプラス・レジデンシャ

ル・コンストラクションマネジメ

ント(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、保存及び管理 

③前各号の事業を目的とする会社の

出資持分の取得及び処分 

④前各号に附帯する一切の業務 

(3)目的 

不動産信託受益権を通じて当該不

動産の管理、運用及び処分を行い、

または、不動産もしくは不動産信託

受益権を取得する（資産の流動化に

関する法律上の）特定目的会社の出

資持分を取得、保有もしくは処分を

することにより、その損益を匿名組

合員に分配する。 

 

３．平成18年11月10日開催の当社取締

役会において、有限会社デリーに

対する匿名組合出資10億円の出資

持分についての地位譲渡が承認さ

れました。 

 

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。 

(2)配当起算日  

平成18年１月１日(日曜日) 
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前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年９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)当社が発行する株式の総数の増加 

同日開催の取締役会において、上

記の株式の分割に伴い、商法第218条

第２項の規定に基づき、当社定款上

の「発行する株式の総数」について、

現行の303,600株から607,200株増加

させて910,800株に変更することを

決議しております。 

 

  (4)新株予約権の目的たる株式の数及

び行使価額の調整 

株式の分割に伴い、商法第 280 条ノ

20、第 280 条ノ 21 及び臨時株主総会

の決議に基づき発行している新株予

約権（ストック・オプション）の新株

予約権1個当たりの目的たる株式の数

及び行使価額を平成18年１月１日（日

曜日）以降、次のとおり調整いたしま

す。 

(平成 15 年 7 月 31 日及び平成 15 年 12

月8日開催の臨時株主総会の決議によ

るもの) 
 新 株 予 約

権 の 目 的
た る 株 式
の数 

行使価額 

調整後 ９株 556円 

調整前 ３株 1,667円 

(平成16年６月30日開催の臨時株主総

会の決議によるもの) 
 新 株 予 約

権 の 目 的
た る 株 式
の数 

行使価額 

調整後 ９株 600円 

調整前 ３株 1,800円 

(平成16年 11月 1日開催の臨時株主総

会の決議によるもの) 
 新 株 予 約

権 の 目 的
た る 株 式
の数 

行使価額 

調整後 ９株 806円 

調整前 ３株 2,417円  
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平成 18 年 12 月期  第３四半期財務・業績の概況（個別） 

平成 18 年 11 月 10 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 代表者役職・氏名 代表取締役社長 姜 裕文  

     責任者役職・氏名 経営企画部長  梶山 素子 ＴＥＬ：（03）5425 ‒ 5510 
 
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３四半期財務・業績の概況（平成 18 年１月１日～平成 18 年９月 30 日） 
(3) 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３四半期 6,439  89.3 866  61.5 831  91.8  484  120.6 

17 年 12 月期第３四半期 3,402  47.6 536  160.7 433  104.9  219  109.3 

(参考)17 年 12 月期 5,650     1,366     1,215      588     
 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭

18 年 12 月期第３四半期 1,722  92 

17 年 12 月期第３四半期 2,606  60 

(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３四半期 281,289株 平成17年12月期第３四半期 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 12 月期第３四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。 
 
(4) 財政状態の変動状況        （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 12 月期第３四半期 18,401 7,535 41.0   26,627  29 

17 年 12 月期第３四半期 4,905 1,107 22.6   13,131  89 

(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３四半期 282,990株 平成17年12月期第３四半期 84,300株 平成17年12月期 92,698株 
 
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） 

 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 
 
４．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 0.00 0.00 0.00 
18年12月期（実績） 0.00 ─ 
18年12月期（予想） ─ 0.00 

0.00 

 
※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、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。 
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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５．四半期財務諸表等 
（１）四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末
（平成17年９月30日） 

当第３四半期会計期間末
（平成18年９月30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 ※2  1,324,971 2,334,703   2,129,751

２．売掛金   411,300 1,311,866   897,415

３．たな卸資産   20,344 22,481   14,525

４．前渡金   195,469 289,680   377,524

５．未収入金   288,219 554,910   326,269

６．短期貸付金   ― 1,376,045   403,580

７．立替金   358,464 1,475,448   1,151,676

８．その他   118,168 398,243   252,429

  貸倒引当金   ― △2,714   △444

流動資産合計   2,716,939 55.4 7,760,665 42.2  5,552,727 47.4

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1  126,372 273,264   110,595

２．無形固定資産   64,961 136,477   78,319

３．投資その他の資産     

(１)投資有価証券  1,120,690 ─  4,042,047 

(２)関係会社株式  223,000 328,000  288,000 

(３)その他の関係 
会社有価証券 

 ― 7,423,223  ─ 

(４)長期貸付金  298,120 338,120  301,120 

(５)関係会社長期 
貸付金 

 ― 1,096,922  1,000,000 

(６)敷金保証金  344,775 1,032,980  350,111 

(７)その他  9,141 1,995,727 11,138 10,230,385  4,242 5,985,521

固定資産合計   2,187,061 44.6 10,640,126 57.8  6,174,436 52.6

Ⅲ 繰延資産     

繰延資産合計   1,218 0.0 243 0.0  975 0.0

資産合計   4,905,219 100.0 18,401,035 100.0  11,728,139 100.0

     

 

 

 



 

 29

 

  
前第３四半期会計期間末
（平成17年９月30日） 

当第３四半期会計期間末
（平成18年９月30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 ※4 2,716,000 4,920,334  2,416,000 

２．一年以内返済予定 
長期借入金 

 9,960 6,760  9,960 

３．コマーシャル 
ペーパー 

 ─ 2,500,000  ─ 

４．未払金  303,867 1,142,667  592,292 

５．未払法人税等  74,953 67,777  595,356 

６．預り金  354,320 989,009  544,215 

７．保証履行引当金  128,362 325,852  168,603 

８．その他 ※5 177,456 235,310  77,888 

流動負債合計   3,764,920 76.7 10,187,711 55.3  4,404,315 37.6

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金  6,760 674,000  4,270 

２．その他  26,521 4,067  19,697 

固定負債合計   33,281 0.7 678,067 3.7  23,967 0.2

負債合計   3,798,201 77.4 10,865,779 59.0  4,428,283 37.8

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   353,120 7.2 ─ ─  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 6.5 ─ ─  3,230,033 27.5

Ⅲ 利益剰余金     

１．第３四半期（当期） 
未処分利益 

 436,098 ─  804,460 

利益剰余金合計   436,098 8.9 ─ ─  804,460 6.9

資本合計   1,107,018 22.6 ─ ─  7,299,856 62.2

負債・資本合計   4,905,219 100.0 ─ ─  11,728,139 100.0

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   ─ ─ 3,266,743 17.7  ─ ─

２．資本剰余金     

(１)資本準備金  ─ 3,231,414  ─ 

資本剰余金合計   ─ ─ 3,231,414 17.6  ─ ─

３．利益剰余金     

(１)その他利益剰余
金 

    

繰越利益剰余金  ─ 1,289,098  ─ 

利益剰余金合計   ─ ─ 1,289,098 7.0  ─ ─

株主資本合計   ─ ─ 7,787,256 42.3  ─ ─

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評 
価差額金 

  ─ △252,000   ─

評価・換算差額等合
計 

  ─ ─ △252,000 △1.3  ─ ─

純資産合計   ─ ─ 7,535,256 41.0  ─ ─

負債純資産合計   ─ ─ 18,401,035 100.0  ─ ─
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（２）四半期損益計算書 

  
前第３四半期会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年９月30日）

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９月30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   3,402,068 100.0 6,439,612 100.0  5,650,858 100.0

Ⅱ 売上原価   914,954 26.9 1,412,483 21.9  1,413,444 25.0

売上総利益   2,487,114 73.1 5,027,129 78.1  4,237,413 75.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,950,465 57.3 4,160,602 64.6  2,870,453 50.8

営業利益   536,649 15.8 866,526 13.5  1,366,959 24.2

Ⅳ 営業外収益 ※1  8,904 0.2 38,242 0.6  14,665 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※2  112,267 3.3 73,669 1.2  166,546 3.0

経常利益   433,286 12.7 831,099 12.9  1,215,077 21.5

Ⅵ 特別損失 ※3  21,097 0.6 ─ ─  56,508 1.0

税引前第３四半期 
（当期）純利益 

  412,188 12.1 831,099 12.9  1,158,568 20.5

法人税、住民税及び 
事業税 

 196,676 404,824  698,500 

法人税等調整額  △4,224 192,452 5.6 △58,362 346,461 5.4 △128,030 570,469 10.1

第３四半期（当期） 
純利益 

  219,736 6.5 484,637 7.5  588,099 10.4

前期繰越利益   216,361 ─   216,361

第３四半期（当期） 
未処分利益 

  436,098 ─   804,460
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（３）四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年９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

当第３四半期会計期間中の 

変動額 
   

新株の発行 1,381 1,381 ─ 2,762 ─ 2,762

第３四半期純利益 ─ ─ 484,637 484,637 ─ 484,637

株主資本以外の項目の当第

３四半期会計期間中の変動

額（純額） 

─ ─ ─ ─ △252,000 △252,000

当第３四半期会計期間中の変

動額合計 
1,381 1,381 484,637 487,400 △252,000 235,400

平成18年９月30日 残高 3,266,743 3,231,414 1,289,098 7,787,256 △252,000 7,535,256
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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 

項目 
前第３四半期会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年９月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９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 

 その他の関係会社有価証券 その他の関係会社有価証券 その他の関係会社有価証券 

 時価のあるもの 

─────── 

時価のあるもの 

四半期決算日の市場価

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。 

時価のあるもの 

─────── 

 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 

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「その他の関係会社

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 

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。 

 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 

時価のないもの 

同左 

その他有価証券 

時価のないもの 

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)株式交付費 (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 
前第３四半期会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年９月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９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、当第３四半期会計期間

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。

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、

当第３四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。 

 

 同左 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 

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 7 ．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 

税抜方式によっております。 同左 同左 
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四半期財務諸表作成の基準となる重要な事項の変更 

 項目 
前第３四半期会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年９月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９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） 

貸借対照表の純資

産の部の表示に関

する会計基準 

 

────────── 

当第３四半期会計期間より、

「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7,535,256千円で

あります。 

なお、中間財務諸表等規則の

改正により、当第３四半期会計

期間における四半期貸借対照

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。 

 

 

────────── 

 

 

表示方法の変更 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
  至 平成18年９月30日） 

（四半期貸借対照表） 

前第３四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「未収入金」は、当第３四半期会計

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、前第３四半期会計期間末の「未収入金」は 34,449

千円であります。 

 

（四半期貸借対照表） 

前第３四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「短期貸付金」は、当第３四半期会

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、前第３四半期会計期間末の「短期貸付金」の金額

は、3,670 千円であります。 

 

当社が運営する匿名組合及び投資法人に対する出資は

前第３四半期会計期間において貸借対照表の「投資有価証

券」に含めて表記しておりましたが、当第３四半期会計期

間より、「その他の関係会社有価証券」として表記してお

ります。 

なお、前第３四半期会計期間の「投資有価証券」に含ま

れる当該出資の額は、1,113,160千円であります。また、

投資有価証券7,500千円は「その他」に含めて表示してお

ります。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成18年９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 

14,532千円  

※１．有形固定資産の減価償却累計額

30,731千円 

※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 367,547千円

 
 

 

 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

9,004,299千円に対して、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。 

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 

18,521,602千円 
 

保証極度相当額 

37,526,761千円 

 
 

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

基づく当第３四半期会計期間末の

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３四半期会計期間末の

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  1,757,000千円 

差引額 223,000千円 
 

当座貸越極度額 

及び貸出コミッ 

トメントの総額 

3,780,000千円

借入実行残高 2,157,000千円

差引額 1,623,000千円
 

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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（四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年９月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９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 7,201千円 

  
 

受取利息配当金 32,328千円

 
 

受取利息配当金 11,817千円

 
 

※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 30,110千円 

支払手数料 78,078千円 

  
 

支払利息 62,626千円

 

 
 

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．  ───────── 

 

※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 9,983千円 

無形固定資産 1,095千円 

  
 

有形固定資産 15,894千円

無形固定資産 2,104千円

 
 

有形固定資産 15,190千円

無形固定資産 1,732千円

 
 

 

 

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年９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。 
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（リース取引関係） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年９月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９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第３四半期期

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、減損損失累計額

相当額及び第３四半期期末残高相当

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３四半
期末残高 
相当額
（千円） 

有形固

定資産 
301,171 31,068 270,103 

無形固

定資産 
42,678 7,861 34,817 

合計 343,849 38,929 304,920 
 

 取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

第３四半
期末残高
相当額
（千円）

建物 38,355 9,070 29,285

器具備品 418,691 90,515 328,176

ソフト 
ウェア 

244,218 46,339 197,878

合計 701,265 145,925 555,340
 

 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３四半期末残高相

当額 

(2)未経過リース料第３四半期末残高相

当額等 

未経過リース料第３四半期末残高相

当額 

(2)未経過リース料期末残高相当額 

１年内 59,053千円 

１年超 249,889千円 

合計 308,942千円 
 

１年内 130,007千円

１年超 436,673千円

合計 566,680千円
 

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、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払

利息相当額及び減損損失 

(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 35,254千円 

減価償却費相当額 30,917千円 

支払利息相当額 7,603千円 
 

支払リース料 100,767千円

減価償却費相当額 90,578千円

支払利息相当額 15,985千円
 

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 

(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 2,100千円

合計 3,780千円
 

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 420千円

合計 2,100千円 

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
 

 （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失

はありません。 
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（有価証券関係） 

前第３四半期会計期間末（平成 17 年９月 30 日現在） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間末（平成 18 年９月 30 日現在） 

子会社株式及びその他の関係会社有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価(千円) 
当第３四半期貸借 

対照表計上額(千円) 
差額 (千円) 

(1)その他有価証券    

①株式 ― ― ― 
②債券 ― ― ― 

四半期貸借対照表計

上額が取得原価を超

えないもの 
③その他 1,750,000 1,498,000 △252,000 

 合計 1,750,000 1,498,000 △252,000 

 

前事業年度末（平成 17 年 12 月 31 日現在） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

 

 

（１株当たり情報） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年９月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９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 

13,131円89銭 

１株当たり第３四
半期純利益金額 

2,606円60銭 

潜在株式調整後１
株当たり第３四半
期純利益金額 

2,372円08銭 

  

 
１株当たり純資産
額 

26,627円29銭

１株当たり第３四
半期純利益金額 

1,722円92銭

潜在株式調整後１
株当たり第３四半
期純利益金額 

1,623円88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

び前第３四半期会計期間における１株

当たり情報については、それぞれ以下の

とおりになります。 

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

び前第３四半期会計期間における１株

当たり情報は、それぞれ以下のとおりに

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株当たり情報は、以下のとおり

になります。 

  
前第３四半期 
会計期間 

前事業年度 

１株当たり純資
産額 

3,196円34銭 

１株当たり純資
産額 
10,525円29銭 

１株当たり第３
四半期純利益 

 
1,444円10銭 

１株当たり当期
純利益 

 
2,785円35銭 

潜在株式調整後
１株当たり第３
四半期純利益 

 
－円－銭 

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益 

 
2,772円50銭 

  

  
前第３四半期 
会計期間 

前事業年度 

１株当たり純資
産額 

4,377円30銭

１株当たり純資
産額 
26,249円60銭

１株当たり第３
四半期純利益金
額 

868円87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３
四半期純利益金
額 

790円69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
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（注）１．１株当たり純資産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 
前第３四半期会計期間
（自 平成17年１月１日
至 平成17年９月30日）

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９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）

純資産の部の合計金額 ― 7,535,256 ― 

純資産の部から控除する金額 ― ― ― 

普通株式に係る第３四半期末（期末）の

純資産額 
― 7,535,256 ― 

第３四半期末（期末）の普通株式の数 ― 282,990 ― 

２．１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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。 

   （単位：千円）

項目 
前第３四半期会計期間
（自 平成17年１月１日
至 平成17年９月30日）

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９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株当たり第３四半期（当期）純利益金

額 
   

第３四半期（当期）純利益 219,736 484,637 588,099  

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） (―) (―) (―)  

普通株式に係る第３四半期（当期） 

純利益 
219,736 484,637 588,099  

期中平均株式数（株） 84,300 281,289 84,782  

    

潜在株式調整後１株当たり第３四半期

（当期）純利益金額 
   

第３四半期（当期）純利益調整額 ― ― ―  

普通株式増加数（株） 8,335 17,157 8,274  

（うち新株予約権） （8,335） (17,157) （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３四半期（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３四半期会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年９月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９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10月31日開催の当社取締

役会の決議に基づき、以下のよう

にRCA01(特定目的会社：SPC)に対

し貸付を行っております。 

(1)貸付額   18億３千万円 

(2)貸付利率  1.875％ 

(3)貸付期間  平成18年10月31日よ

り平成19年１月31日 

 

２．平成18年10月31日開催の当社取締

役会の決議に基づき、以下のよう

に有限会社カルカッタに対する匿

名組合出資20億円の出資持分につ

いて全持分の地位譲渡を行ってお

ります。 

(1)当初の匿名組合出資の内容 

①出資先   有限会社カルカッタ

②契約締結日 平成18年６月28日 

③出資総額  20億円 

(2)地位譲渡の内容 

①譲渡日   平成18年10月31日 

②譲渡総額  20億円 

 

３．平成18年11月10日開催の当社取締

役会において以下のように合同会

社リプラス・レジデンシャル・コ

ンストラクションマネジメントに

対し匿名組合出資を行うことを決

議いたしました。 

(1)出資額   17億４千万円 

(2)出資先の概要 

合同会社リプラス・レジデンシャ

ル・コンストラクションマネジメン

ト(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、保存及び管理 

③前各号の事業を目的とする会社の

出資持分の取得及び処分 

④前各号に附帯する一切の業務 

(3)目的 

不動産信託受益権を通じて当該不

動産の管理、運用及び処分を行い、

または、不動産もしくは不動産信託

受益権を取得する（資産の流動化に

関する法律上の）特定目的会社の出

資持分を取得、保有若しくは処分を

することにより、その損益を匿名組

合員に分配する。 

 

４．平成18年11月10日開催の当社取締

役会において、有限会社デリーに

対する匿名組合出資10億円の出資

持分についての地位譲渡が承認さ

れました。 

 

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。 
(2)配当起算日  

平成18年１月１日(日曜日) 
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前第３四半期会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年９月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９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） 

 

───────── 

 

───────── 

(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 

 


