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平成 19 年２月 16 日 

平成 18 年 12 月期     個別財務諸表の概要 
上場会社名 株式会社リプラス               上場取引所      東証マザーズ 
コード番号 ８９３６                   本社所在都道府県   東京都 
（URL http://www.re-plus.co.jp） 
代 表 者 役職名  代表取締役社長      氏名 姜 裕文 
問合せ先 役職名  執行役員経営企画本部長  氏名 梶山 素子   TEL (03)5425-5510 
決算取締役会開催日 平成 19 年２月 16 日       配当支払開始予定日  未定 
定時株主総会開催日 平成 19 年３月 29 日       単元株制度採用の有無  無 
 
１． 平成 18 年 12 月期の業績 （平成 18年 1 月 1日～平成 18 年 12 月 31 日） 
（1） 経営成績                               （百万円未満切捨） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

18 年 12 月期 10,495  85.7 2,611   91.1 2,594   113.5 
17 年 12 月期 5,650  54.3 1,366  222.0 1,215   196.6 

 
 

当期純利益 
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

自 己 資 本

当期純利益率

総 資 産 

経常利益率 
売 上 高

経常利益率

 百万円   ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18 年 12 月期 1,209  105.7 4,290 25 4,053 44 15.5 16.1  24.7 
17 年 12 月期 588  185.8 6,936 64 6,319 89 14.4 18.1  21.5 
（注）①期中平均株式数    平成 18 年 12 月期 281,965 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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率を示しております。 

 
（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 12 月期 20,457 8,341 40.8 28,858 50 
17 年 12 月期 11,728 7,299 62.2 78,748 80 

(注)  ①期末発行済株式数   18 年 12 月期 289,038 株 17 年 12 月期 92,698 株 

②期末自己株式数     18 年 12 月期     ― 株 17 年 12 月期    ― 株 
 

２．19 年 12 月期の業績予想（平成 19 年 1 月 1日～平成 19 年 12 月 31 日） 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 7,600 1,100 500 
通   期 18,000 3,500 1,700 

（参考）1株当たり予想当期純利益(通期)5,881 円 88 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 

配当金総額
（百万円）

配当性向 
（％） 

純資産 
配当率(％)

17 年 12 月期 － － － － － － 

18 年 12 月期 － － － － － － 

19 年 12 月期（予想） － － －    
 

※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。 
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７．財務諸表等 

(1) 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成17年12月31日） 
当事業年度 

（平成18年12月31日） 
比較増減 

 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

 金額（千円）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 ※３ 2,129,751 2,836,451 

２．売掛金 ※２ 897,415 1,731,252 

３．販売用不動産 ※６ ─ 278,482 

４．仕掛品  5,356 8,161 

５．貯蔵品  9,169 15,801 

６. 前渡金  377,524 472,548 

７．前払費用  45,514 127,894 

８．繰延税金資産  191,848 400,113 

９．未収入金  326,269 772,486 

10．短期貸付金 ※２ 403,580 4,517,095 

11．立替金 ※２ 1,151,676 1,537,584 

12．その他 ※２ 15,065 63,690 

貸倒引当金  △444 △1,008 

流動資産合計  5,552,727 47.4 12,760,555 62.4 7,207,827

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(１)建物  119,185 234,261  

減価償却累計額  11,487 107,698 21,654 212,606 

(２)器具備品  6,246 13,252  

減価償却累計額  3,348 2,897 5,469 7,783 

有形固定資産合計  110,595 0.9 220,390 1.1 109,794

２．無形固定資産   

(１)ソフトウェア  77,914 151,025 

(２)電話加入権   404 404 

無形固定資産合計  78,319 0.7 151,430 0.7 73,110

３．投資その他の資産   

(１)投資有価証券  4,042,047 1,585,019 

(２)その他の関係会社有
価証券 

 ─ 4,223,096 

(３)関係会社株式   288,000 328,000 

(４)出資金  10 10 

(５)長期貸付金  301,120 188,350 

(６)関係会社長期貸付金  1,000,000 173,820 

(７)長期前払費用  2,991 ─ 

(８)繰延税金資産  1,240 5,887 

(９)敷金保証金  350,111 820,627 

投資その他の資産合計  5,985,521 51.0 7,324,810 35.8 1,339,289

固定資産合計  6,174,436 52.6 7,696,630 37.6 1,522,194

Ⅲ 繰延資産   

１．創立費  92 ─ 

２．開業費  882 ─ 

繰延資産合計  975 0.0 ─ ─ △975

資産合計  11,728,139 100.0 20,457,186 100.0 8,729,047
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前事業年度 

（平成17年12月31日） 
当事業年度 

（平成18年12月31日） 
比較増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

 金額（千円）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．短期借入金 ※5,7 2,416,000 2,614,336 

２．一年以内返済予定
長期借入金 

 9,960 62,270 

３．コマーシャルペーパー  ─ 2,500,000 

４．未払金  592,292 1,050,170 

５．未払法人税等  595,356 1,055,367 

６．前受金  6,090 97,608 

７．預り金  544,215 1,002,114 

８．前受収益  9,268 36,251 

９．保証履行引当金  168,603 437,279 

10．その他 ※２ 62,530 140,062 

流動負債合計  4,404,315 37.6 8,995,460 44.0 4,591,145

Ⅱ 固定負債   

１．社債  ─ 2,000,000 

２．長期借入金 ※６ 4,270 1,072,500 

３．長期預り保証金  19,697 ─ 

４．その他  ─ 48,023 

固定負債合計  23,967 0.2 3,120,523 15.2 3,096,556

負債合計  4,428,283 37.8 12,115,984 59.2 7,687,701
         
（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※１ 3,265,361 27.8 ─ ─ ─

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  3,230,033 ─  

 資本剰余金合計  3,230,033 27.5 ─ ─ ─

Ⅲ 利益剰余金   

１．当期未処分利益  804,460 ─  

利益剰余金合計  804,460 6.9 ─ ─ ─

資本合計  7,299,856 62.2 ─ ─ ─

負債・資本合計  11,728,139 100.0 ─ ─ ─

   
（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  ─ ─ 3,268,685 16.0 ─

２．資本剰余金   

(１)資本準備金  ─ 3,233,356  

資本剰余金合計  ─ ─ 3,233,356 15.8 ─

３．利益剰余金   

(１)その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  ─ 2,014,160  

利益剰余金合計  ─ ─ 2,014,160 9.8 ─

株主資本合計  ─ ─ 8,516,202 41.6 ─

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価 
差額金 

 ─ △175,000 

評価・換算差額等合計  ─ ─ △175,000 △0.8 ─

純資産合計  ─ ─ 8,341,202 40.8 ─

負債純資産合計  ─ ─ 20,457,186 100.0 ─
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(2) 損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

 金額（千円）

Ⅰ 売上高   

１．アセットマネジメント事業
売上高 

※１ 2,948,371 5,665,001  

２．賃貸保証事業売上高  2,702,486 5,650,858 100.0 4,830,517 10,495,518 100.0 4,844,660

Ⅱ 売上原価   

１．アセットマネジメント事業
原価 

 887,954 972,196  

２．賃貸保証事業原価  525,489 1,413,444 25.0 1,064,079 2,036,276 19.4 622,831

売上総利益  4,237,413 75.0 8,459,242 80.6 4,221,828

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．広告宣伝費  45,546 46,590  

２．紹介手数料  76,061 ─  

３．販売促進費  ─ 181,203  

４．役員報酬  96,000 109,316  

５．給与手当  1,156,523 2,143,005  

６．雑給  ─ 180,329  

７．福利厚生費  204,045 396,447  

８．業務委託費  93,516 292,923  

９．地代家賃  175,296 381,700  

10．支払手数料  134,709 165,997  

11．支払報酬  ─ 172,989  

12．減価償却費  8,607 18,189  

13．ソフトウェア償却費  1,732 9,154  

14. 貸倒引当金繰入額  444 1,008  

15. 貸倒損失  777 2,129  

16．その他  877,192 2,870,453 50.8 1,746,663 5,847,650 55.7 2,977,196

営業利益  1,366,959 24.2 2,611,592 24.9 1,244,632

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息配当金 ※１ 11,817 89,373  

２．業務受託収入 ※１ 1,725 ─  

３．その他  1,122 14,665 0.3 7,849 97,223 0.9 82,558

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  39,823 65,350  

２．コマーシャルペーパー利息  ─ 33,377  

３．創立費償却  92 92  

４．開業費償却  882 882  

５．支払借入手数料  82,451 8,707  

６．新株発行費  43,294 ─  

７．株式交付費  ─ 4,477  

８．社債発行費  ─ 350  

９．その他  3 166,546 3.0 1,000 114,237 1.1 △52,308

経常利益  1,215,077 21.5 2,594,577 24.7 1,379,499

Ⅵ 特別損失   

１．移転費用  56,508 56,508 1.0 216,278 216,278 2.0 159,770

税引前当期純利益  1,158,568 20.5 2,378,299 22.7 1,219,729

法人税、住民税及び事業税  698,500 1,381,510  

法人税等調整額  △128,030 570,469 10.1 △212,911 1,168,599 11.2 598,129

当期純利益  588,099 10.4 1,209,699 11.5 621,600

前期繰越利益  216,361 ─ 

当期未処分利益  804,460 ─ 
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売上原価明細書 

(イ)アセットマネジメント事業原価 

  
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

 金額（千円）

Ⅰ．不動産購入費   ─ ─ 278,482 22.2 278,482

Ⅱ．人件費  126,793 14.3 212,942 17.0 86,148

Ⅲ．経費   761,172 85.7 762,059 60.8 887

 （うち賃借料）  （512,962）  （140,009）  

アセットマネジメント事業総費用  887,966 100.0 1,253,484 100.0 365,517

期首仕掛品たな卸高  5,344 5,356  

合計  893,311 1,258,840  

期末販売用不動産たな卸高   278,482  

期末仕掛品たな卸高  5,356 8,161  

当期アセットマネジメント事業原価  887,954 972,196  

     

（注）原価計算の方法は、実際個別原価計算によっております。 

 

(ロ)賃貸保証事業原価 

 
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

 金額（千円）

Ⅰ．人件費  1,794 0.3 2,113 0.2 319

Ⅱ．経費  523,695 99.7 1,061,965 99.8 538,270

 （うち保証履行引当金繰入額）  （168,603） （437,279） 

当期賃貸保証事業原価  525,489 100.0 1,064,079 100.0 538,589
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(3) 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

利益処分計算書 

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成18年３月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益 
 

 804,460 

Ⅱ 次期繰越利益 
 

 804,460 

    

 

 

株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31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

当事業年度中の変動額  

新株の発行 3,323 3,323 ─ 6,646 ─ 6,646

当期純利益 ─ ─ 1,209,699 1,209,699 ─ 1,209,699

株主資本以外の項目の当事業

年度中の変動額（純額） 
─ ─ ─ ─ △175,000 △175,000

当事業年度中の変動額合計 3,323 3,323 1,209,699 1,216,345 △175,000 1,041,345

平成18年12月31日 残高 3,268,685 3,233,356 2,014,160 8,516,202 △175,000 8,341,202
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 
 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 
同左 

(2) 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。 

 

(2)   ─────────── 

(3)   ─────────── (3) その他の関係会社有価証券 

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。 

 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

(4) 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。 
 

(4) その他有価証券 

時価のあるもの 

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 
同左 

(1)   ─────────── 

 

(1) 販売用不動産 

個別法に基づく原価法によっており

ます。 
 

(2) 仕掛品 

個別法に基づく原価法によっており

ます。 
 

(2) 仕掛品 
同左 

２．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

(3) 貯蔵品 

最終仕入原価法によっております。 
 

(3) 貯蔵品 
同左 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

  建物        15年 

  器具備品      ４年 
 

(1) 有形固定資産 
同左 
 

３．固定資産の減価償却の

方法 

 

(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 

 

  



- 8 - 

 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年１月１日 

    至 平成18年12月31日） 

(1) 創立費 

商法施行規則の規定に基づき、５年内

に均等額以上を償却する方法を採用し

ております。 
 

(1) 創立費 

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。 
 

(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 
 

４．繰延資産の処理方法 

(4)   ────────────── (4) 社債発行費 
支出時に全額費用処理しております。
 

(1) 貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しております。 
 

(1) 貸倒引当金 

同左 
 

５．引当金の計上基準 

(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 

賃貸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。 
 

６．収益及び費用の計上基

準 

滞納家賃保証事業の収益は、当期中の

契約締結に係る契約金額全額を計上し

ております。 

 

賃貸保証事業の収益は、当期中の契約

締結に係る契約金額全額を計上してお

ります。 

 

７．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

 

同左 

８．その他財務諸表作成の

ための基本となる重

要な事項 

 

消費税等の会計処理 
税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 
同左 
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会計処理方法の変更 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18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 

──────────── 当事業年度より、「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 8,341,202 千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資産

の部については、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 
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表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

(貸借対照表） 

前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しており

ました「短期貸付金」は、当事業年度において、資産の

総額の100分の１を超えたため、区分掲記いたしました。

なお、前事業年度末の「短期貸付金」の金額は3,500

千円であります。 

 

(貸借対照表） 

前期まで固定負債に表示しておりました「長期預り保

証金」は、当事業年度において、「その他」に含めて表

示しております。 

なお、当事業年度末における「長期預り保証金」の金

額は5,168千円であります。 

 

前期まで流動負債に表示しておりました「未払消費税

等」は、当事業年度において、負債及び資本の合計額の

100分の１以下となったため「その他」に含めて表示して

おります。 

なお、当事業年度末における「未払消費税等」の金額

は61,852千円であります。 

 

 

──────────── (損益計算書） 

前期まで売上高及び売上原価並びに売上原価明細書に

おいて表示しておりました「滞納家賃保証事業売上高」及

び「滞納家賃保証事業原価」は、平成18年８月に事業部名

を変更したことに伴い、「賃貸保証事業売上高」及び「賃

貸保証事業原価」と表示しております。 

 

前事業年度まで販売費及び一般管理費に表示しており

ました「紹介手数料」は、当事業年度において販売費及

び一般管理費の総額の100分の10以下となったため「販売

促進費」に含めて表示しております。 

なお、当事業年度における「紹介手数料」の金額は

170,977千円であります。 

 

販売費及び一般管理費の「雑給」は、前事業年度まで

販売費及び一般管理費の「業務委託費」に含めて表示し

ておりましたが、当事業年度において、個別掲記してお

ります。 

なお、前事業年度において「業務委託費」に含めて表

示しておりました「雑給」の金額は、72,655千円であり

ます。 

 

販売費及び一般管理費の「支払報酬」は、前事業年度

まで販売費及び一般管理費の「支払手数料」に含めて表

示しておりましたが、当事業年度において、個別掲記し

ております。 

なお、前事業年度において「支払手数料」に含めて表

示しておりました「支払報酬」の金額は、50,952千円で

あります。 

 

前期まで営業外収益に表示しておりました「業務受託

収入」は、当事業年度において営業外収益の総額の100

分の10以下となったため「その他」に含めて表示してお

ります。 

なお、当事業年度における「業務受託収入」の金額は

5,400千円であります。 
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追加情報 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度から外形標準課税制度が

導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書上の表示につい

ての実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会計基

準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付

加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費

に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費は28,315千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞ

れ同額減少しております。 

 

──────────── 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年12月31日） 

当事業年度 
（平成18年12月31日） 

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．   ──────────── 

授権株式数 普通株式 303,600株 

発行済株式総数 普通株式 92,698株 
 

  

  
 

※２．関係会社項目 ※２．関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債のうち、区分

掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは次のとおりであります。 

関係会社に対する資産及び負債のうち、区分

掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは次のとおりであります。 

売掛金 149,999千円

短期貸付金 300,000千円

上記のほか、関係会社との取

引により発生した資産 
28,434千円

関係会社との取引により発

生した負債 
193千円

 

売掛金 883,556千円

短期貸付金 4,513,505千円

立替金 105,215千円

上記のほか、関係会社との取

引により発生した資産 
72,770千円

 
 

３．    ──────────── ※３．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 367,657千円

 
 

 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9,005,015千円に対して、上記資
産を担保に提供しております。 

 
４．偶発債務 ４．偶発債務 

（1）連帯保証債務 （1）連帯保証債務 

賃貸家賃保証事業に係る保証極度相当額で

あります。 

賃貸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
 

 保証極度相当額 40,491,502千円
 

（2） ──────────── （2）保証債務 
 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
 

※５．コミットメントライン ※５．コミットメントライン 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。これらの契約に基づく

当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 

1,980,000千円 

借入実行残高 1,407,000千円 

差引額 573,000千円  

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 

3,780,000千円 

借入実行残高 2,071,000千円 

差引額 1,709,000千円  
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前事業年度 
（平成17年12月31日） 

当事業年度 
（平成18年12月31日） 

※６．    ────────────  ※６．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１号に対して、依頼者の意向

に基づき当社が一旦所有権を取得した不動産信託

受益権を譲渡した取引については、「特別目的会社

を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処

理に関する実務指針」（日本公認会計士協会 会計

制度委員会報告書第15号）に準じて、金融取引とし

て会計処理しております。なお、当該処理により計

上された当事業年度末の主な資産及び負債は下記

のとおりであります。 

販売用不動産 278,482千円 

長期借入金 280,500千円 

  
 

※７．    ──────────── ※７．財務制限条項 
短期借入金合計額のうち157,000千円（貸出コミ

ットメントの総額180,000千円）には、以下の財務

制限条項が付されており、各条項のいずれかに抵

触した場合には、当該借入金の借入先に対し該当

ある借入金額を一括返済することがあります。 

（1）各事業年度の決算期または中間決算期の末日

における貸借対照表における純資産額が、直前

の決算期の末日における貸借対照表における純

資産額の90％未満となった場合。 

（2）合併・事業譲渡またはその他の事情により業

務内容または資本構成に大幅な変更が生じるよ

うな場合。 

（3）経常利益維持（複数年） 

年度決算期末における損益計算書における経

常損益の額が２期連続してマイナスとならない

こと。 

（4）レバレッジ倍率維持 

年度決算期末における貸借対照表及び損益計

算書において算出されるレバレッジ倍率が15倍

を上回らないこと。なお、レバレッジ倍率は次の

式にて算出されます。 

レバレッジ倍率＝（短期借入金＋長期借入金＋社

債）÷（営業利益＋減価償却費） 
 

 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

  営業外収益   売上高         4,042,747千円 

業務受託収入   1,725千円   営業外収益 

 受取利息   47,670千円 
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（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

１．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 取得価額

相当額 

（千円） 

減価償却

累計額相

当額 

（千円） 

期末残高

相当額 

（千円） 

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

  
 

 

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 38,355 10,709 27,646

器具備品 434,652 105,410 329,241

ソフトウェア 518,891 71,714 447,177

合計 991,899 187,834 804,065

  
 

(2)未経過リース料期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 65,198千円

１年超 257,508千円

合計 322,706千円
 

１年内 186,863千円

１年超 630,085千円

合計 816,948千円

 
 

(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 

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
 

支払リース料 153,661千円

減価償却費相当額 138,671千円

支払利息相当額 22,946千円

 
 

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

 

同左 

(5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

 

同左 

 

２．オペレーティング・リース取引 ２．     ──────────── 

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。 

 

当事業年度末（平成 18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。 

 

 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成17年12月31日） 

当事業年度 
（平成18年12月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 
  
繰延税金資産(流動) 

未払事業税 43,331 千円

保証履行引当金 109,701 千円

保証履行損失 35,027 千円

その他 3,788 千円

繰延税金資産(流動)小計 191,848 千円

繰延税金資産(固定) 

繰延消費税額 1,045 千円

その他 195 千円

繰延税金資産(固定)小計 1,240 千円

繰延税金資産合計 193,089 千円

繰延税金資産の純額 193,089 千円

 
  

  
繰延税金資産(流動) 

未払事業税 70,375 千円

保証履行引当金 177,928 千円

保証履行損失 148,484 千円

その他 3,324 千円

繰延税金資産(流動)小計 400,113 千円

繰延税金資産(固定) 

繰延消費税額 2,400 千円

一括償却資産 2,563 千円

その他 922 千円

繰延税金資産(固定)小計 5,887 千円

繰延税金資産合計 406,000 千円

繰延税金資産の純額 406,000 千円

  
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目の内訳 

法定実効税率 40.7%

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4%

住民税均等割 1.3%

留保金課税 6.9%

その他 △0.1%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.2%

   

法定実効税率 40.7%

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5%

住民税均等割 0.9%

留保金課税 7.4%

その他 △0.4%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.1%
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

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

 

１株当たり純資産額 28,858円50銭 

１株当たり当期純利益金額 4,290円25銭 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
4,053円44銭

 
当社は平成17年５月20日付をもって普通株式１株を３

株に分割しております。当該株式分割が前事業年度期首

に行われたと仮定した場合の前事業年度における１株当

たり情報については以下のとおりになります。 

１株当たり純資産額 10,525円29銭 

１株当たり当期純利益金額 2,785円35銭 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
2,772円50銭 

 

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 26,249円60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

当期純利益金額 
2,106円63銭 

 

（注）１．１株当たりの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 
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

純資産の部の合計金額 ― 8,341,202 

純資産の部から控除する金額 ― ― 

普通株式に係る期末の純資産額 ― 8,341,202 

期末の普通株式の数 ― 289,038 

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。 

（単位：千円） 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益 588,099 1,209,699 

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） （―） （―） 

普通株式に係る当期純利益 588,099 1,209,699 

期中平均株式数（株） 84,782 281,965 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額 ― ― 

普通株式増加数（株） 8,274 16,473 

（うち新株予約権） （8,274）  （16,473） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 

────────── 

株式会社リプラス第１回無担保転

換社債型新株予約権付社債（転換社

債型新株予約権付社債間限定同順

位特約付） 

額面金額 20億円 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．平成18年12月21日開催の当社取締役会において、以

下のように有限会社デリーに対する匿名組合出資持

分を地位譲渡することを決議しております。 

(1)譲渡日       平成19年２月 

(2)匿名組合出資持分  ５億円 

(3)譲渡対象額     ５億円 

 

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) 

(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。 

 

２．平成19年１月５日開催の当社取締役会決議に基づき、

以下のとおりコマーシャルペーパー（CP）を発行し

ております。 

(1)発行額   30億円 

(2)期間    平成19年１月10日より平成19年5月30日 

(3)ディーラー 大和証券エスエムビーシー株式会社 

(4)資金使途  平成18年４月20日付で不動産ファンドの

アセットマネジメント事業拡大のために

発行したコマーシャルペーパーの返済な

どに使用いたします。なお、平成19年２

月16日現在のコマーシャルペーパーの残

高は30億円であります。 

 

３．平成19年１月25日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、以下のとおりRCA01（特定目的会社：SPC）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 RCA01 の Credit Suisse 

International からの借入金に

対する債務保証 

②債務保証額   322 億円 

③債務保証期間  平成 19 年 1月 25 日より中国に

おける不動産所有権登記完了ま

で 

(2) 保証先の概要   RCA01（特定目的会社：SPC） 

中国に所在する不動産を取得

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。 

(3) 債務保証期間の対象となる不動産の概要 

①名称      華貿センター第１、第２棟オフ

ィスビル及び地下駐車場 

②所在地     中国北京市朝陽区建国路 79 号
 

４．平成19年１月25日開催の当社取締役会において、以

下のように有限会社KATSURAGAWAに対する匿名組合

出資持分を地位譲渡することを決議しております。

(1)譲渡日       平成19年２月 

(2)匿名組合出資持分  ６億599万５千円 

(3)譲渡対象額     ６億599万５千円 
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前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

(平成15年７月31日及び平成15年12月８日開催の臨時株

主総会の決議によるもの) 

 新株予約権の目

的たる株式の数 

行使価額 

調整後 ９株 556 円 

調整前 ３株 1,667 円 

   

(平成16年6月30日開催の臨時株主総会の決議によるも

の) 

 新株予約権の目

的たる株式の数 

行使価額 

調整後 ９株 600 円 

調整前 ３株 1,800 円 

   

(平成16年11月1日開催の臨時株主総会の決議によるも

の) 

 新株予約権の目

的たる株式の数 

行使価額 

調整後 ９株 806 円 

調整前 ３株 2,417 円 

   

(5) 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前期における1株当たり情報及び当期首に行われたと仮

定した場合の当期における1株当たり情報は、それぞれ以

下のとおりとなります。 

前事業年度 当事業年度 

1 株当たり純資産額 

3,508 円 43 銭 

1株当たり当期純利益 

928 円 45 銭 

潜在株式調整後 1 株

当たり当期純利益 

924 円 17 銭 

1 株当たり純資産額 

26,249 円 60 銭

1株当たり当期純利益

2,312 円 21 銭

潜在株式調整後 1 株

当たり当期純利益 

2,106 円 63 銭
 

５．平成19年２月16日開催の当社取締役会において、当
社がオリジネーターとして手掛ける、当社賃貸保証
事業を対象にした、賃貸人との保証契約及び賃借人
との保証委託契約に基づく年間保証委託料将来債権
（以下、「将来債権」という。）の証券化による資
金調達に関し、下記のとおり決議いたしました。ま
た、本証券化における特別目的会社（SPC）である合
同会社レントゴー第1回責任財産限定特約付ローン
（以下、「本ローン)という。) について、格付け会
社スタンダード＆プアーズよりBBB格の予備格付け
を取得いたしました。 

 
   (1)格付けの対象  合同会社レントゴー第 1回責

任財産限定特約付ローン 

（トランシェ A-1 ローン）

      (2)借 入 総 額  トランシェ A-1 3.5 億円 

その他トランシェ合わせて

16.8 億円を予定 

   (3)期 間  平成 19 年 3月～平成 24 年

2月予定 

   (4)裏 付 け 資 産  賃貸保証委託契約等に基づ

く年間保証料将来債権 

   (5)予 備 格 付 け  BBB（※1）  

   (6)格 付 け 会 社  スタンダード＆プアーズ 

   (7)借 入 主 体  合同会社レントゴー 

      (8)オリジネーター  株式会社リプラス 

   (9)バックアップサービサー  青山綜合会計事務所、日立キ

ャピタル債権回収株式会社

   (10)アレンジャー  三菱 UFJ 証券株式会社 

     (11)そ の 他  トランシェ A-1 ローンは、

格付けは取得しております

が、トランシェ A-2 ローン、

トランシェ Bローン、トラン

シェ Cローンについては格付

けは取得しておりません。

  
※1 本予備格付けは平成19年2月15日の情報に基づ
くものであり、その後の情報によって最終的に異な
る格付けを付与される可能性があります。 
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８．役員の異動 

 
平成 19 年２月 16 日に発表いたしました「役員の異動について」のプレスリリースをご参照くださ

い。 

 


