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(財)財務会計基準機構会員  

平成 19 年 12 月期  第１四半期財務・業績の概況（連結） 
平成 19 年５月 14 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 執行役員経営企画本部長  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） ５社    （除外）５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 19 年 12 月期第１四半期財務・業績の概況（平成 19 年１月１日～平成 19 年３月 31 日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況        （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年 12 月期第１四半期 2,633  28.8 △283  ― △357  ―  △119  ― 

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

(参考)18 年 12 月期 11,482    2,788    2,580     1,103    
 

 
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

19 年 12 月期第１四半期 △413  04 ―  ― 

 18 年 12 月期第１四半期 299  35 281  89 

(参考)18 年 12 月期 3,915  11 3,699  00 
(注)①期中平均株式数(連結）平成19年12月期第１四半期 290,052株 平成18年12月期第１四半期 279,552株 平成18年12月期 281,965株 

また、平成18年12月期第１四半期及び平成18年12月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。 

③当社は平成17年12月期第３四半期が連結財務諸表初年度であるため、平成18年12月期第１四半期連結会計期間の対前年同期増減率

の記載は行っておりません。 

 
［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第１四半期連結会計期間（平成19年１月１日～平成19年３月31日）におけるわが国の経済は、企業業績が好調に推

移し、それに伴う設備投資が増加しております。また、好調である企業部門から家計部門への波及影響も見られ、雇用・

所得環境の改善を背景とした底堅い個人消費の回復が見られ、景気拡大基調が継続しております。 

当企業集団の所属する不動産業界におきましては、公示地価が全国ベースで上昇に転じたことで、資産デフレからの

脱却の兆しが見えつつあります。また、地価及び賃料が上昇に転じると同時に、国内外からの投資資金が不動産市場に

流入しております。このような状況下、東証REIT指数は上昇傾向にあり、不動産プライベートファンド市場においても、

その規模拡大が続いており、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１四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継続的に増加させ、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、将来に見込まれるAUMの運用を可能とする仕組構築、組

織構築を前倒しで行っております。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の当企業集団の連結売上高は2,633,946千円（前年同四半期比28.8％増）、

経常損失は357,654千円(前年同四半期経常利益144,113千円)、四半期純損失は119,802千円(前年同四半期純利益83,683

千円)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及び一定以上の管理戸数を有する

中小賃貸住宅管理会社に対して、当該サービス利用の更なる浸透率を高めることに注力するとともに、集金代行セ

ット型保証の拡販に努めました。また、急速な業務量拡大に対応した業務システム運用の安定化にも努めておりま

す。新たな試みとして、信用力向上のためのバックアップ機構の拡充及び年間保証委託料の将来債権の証券化によ

る継続的な資金調達方法を構築する目的で、倒産隔離させた合同会社レントゴーを利用した二重の信用補完体制を

確立いたしました。これにより、管理会社の更なる信頼を得、当社の提供する家賃保証システムの市場への普及を

加速させました。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間における新規契約件数は 41,525 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。 

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ると同時に業務効率化を図っております。 

以上の結果、当事業の売上高は 1,828,349 千円(前年同四半期比 62.0％増)、営業利益は 114,128 千円(前年同四半

期比 10.4％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、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、既にファンドに組

み込まれた物件について、リプラス・レジデンシャル投資法人の投資適格物件とすべく、修繕やリーシングを推し

進めました。 

しかしながら、第１四半期連結会計期間後のリプラス・レジデンシャル投資法人の第１回公募増資に焦点をあて

た AUM 調整を行った結果、５月初めに成功裡に公募増資及び物件移管が終了しましたが、フィーの計上が遅れ、AUM

の積上げは約 125 億円にとどまりました。また、物件取得時のセットアップフィーが新規に獲得され、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したものの、順調に従業員の採用が進み組織を前倒しに構築できたこ

とからコストは先行的に発生いたしました。 

以上の結果、当事業の売上高は 805,597 千円(前年同四半期比 12.1％減)、営業損失は 9,314 千円(前年同四半期営

業利益 255,361 千円)となりました。 

 

 
(2) 連結財政状態の変動状況        （百万円未満切捨） 

 総 資 産 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

19 年 12 月期第１四半期 29,003  8,879  30.0   29,944  17 

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

(参考)18 年 12 月期 69,211  8,269  11.8   28,291  71 
(注)期末発行済株式数 平成19年12月期第１四半期 290,397株 平成18年12月期第１四半期 281,280株 平成18年12月期 289,038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

19 年 12 月期第１四半期 △7,256  △25,787  4,142   4,098  

18 年 12 月期第１四半期 633  △1,702  1,476   2,711  

(参考)18 年 12 月期 △1,011  △8,725  40,062   33,000  

 

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 
当第１四半期連結会計期間に新たに匿名組合として組成された５投資事業組合を、当第１四半期連結会計期間期首を

みなし取得日として連結することになりました。また、持分の一部を売却し、その持分比率が当社規定の基準未満にな

ったことにより匿名組合カルカッタ他４社を連結の範囲から除外することになりました。その結果、当第１四半期連結

会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べて40,207,654千円減少し、総負債は前連結会計年度末に比べて

40,816,793千円減少いたしました。これは、主に、新規に連結されたことによる増加はあるものの、匿名組合MASUKAGAMI

の土地の売却2,463,906千円、連結の範囲から除外されたことに伴う、RCA01の現金及び預金30,355,220千円、建設仮勘

定17,730,216千円といった資産、並びにRCA01の短期借入金35,045,000千円、匿名組合カルカッタ他３投資事業組合の

匿名組合預り金12,098,598千円及び四半期連結財務諸表提出会社の未払法人税等1,037,699千円などがそれぞれに減少

したことによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末おける資産につきましては、29,003,793千円となりました。これは、主に、現金及び預

金、たな卸資産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、

20,124,781千円となりました。これは、主に、運転資金や合同会社Rブリッジの不動産取得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、並びに長期借入金、社債などであります。また、純資

産につきましては、8,879,012千円となりました。 
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当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主に当社の規定により、連結の範

囲の見直しを行った結果、RCA01（SPC）が連結範囲から除外されたことにより、前連結会計年度末比28,901,156千円減

少し、4,098,846千円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

 

［営業活動によるキャッシュ・フロー］ 

当第１四半期連結会計期間において営業活動により使用した資金は、7,256,178 千円(前年同四半期 633,646 千円

取得)となりました。これは主として、税金等調整前第１四半期純損失が 109,542 千円となったことや、連結子会社

である合同会社 R ブリッジが販売用不動産 5,057,207 千円取得するなどしてたな卸資産が 5,056,964 千円、賃貸保

証事業において契約件数が増加したことに伴い立替金が 408,652 千円増加したこと、法人税等の支払いが 1,225,718

千円あったことによるものであります。 

 

［投資活動によるキャッシュ・フロー］ 

当第１四半期連結会計期間において投資活動により使用した資金は、25,787,194 千円（前年同四半期 1,702,797

千円使用）となりました。これは主として、当第１四半期連結会計期間より連結除外となった子会社の現金及び預

金 30,358,219 千円の減少を含む連結除外子会社有価証券の売却に伴う支出 28,757,280 千円、連結子会社匿名組合

MASUKAGAMI の土地を売却したことによる有形固定資産の売却による収入 2,790,000 千円によるものであります。 

 

［財務活動によるキャッシュ・フロー］ 

当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果取得した資金は、4,142,217 千円(前年同四半期 1,476,232 千

円取得）となりました。これは主として、短期借入金の増加 2,172,664 千円、長期借入による収入が 3,680,000 千

円、長期借入金の返済による支出が 2,016,990 千円あったことによるものであります。 

 

３．平成 19 年 12 月期の連結業績予想（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 9,000  1,600  740  

通     期 21,000  5,000  2,250  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 7,784 円 44 銭 

   ※平成 18 年 12 月末日の発行済株式数をベースに計算しております。 

  
［業績予想に関する定性的情報等］ 

当企業集団の事業領域である不動産業界においては、公示地価が全国ベースで上昇に転じたことで、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。 

また、平成18年４月に設立したリプラス・インシュアランス株式会社においては、少額短期保険事業者としての体制

構築が進行中であります。 

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ことで、AUMの積上げ、売

上高の拡大を図っております。収益物件については、リプラス・レジデンシャル投資法人に組込可能な適格物件とする

ための修繕やリーシングが順調に進展し、再生・開発案件については、業務提携先と施工包括契約を締結することによ

り、一定の品質を確保し建築単価を下げ、かつ複数プロジェクトを同時に手掛けることで、継続的で加速度的な物件の

ファンド組入れが可能になる見込みであります。 

また、平成18年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。更に、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。 

なお、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、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。 

更に、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。 

これを受け、賃貸保証事業は、平成19年度新規獲得件数280,000件を見込み、10,500百万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19年度末には4,000億円の運用を見込み、10,500百万円

の売上高を見込んでおります。 
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以上より、平成19年度は売上高21,000百万円、経常利益5,000百万円、当期純利益2,250百万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、業況の変化等により、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。 
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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１四半期 

連結会計期間末  
（平成18年３月31日） 

当第１四半期 

連結会計期間末  
（平成19年３月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成18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  2,711,850 4,098,846   33,367,660

２．売掛金   720,386 2,393,202   1,494,753

３．たな卸資産 ※5  38,831 5,361,117   302,445

４．短期貸付金   ― 2,999,653   124,673

５．立替金   914,053 1,844,839   1,435,330

６．その他   1,123,843 1,871,246   2,138,324

 貸倒引当金   △2,916 △1,970   △997

流動資産合計   5,506,049 40.4 18,566,936 64.0  38,862,190 56.2

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

（１）土地 ※2 ― ―  2,463,906 

（２）建設仮勘定  ― ―  17,736,516 

（３）その他 ※1 121,881 248,905  227,436 

有形固定資産合計   121,881 248,905   20,427,859

２．無形固定資産   91,279 190,372   156,063

３．投資その他の資産     

（１）投資有価証券  6,921,436 3,881,519  2,975,019 

（２）その他の関係 
会社有価証券 

 ― 4,566,323  3,155,270 

（３）その他  974,073 7,895,510 1,546,503 9,994,345  3,631,480 9,761,769

固定資産合計   8,108,671 59.6 10,433,623 36.0  30,345,692 43.8

Ⅲ 繰延資産   5,116 0.0 3,233 0.0  3,565 0.0

資産合計   13,619,837 100.0 29,003,793 100.0  69,211,448 100.0
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前第１四半期 

連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

当第１四半期 

連結会計期間末 
（平成19年３月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成18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 
 ※2, 

4,6 
 3,916,961 8,796,780   38,826,606

２．コマーシャル 
ペーパー  

  ― 3,000,000   2,500,000

３．未払金   710,140 ―   ―

４．未払法人税等   198,699 97,378   1,297,667

５．預り金   703,673 1,031,880   1,054,853

６．保証履行引当金   225,458 477,390   437,279

７．賞与引当金   193,045 260,157   ―

８．その他 ※2  60,916 1,481,945   1,479,225

流動負債合計   6,008,894 44.1 15,145,533 52.2  45,595,631 65.9

Ⅱ 固定負債     

１．社債   ― 2,000,000   2,000,000

２．長期借入金 ※5  1,780 2,738,000   1,072,500

３．匿名組合預り金   ― 55,758   12,225,419

４．その他   5,730 185,489   48,023

固定負債合計   7,510 0.1 4,979,247 17.2  15,345,943 22.2

負債合計   6,016,404 44.2 20,124,781 69.4  60,941,574 88.1

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   132,035 1.0 ― ―  ― ―

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   3,266,247 24.0 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金   3,230,919 23.7 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金   974,230 7.1 ― ―  ― ―

資本合計   7,471,397 54.8 ― ―  ― ―

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  13,619,837 100.0 ― ―  ― ―

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   ― ― 3,269,062 11.3  3,268,685 4.7

２．資本剰余金   ― ― 3,233,734 11.1  3,233,356 4.7

３．利益剰余金   ― ― 1,923,395 6.6  1,985,836 2.9

株主資本合計   ― ― 8,426,192 29.0  8,487,878 12.3

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券 
評価差額金 

  
―

269,504   △310,500

評価・換算差額等合計   ― ― 269,504 1.0  △310,500 △0.5

Ⅲ 少数株主持分   ― ― 183,314 0.6  92,494 0.1

純資産合計   ― ― 8,879,012 30.6  8,269,873 11.9

負債・純資産合計   ― ― 29,003,793 100.0  69,211,448 100.0
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（２） 四半期連結損益計算書 

  

前第１四半期 

連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日）

当第１四半期 

連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成18年１月１日 

 至 平成18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  2,045,607 100.0 2,633,946 100.0  11,482,435 100.0

Ⅱ 売上原価 ※3  549,484 26.9 625,922 23.8  2,508,047 21.8

売上総利益   1,496,122 73.1 2,008,024 76.2  8,974,387 78.2

Ⅲ 販売費及び一般管理 

  費 
※1,3  1,337,937 65.4 2,291,319 87.0  6,185,689 53.9

営業利益または 
営業損失（△） 

  158,185 7.7 △283,294 △10.8  2,788,698 24.3

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息配当金  2,795 13,286  86,461 

２．その他  590 3,386 0.2 7,625 20,911 0.8 36,438 122,899 1.1

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息 9,780 32,955  244,591 

２．コマーシャルペー
パー利息 

― 13,871  33,377 

３．支払手数料 2,987 38,187  44,604 

４．新株発行費 4,184 ―  ― 

５．その他 505 17,457 0.9 10,257 95,271 3.6 8,183 330,758 2.9

経常利益または 
経常損失（△） 

 144,113 7.0 △357,654 △13.6  2,580,840 22.5

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ― 96,713  ― 

２．その他の関係会社
有価証券売却益 

― ― ― 160,277 256,990 9.8 ― ― ―

Ⅶ 特別損失    

１．移転費用 ― ― ― ― ― ― 231,726 231,726 2.0

匿名組合損益分配前
税金等調整前第１四
半期（当期）純利益
または匿名組合損益
分配前税金等調整前
第１四半期純損失
(△) 

 ― ― △100,663 △3.8  2,349,114 20.5

匿名組合損益分配額  ― ― 8,878 0.3  △6,413 △0.0

税金等調整前第１四

半期（当期）純利益

または税金等調整前

第１四半期純損失

（△） 

 144,113 7.0 △109,542 △4.1  2,355,528 20.5

法人税、住民税及び
事業税 

※2 82,701 △13,593  1,573,470 

法人税等調整額  ― 82,701 4.0 ― △13,593 △0.5 △281,225 1,292,245 11.2

少数株主利益または
少数株主損失（△） 

 △22,271 △1.1 23,853 0.9  △40,637 △0.3

第１四半期（当期）
純利益または第１四
半期純損失（△） 

 83,683 4.1 △119,802 △4.5  1,103,921 9.6
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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等変動計算書 

四半期連結剰余金計算書 

  
前第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年１月１日  至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

 金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  3,230,033

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１．新株予約権の行使による 
新株の発行  

 885 885

Ⅲ 資本剰余金第１四半期末残高  3,230,919

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  892,658

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．第１四半期純利益  83,683 83,683

 Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．連結子会社増加に伴う利益 
剰余金の減少高  

 2,111 2,111

 Ⅳ 利益剰余金第１四半期末残高  974,230

  

 

四半期連結株主資本等変動計算書 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年３月 31 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18年12月31日 残高 3,268,685 3,233,356 1,985,836 8,487,878 △310,500 92,494 8,269,873

第１四半期連結会計期間中の

変動額 
  

新株の発行 377 377 ― 755 ― ― 755

第１四半期純損失 ― ― △119,802 △119,802 ― ― △119,802

連結子会社減少に伴う利益

剰余金増加高 
― ― 57,361 57,361 ― ― 57,361

株主資本以外の項目の当第

１四半期連結会計期間中の

変動額（純額） 

― ― ― ― 580,004 90,820 670,824

第１四半期連結会計期間中の

変動額合計 
377 377 △62,441 △61,685 580,004 90,820 609,139

平成19年３月31日 残高 3,269,062 3,233,734 1,923,395 8,426,192 269,504 183,314 8,879,012
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前連結会計年度（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 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本

合計 

その他有価
証券評価差
額金 

少数株主
持分 

純資産 
合計 

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

連結会計年度中の変動額   

新株の発行 3,323 3,323 ― 6,646 ― ― 6,646

当期純利益 ― ― 1,103,921 1,103,921 ― ― 1,103,921

連結子会社増加に伴う利益

剰余金減少高 
― ― △10,742 △10,742 ― ― △10,742

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額） 
― ― ― ― △310,500 △27,949 △338,449

連結会計年度中の変動額合計 3,323 3,323 1,093,178 1,099,824 △310,500 △27,949 761,375

平成18年12月31日 残高 3,268,685 3,233,356 1,985,836 8,487,878 △310,500 92,494 8,269,873
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（４） 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前第１四半期 

連結会計期間 

（自 平成18年１月１日

至 平成18年３月31日）

当第１四半期 

連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年３月31日）

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ 

・フロー計算書 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18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１四半期(当期)純

利益または税金等調整前第１四半

期純損失（△） 

 144,113 △109,542 2,355,528 

２．減価償却費  5,338 17,616 35,125 

３．繰延資産償却  505 ― ― 

４．連結調整勘定償却額  772 ― 3,088 

５．のれん償却額  ― 3,959 ― 

６．貸倒引当金の増加額  2,472 ― ― 

７．保証履行引当金の増加額  56,854 40,111 268,676 

８．賞与引当金の増加額  193,045 260,157 ― 

９．受取利息配当金  △2,795 △13,286 △86,461 

10．支払利息  9,780 46,826 277,969 

11．支払手数料  2,987 38,187 44,604 

12．新株発行費  4,184 ― ― 

13．固定資産売却益  ― △96,713 ― 

14．その他の関係会社有価証券売却 

益 
 ― △160,277 ― 

15．売上債権の増減額(△:増加額)  479,806 △403,192 △292,985 

16．たな卸資産の増加額  ― △5,056,964 △287,920 

17．前渡金の増減額(△：増加額)  40,973 225,766 △125,024 

18．未収入金の増減額(△：増加額)  125,178 △94,881 △434,676 

19．立替金の増減額（△：増加額）  8,165 △408,652 △285,612 

20．未払金の増減額（△：減少額）  112,370 153,382 △162,006 

21．その他の関係会社有価証券 

の増加額 
 ― △71,831 △325,750 

22．未払消費税等の増減額(△：減少額)  △42,949 △99,183 34,547 

23．預り金の増減額（△：減少額）  128,881 △51,274 498,500 

24．その他  △31,144 8,391 88,836 

小計  1,238,542 △5,771,400 1,606,439 

25．利息及び配当金の受取額  82 2,132 73,998 

26．利息の支払額  △8,262 △104,971 △221,129 

27．手数料の支払額  △1,416 △126,220 △1,448,630 

28．法人税等の支払額  △595,299 △1,255,718 △1,022,252 

営業活動によるキャッシュ・フロー  633,646 △7,256,178 △1,011,574 
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前第１四半期 

連結会計期間 

（自 平成18年１月１日

至 平成18年３月31日）

当第１四半期 

連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年３月31日）

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ 

・フロー計算書 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日）

区分 
注記

番号
 金額（千円）  金額（千円）  金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

  １．拘束性預金の解約による収入  ― 367,657 ― 

２．有形固定資産の取得による支出  △10,627 △27,891 △2,453,758 

３．有形固定資産の売却による収入  ― 2,790,000 ― 

４．無形固定資産の取得による支出  △10,340 △6,317 △94,768 

５．投資有価証券の払戻しによる収入  425,481 ― ― 

６．その他の関係会社有価証券の取得

による支出 
 ― △172,115 △9,290,572 

７．投資有価証券の取得による支出  △1,804,871 ― ― 

８．その他の関係会社有価証券の払戻

しによる収入 
 ― 62,993 2,255,254 

９．その他の関係会社有価証券の譲渡

による収入 
 ― 220,000 2,999,000 

10．関係会社への出資による支出  ― △120,100 △47,403 

11．短期貸付金の増加額  △194 △29,980 △1,036,093 

12．長期貸付けによる支出  △92,430 △33,500 △207,802 

13．敷金保証金の差入れによる支出  △267,406 △81,186 △822,052 

14. 連結除外子会社有価証券の売却 

に伴う支出 
 ― △28,757,280 ― 

15．その他  57,591 524 △27,322 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,702,797 △25,787,194 △8,725,520 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

１．短期借入金の増加額  1,489,904 2,172,664 34,348,336 

２．コマーシャルペーパーの増加額  ― 500,000 2,500,000 

３．長期借入れによる収入  ― 3,680,000 1,130,500 

４．長期借入金の返済による支出  △2,490 △2,016,990 △9,960 

５．株式の発行による収入 1,771 755 6,646 

６．株式の発行による支出 △12,953 △265 △12,987 

７．少数株主からの株式取得による支

出 
― △114,000 ― 

８．匿名組合出資払戻しによる支出 ― △79,946 ― 

９．その他 ― ― 2,100,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,476,232 4,142,217 40,062,534 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 407,081 △28,901,156 30,325,439 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,206,293 33,000,002 2,206,293 

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の

増加額 
98,475 ― 468,269 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末

(期末)残高 
※1 2,711,850 4,098,846 33,000,002 
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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１四半期連結会計期間

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日) 

１. 連結の範囲に関する事 

項 

(1)連結子会社の数  ３社
連結子会社の名称 
リプラス・リート・マネ
ジメント株式会社 
リプラス・インベストメ
ンツ株式会社 
リプラス・チャイナ・ア
セットマネジメント株式
会社 
 なお、リプラス・チャ
イナ・アセットマネジメ
ント株式会社は重要性が
高くなったため、当第１
四半期首より連結してお
ります。 

 

(1)連結子会社の数  10社
連結子会社の名称 
リプラス・リート・マネ
ジメント株式会社 
リプラス・インベストメ
ンツ株式会社 
リプラス・チャイナ・ア
セットマネジメント株式
会社 
匿名組合KATSURAGAWA 
匿名組合MASUKAGAMI 
他５社 
合同会社Rブリッジ、匿
名組合Rブリッジ、匿名組
合Alps、匿名組合Bench及
び匿名組合Cheeseは、当第
１四半期に組成されたた
め、当第１四半期より連結
の範囲に含めております。
RCA01、RCA Fund 01,L.P.
及びその他３社は、当第１
四半期に持分の一部を売
却し、その持分比率が当社
規定の基準未満になった
ため、当第１四半期から連
結の範囲より除外してお
ります。 

 

(1)連結子会社の数  10社
連結子会社の名称 
リプラス・リート・マネ
ジメント株式会社 
リプラス・インベストメ
ンツ株式会社 
リプラス・チャイナ・ア
セットマネジメント株式
会社 
匿名組合KATSURAGAWA 
匿名組合MASUKAGAMI 
他５社 
リプラス・チャイナ・

アセットマネジメント株
式会社は、重要性が高く
なったため、当連結会計
年度上期より連結の範囲
に含めております。 
また、匿名組合

KATSURAGAWA及び匿名組
合MASUKAGAMIについて
は、当連結会計年度上期
において新たに組成した
ため、連結の範囲に含め
ております。 
その他５社について
は、平成18年９月30日を
みなし取得日として連結
しております。 
 

 (2)非連結子会社の名称等 
有限会社KATSURAGAWA 
有限会社MASUKAGAMI 
（連結の範囲から除いた
理由） 
上記会社に対しては、
匿名組合契約に基づく出
資を行っておりますが、
財務及び営業または事業
の方針の決定に対する支
配が一時的であると認め
られるためであります。

(2)非連結子会社の数 25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24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、第１四半
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
匿名組合他22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
諸表規則第５条第１項第
２号」を適用して連結の
範囲から除いておりま
す。 

(2)非連結子会社の数 18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17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、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。 
また、リプラス･レジデ

ンシャル･ウェアハウス
匿名組合他15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「連結財務諸表
規則第５条第１項第２
号」を適用して連結の範
囲から除いております。
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項 目 

前第１四半期連結会計期間

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日) 

２．持分法の適用に関する

事項 

(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。 

 

(1) ───────── (1) ───────── 
 

 (2) ───────── (2) 非連結子会社  25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･
ウェアハウス匿名組合他
22社は匿名組合等として
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、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) 非連結子会社  18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、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
計の当期純損益、利益剰
余金等はいずれも連結財
務諸表に重要な影響を及
ぼしていないためであり
ます。 

 (3) ───────── (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、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。 
 

(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、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１四半期連結会計期間

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18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 

連結子会社のうちリプラ
ス・リート・マネジメント株
式会社の決算日は、３月31日
であります。 
リプラス・インベストメン
ツ株式会社及びリプラス・チ
ャイナ・アセットマネジメン
ト株式会社の決算日は、12月
31日であります。 
四半期連結財務諸表の作成
にあたっては、四半期連結決
算日において、四半期連結財
務諸表作成の基礎となる財務
諸表を作成するために必要と
される決算を行っておりま
す。 
 

連結子会社のうちリプラ
ス・リート・マネジメント株
式会社の決算日は、３月31日
であります。 
その他の連結子会社の決算
日は、12月31日であります。
四半期連結財務諸表の作成
にあたっては、四半期連結決
算日において、四半期連結財
務諸表作成の基礎となる財
務諸表を作成するために必
要とされる決算を行ってお
ります。 

連結子会社のうちリプラ
ス・リート・マネジメント株
式会社の決算日は、３月31日
であります。連結財務諸表の
作成にあたっては、連結決算
日において、連結財務諸表作
成の基礎となる財務諸表を作
成するために必要とされる決
算を行っております。 
その他の連結子会社の決算

日は、連結決算日と一致して

おります。 

４．会計処理基準に関する

事項 

 

 

（1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

①有価証券 

子会社株式 

─────── 

 

（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）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 

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。 
 

その他の関係会社有価証

券 

匿名組合出資金 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

────── 

その他有価証券 

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。 
 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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。 

 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 

─────── 

 

匿名組合出資金 

─────── 

 

 ② ─────── 

 

② ─────── 

 

②デリバティブ 

時価法を採用しており

ます。 
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項 目 

前第１四半期連結会計期間

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日) 

 ③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。 

③たな卸資産 

販売用不動産 

個別法に基づく原価法

によっております。 

仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

③たな卸資産 

販売用不動産 

同左 

 

仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

 （2）重要な減価償却資産の減
価償却の方法 

①有形固定資産  
定率法によっておりま
す。 
なお、主な耐用年数は
以下のとおりでありま
す。 
建物   15年 
器具備品 ４年 

（2）重要な減価償却資産の減
価償却の方法 

①有形固定資産  
同左 

 

（2）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 
同左 

 ②開業費 
商法施行規則の規定に
基づき、５年内に均等額
以上を償却する方法を採
用しております。 

②開業費 
５年内に均等額以上を
償却する方法を採用して
おります。 

②開業費 
同左 

 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 
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 ─────── 

 

④ ─────── 

 

④社債発行費 
支出時に全額費用処理
しております。 

 （4）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損
失に備えるため、一般債
権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個
別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計
上しております。 

（4）重要な引当金の計上基準 
①貸倒引当金 

同左 

（4）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金 

同左 
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項 目 

前第１四半期連結会計期間

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日) 

 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。 

②保証履行引当金 

同左 

 ③賞与引当金 

従業員の賞与金の支給に

備えて、賞与支給見込額の

当第１四半期連結会計期

間負担額を計上しており

ます。 

 

③賞与引当金 

同左 

③ ──────― 

 

 （5）収益及び費用の計上基準

滞納家賃保証事業の収

益は、当第１四半期連結会

計期間中の契約締結に係

る契約金額全額を計上し

ております。 

 

（5）収益及び費用の計上基準 

賃貸保証事業の収益は、

当第１四半期連結会計期

間中の契約締結に係る契

約金額全額を計上してお

ります。 

（5）収益及び費用の計上基準

賃貸保証事業の収益は、

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 

税抜方式によっており

ます。 

なお、控除対象外消費税

等については、当第１四半

期連結会計期間の費用と

して処理しております。 

 

（7）その他連結財務諸表作成

のための基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっており

ます。 

なお、控除対象外消費税

等については、当連結会計

年度の費用として処理して

おります。 

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１四半期連結会計期間

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 

(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 

 

─────── 

 

─────── 

当連結会計年度より、「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8,177,378

千円であります。 

なお、連結財務諸表規則

の改正により、当連結会計

年度における連結貸借対照

表の純資産の部について

は、改正後の連結財務諸表

規則により作成しておりま

す。 

投資事業組合等に関する支

配力基準及び影響力基準 

 

─────── 

 

─────── 

「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」（企業会計基準委員会

平成18年９月８日 実務対

応報告第20号）に対して、

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

４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

平成18年９月30日をみなし

取得日として連結いたして

おります。 

この変更により、従来の

会計処理によった場合に比

べて、総資産が44,104,655

千 円増加し、売上高が

132,150千円、営業利益が

134,776千円、経常利益が

285,162千円、税金等調整前

当期純利益が284,512千円、

当期純利益が108,068千円

減少しております。 
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表示方法の変更 

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

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
  至 平成19年３月31日） 

（四半期連結貸借対照表） 
─────────────── 

 

（四半期連結貸借対照表） 
前第１四半期連結会計期間において四半期連結貸借対照
表の「その他」に含めて表示しておりました「短期貸付金」
は、当第１四半期連結会計期間より区分掲記しております。
なお、前第１四半期連結会計期間末における「その他」
に含まれる「短期貸付金」の額は、103,670千円であります。
前第１四半期連結会計期間において四半期連結貸借対照
表の「未払金」として掲記されていたものは、当第１四半
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１四半期連結会計期間末における「その他」
に含まれる「未払金」の額は、1,307,638千円であります。
 

（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１四半期連結会計期間において、｢連結調整勘定償

却額｣として掲記されていたものは、当第１四半期連結会計
期間から「のれん償却額」と表示しております。 
前第１四半期連結会計期間までに営業活動によるキャ

ッシュ・フローに含めて表示しておりました「繰延資産償
却」は当第１四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１四半期連結会計期間における「繰延資産償
却」の金額は332千円であります。 
前第１四半期連結会計期間までに営業活動によるキャ

ッシュ・フローに含めて表示しておりました「貸倒引当金
の増加額」は当第１四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１四半期連結会計期間における「貸倒引当金
の増加額」の金額は972千円であります。 
前第１四半期連結会計期間において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
「たな卸資産の増加額」は当第１四半期連結会計期間より
区分掲記しております。 
なお、前第１四半期連結会計期間における「たな卸資産
の増加額」の金額は24,306千円であります。 
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注記事項  

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第１四半期連結会計期間末 

（平成18年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間末  

（平成19年３月31日） 

前連結会計年度末  

（平成18年12月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

19,568千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

36,834千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

27,474千円

※２． ────────── ※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    367,657千円 

  土地     2,400,000千円 

   合計    2,767,657千円 

 

 担保付債務 
当社がアセットマネジメント業

務を行う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、上記定期
預金を担保に提供しております。
当社がアセットマネジメント業

務を行う有限会社MASUKAGAMIの借
入金2,000,000千円に対して、上記
土地を担保に提供しております。
 

３．偶発債務 

(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。 
保証極度相当額 

27,413,581千円  

３．偶発債務 

(1)連帯保証債務 
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 

47,994,359千円

３．偶発債務 

（1）連帯保証債務 
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 

40,491,502千円 

 （2）保証債務 

当社がアセットマネジメント

業務を行う会社の信用を補完す

ることを目的に債務保証に関す

る確約書を差し入れておりま

す。 

リプラス・レジデンシャル・コ

ンストラクション２号特定目的

会社 

3,297,787千円
下記の会社の借入金に対する

債務保証 

当社がコンサルティングサービ

スを行うRCA01（SPC） 

32,200,000千円

（2）保証債務 

当社がアセットマネジメント

業務を行う会社の信用を補完す

ることを目的に債務保証に関す

る確約書を差し入れておりま

す。 

リプラス・レジデンシャル・コ

ンストラクション２号特定目的

会社 

3,685,762千円

※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１四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 

2,780,000千円 

借入実行残高 2,707,000千円 

差引額 73,000千円  

※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１四半期連結会計期間末の借
入未実行残高は次のとおりでありま
す。 
当座貸越極度額

及び貸出コミッ

トメントの総額 

3,780,000千円

借入実行残高 2,457,000千円

差引額 1,323,000千円 

※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 

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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前第１四半期連結会計期間末 

（平成18年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間末  

（平成19年３月31日） 

前連結会計年度末  

（平成18年12月31日） 

※５． ────────── ※５．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第１四半期連

結会計期間末の主な資産及び負債は

下記のとおりであります。 

たな卸資産     278,482千円

（販売用不動産） 

長期借入金     280,500千円

※５．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連結会計年度末

の主な資産及び負債は下記のとおり

であります。 

たな卸資産      278,482千円

（販売用不動産） 

長期借入金     280,500千円

 

※６． ────────── ※６．財務制限条項 
（１）四半期連結財務諸表提出会社の
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
対し該当の借入金額を一括返済する
ことがあります。 
①各連結会計年度の決算期または中
間決算期の末日における連結財務
諸表提出会社の貸借対照表におけ
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） 
連結会計年度決算期末における連
結財務諸表提出会社の損益計算書
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 
連結会計年度決算期末における連
結財務諸表提出会社の貸借対照表
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） 
 

※６．財務制限条項 
（１）連結財務諸表提出会社の短期借
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
当の借入金額を一括返済することが
あります。 
①各連結会計年度の決算期または中
間決算期の末日における連結財務
諸表提出会社の貸借対照表におけ
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） 
連結会計年度決算期末における連
結財務諸表提出会社の損益計算書
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 
連結会計年度決算期末における連
結財務諸表提出会社の貸借対照表
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） 
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前第１四半期連結会計期間末 

（平成18年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間末  

（平成19年３月31日） 

前連結会計年度末  

（平成18年12月31日） 

 （２）────────── （２）連結財務諸表提出会社の短期借入
金合計額のうち164,000千円（貸出コミ
ットメントの総額500,000千円）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の
借入金額を一括返済することがありま
す。 
①各連結会計年度末（中間を含む。）
における連結の貸借対照表におけ
る純資産額を、前年比75％以上に
維持すること。 
②各事業年度末（中間を含む。）に
おける単体の貸借対照表における
純資産額を、前年比75％以上に維
持すること。 
③各連結会計年度における連結の損
益計算書に示される経常損益が平
成17年12月期以降の決算期につ
き、損失とならないようにするこ
と。 
④各事業年度における単体の損益計
算書に示される経常損益が平成17
年12月期以降の決算期につき、損
失とならないようにすること。 
⑤各連結会計年度末（中間を含む。）
における連結の貸借対照表上の借
入依存度を70％以下に維持するこ
と。 
⑥各事業年度末（中間を含む。）に
おける単体の貸借対照表上の借入
依存度を70％以下に維持するこ
と。 

 

 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18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 468,650千円 

賞与引当金繰入額 193,045千円 

貸倒引当金繰入額 2,472千円  

※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 705,897千円

賞与引当金繰入額 252,640千円

地代家賃 240,892千円 

※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 2,234,222千円

福利厚生費 415,303千円

 
 

※２．法人税、住民税及び事業税 
当第１四半期連結会計期間にお
ける税金費用については、主に簡
便法により計算しているため、法
人税等調整額相当額は「法人税、
住民税及び事業税」に含めて表示
しております。 
 

※２．法人税、住民税及び事業税 
同左 

※２．  ───────― 

※３．減価償却実施額 

有形固定資産 4,683千円 

無形固定資産 654千円  

※３．減価償却実施額 

有形固定資産 9,360千円

無形固定資産 8,256千円 

※３．減価償却実施額 

有形固定資産 24,839千円

無形固定資産 9,154千円 
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年３月31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１四半期連結 
会計期間増加株式数

当第１四半期連結 
会計期間減少株式数 

当第１四半期連結 
会計期末株式数 

発行済株式  

普通株式(注) 289,038 1,359 ─ 290,397

合計 289,038 1,359 ─ 290,397

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1,359株は、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１四
半期連結
会計期間
増加 

当第１四
半期連結
会計期間
減少 

当第１四
半期連結
会計 
期間末 

当第１四

半期連結

会計期間

末残高 

(千円) 

第 1 回無担保転換社債型
新株予約権付社債 

普通株式 ― ― ― (注) ─ 
提出会社 

（親会社） ストック・オプションと
しての新株予約権 

― ― ― ― ― ─ 

連結子会

社 
― ― ― ― ―    ─ ─ 

合計 ― ― ― ― ― ─ 

(注)本社債における転換価格は、一定の転換価格の調整事由が生じた場合には本新株予約権付社債の社債要項にしたが

い調整されます。ただし、かかる算出の結果、調整価格が236,390円（以下「下限転換価格」という。）を下回る

場合には、修正後の転換価格は下限転換価格とします。本社債の当第１四半期連結会計期間末における新株予約権

の数は20個であります。 

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

 

前連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31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 

当連結会計年度 
増加株式数 

当連結会計年度 
減少株式数 

当連結会計年度末 
株式数 

発行済株式  

普通株式(注) 92,698 196,340 ─ 289,038

合計 92,698 196,340 ─ 289,038

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、10,944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。 
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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 

当連結会
計年度 
増加 

当連結会
計年度 
減少 

当連結 
会計 
年度末 

当連結会

計年度末

残高 

(千円) 

第 1 回無担保転換社債型
新株予約権付社債 

普通株式 ― (注) ― (注) ─ 
提出会社 

（親会社） ストック・オプションと
しての新株予約権 

― ― ― ― ― ─ 

連結子会

社 
― ― ― ― ―    ─ ─ 

合計 ― ― ― ― ― ─ 

(注)本社債における転換価格は、一定の転換価格の調整事由が生じた場合には本新株予約権付社債の社債要項にしたが

い調整されます。ただし、かかる算出の結果、調整価格が236,390円（以下「下限転換価格」という。）を下回る

場合には、修正後の転換価格は下限転換価格とします。本社債の当連結会計年度末における新株予約権の数は20個

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１四半期連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日) 

※１．現金及び現金同等物の第１四半

期連結会計期間末残高と四半期

連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 2,711,850千円 

現金及び現金同等物 2,711,850千円  

※１．現金及び現金同等物の第１四半

期連結会計期間末残高と四半期

連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 4,098,846千円

現金及び現金同等物 4,098,846千円 

※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18年12月31日現在）

現金及び預金勘定 33,367,660千円

拘束性預金 △367,657千円

現金及び現金同等物 33,000,002千円 
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（リース取引関係） 

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 

(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、減損損失累計額

相当額及び第１四半期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額

相当額及び第１四半期末残高相当額

(1)リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、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）

第１四半

期末残高

相当額 

（千円） 

建物 35,953 5,992 29,961 

器具備品 340,371 56,743 283,628 

ソフト 

ウェア 
238,256 22,099 216,157 

合計 614,582 84,835 529,747 
  

 

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円）

第１四半

期末残高

相当額

（千円）

建物 38,355 12,348 26,007

器具備品 525,600 119,735 405,864

ソフト

ウェア
510,633 93,943 416,689

合計 1,074,589 226,027 848,561
 

 

 
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 438,752 105,684 333,068

ソフト 

ウェア 
518,891 71,714 447,177

合計 995,999 188,107 807,892
 

(2)未経過リース料第１四半期末残高相

当額等 

未経過リース料第１四半期末残高

相当額 

(2)未経過リース料第１四半期末残高相

当額等 

未経過リース料第１四半期末残高相

当額 

(2)未経過リース料期末残高相当額等 

 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 111,443千円

１年超 425,633千円

合計 537,077千円 

１年内 204,088千円

１年超 659,070千円

合計 863,159千円 

１年内 187,636千円

１年超 633,161千円

合計 820,797千円 

(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 32,289千円

減価償却費相当額 28,996千円

支払利息相当額 5,038千円
 

(3)支払リース料、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 57,020千円

減価償却費相当額 52,209千円

支払利息相当額 7,535千円
 

(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 153,959千円

減価償却費相当額 138,944千円

支払利息相当額 22,993千円
 

(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 1,260千円

合計 2,940千円 

２． ────────── 

 

２． ────────── 

 

（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。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 
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（有価証券関係） 

前第１四半期連結会計期間末（平成18年３月31日現在） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 当第１四半期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 3,663,936 

③非上場株式 7,500 

合計 6,921,436 

 

当第１四半期連結会計期間末（平成19年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 

(千円) 

当第１四半期連結 

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 ― ― ―

 ③その他 3,250,000 3,711,500 461,500

合計 3,250,000 3,711,500 461,500

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 当第１四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 2,519 

(2)子会社株式 160,000 

(3)その他の関係会社有価証券 4,566,323 

合計 4,736,342 

 

前連結会計年度末（平成18年12月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 

(千円) 

連結貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)その他有価証券 

 ①株式 ― ― ―

 ②債券 ― ― ―

 ③その他 3,250,000 2,925,000 △325,000

合計 3,250,000 2,925,000 △325,000

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額(千円) 

(1)その他有価証券  

①非上場株式 7,500 

②その他 2,519 

(2)子会社株式 40,000 

(3)その他の関係会社有価証券 3,155,270 

合計 3,205,289 
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（デリバティブ取引関係） 

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

当企業集団は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

当企業集団は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

   

前連結会計年度（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

区分 種類 
契約額等 

(千円) 

契約額等の 

うち1年超 

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益 

(千円) 

通貨オプション取引

買建  人民元 
32,200,000 32,200,000 331,938 11,938

市場取引以外の取引 
金利キャップ取引 

 買建 
32,200,000 32,200,000 12,103 833

合計 64,400,000 64,400,000 344,041 12,771

  (注)時価は取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

当第１四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。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度に付与したストック・オプションはありません。 

 

 

（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

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

 ホフ事業 
賃貸サポート

事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高及び営業利益  

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

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― 5,694 5,694 △5,694 ―

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

営 業 費 用 661,527 1,006,981 1,668,508 218,913 1,887,422

営 業 利 益 255,361 127,431 382,793 △224,608 158,185

(注)１．事業区分の方法 

事業区分は、サービス内容及び市場・顧客の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業内容 

ホフ事業 不動産ファンドのアセットマネジメント事業 

賃貸サポート事業 賃貸住宅の滞納家賃保証事業 

３．当第１四半期連結会計期間における営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は

218,913千円であり、その内容は親会社の管理部門に係る費用であります。 
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当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年３月 31 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） 

売上高及び営業利益  

（1）外部顧客に対する売上高 805,597 1,828,349 2,633,946 ― 2,633,946

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― 40 40 △40 ―

計 805,597 1,828,389 2,633,987 △40 2,633,946

営 業 費 用 814,911 1,714,261 2,529,172 388,068 2,917,241

営業利益または営業損失（△） △9,314 114,128 104,814 △388,109 △283,294

(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１四半期連結会計期間における営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は

388,068千円であり、その内容は親会社の管理部門に係る費用であります。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 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） 

売上高及び営業利益  

（1）外部顧客に対する売上高 6,659,553 4,822,882 11,482,435 ─ 11,482,435

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
─ 7,634 7,634 △7,634 ─

計 6,659,553 4,830,517 11,490,070 △7,634 11,482,435

営 業 費 用 2,870,453 4,765,351 7,635,804 1,057,932 8,693,737

営 業 利 益 3,789,099 65,166 3,854,265 △1,065,567 2,788,698

(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1,057,932千

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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２．所在地別セグメント情報 

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

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１四半期連結会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

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 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

 日本 ケイマン諸島 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高及び営業利益  

（1）外部顧客に対する売上高 11,482,435 ― 11,482,435 ― 11,482,435

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― 132,150 132,150 △132,150 ―

計 11,482,435 132,150 11,614,585 △132,150 11,482,435

営 業 費 用 7,635,771 132,183 7,767,954 925,782 8,693,737

営業利益または営業損失（△） 3,846,664 △33 3,846,631 △1,057,932 2,788,698

(注)１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．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 1,057,932 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。 

３．会計処理の方法の変更 

連結財務諸表作成のための基本となる事項の変更に記載のとおり、当連結会計年度より、「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」（企業会計基準委員会 平成 18 年９月８日実務

対応報告第 20 号）を適用しております。 

この結果、従来の会計処理によった場合と比べ、「日本」についての営業利益が 134,743 千円減少しておりま

す。また、「ケイマン諸島」についての売上高が 132,150 千円減少し、営業損失が 33 千円増加しております。 

 

 

３．海外売上高 

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

海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しています。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

 
ケイマン諸島 

(千円) 

計 

(千円) 

Ⅰ 海外売上高 1,353,350 1,353,350 

Ⅱ 連結売上高 ― 11,482,435 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

11.8 11.8 

(注) １．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国また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。 

 



 29

（１株当たり情報） 

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

   至 平成18年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 

   至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 

(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 
26,562円14銭 

１株当たり第１四

半期純利益金額 
299円35銭 

潜在株式調整後１

株当たり第１四半

期純利益金額 

281円89銭 

 

１株当たり純資産

額 
29,944円17銭

１株当たり第１四

半期純損失金額 
413円04銭

 

 

  

１株当たり純資産

額 
28,291円71銭

１株当たり当期純

利益金額 
3,915円11銭

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額 

3,699円00銭

 

当社は平成18年２月20日付をもっ
て普通株式１株を３株に分割してお
ります。当該株式分割が前連結会計
年度期首に行われたと仮定した場合
の前連結会計年度における１株当た
り情報については以下のとおりにな
ります。 

前連結会計年度 

１株当たり純資産額 

26,566円75銭 

１株当たり当期純利益金額 

 

2,664円50銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 

 

2,427円59銭 
 

なお、潜在株式調整後１株当たり
第１四半期純利益金額については、
潜在株式は存在するものの、１株当
たり第１四半期純損失であるため、
記載しておりません。 

当社は平成18年２月20日付をもっ
て普通株式１株を３株に分割してお
ります。当該株式分割が前連結会計
年度期首に行われたと仮定した場合
の前連結会計年度における１株当た
り情報については以下のとおりにな
ります。 

前連結会計年度 

１株当たり純資産額 

26,566円75銭

１株当たり当期純利益金額 

2,664円50銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 

2,427円59銭 

（注）１．１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１四半期 
連結会計期間 

（自 平成18年１月１日
至 平成18年３月31日）

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日）

前連結会計年度 
（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 ― 8,879,012 8,269,873 

純資産の部から控除する金額 ― 183,314 92,494 

（うち少数株主持分） （―） （183,314） （92,494） 

普通株式に係る第１四半期末（期末）の

純資産額 
― 8,695,697 8,177,378 

第１四半期末（期末）の普通株式の数

(株) 
― 290,397 289,038 
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２．１株当たり第１四半期（当期）純利益金額または１株当たり第１四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当

たり第１四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   （単位：千円）

項目 

前第１四半期 

連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年３月31日)

当第１四半期 

連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日)

１株当たり第１四半期（当期）純利

益金額 
   

第１四半期（当期）純利益または

純損失（△） 
83,683 △119,802 1,103,921 

普通株主に帰属しない金額 ― ― ― 

普通株式に係る第１四半期（当期）

純利益または純損失（△） 
83,683 △119,802 1,103,921 

期中平均株式数 （株） 279,552 290,052 281,965 

    

潜在株式調整後１株当たり第１四半

期（当期）純利益金額 
   

第１四半期（当期）純利益調整額 ― ― ― 

普通株式増加数（株） 17,318         ― 16,473 

（うち新株予約権） （17,318）         ― （16,473） 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり第１四半期（当

期）純利益の算定に含めなかった潜

在株式の概要 

────── 新株予約権 ５種類 
・平成15年７月31日 
臨時株主総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権の数348個） 
・平成15年12月８日 
臨時株主総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権の数309個） 
・平成16年６月30日 
臨時株主総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権の数115個） 
・平成16年11月１日 
臨時株主総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権の数41個） 
・平成18年12月11日 
取締役会決議 
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 
2,000,000千円 

（新株予約権の数20個） 
 

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2,000,000千円
（新株予約権の数20個）

 

 



 31

（重要な後発事象） 

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 

(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15日 
(2)匿名組合出資持分 

５億円 
(3)譲渡対象額 

５億円 
 
２．平成18年12月21日にリプラス・イ
ンベストメンツ株式会社の取締役の総
意により、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持分を一
部地位譲渡することを決定しておりま
す。 
(1)譲渡日        

平成19年２月15日 
(2)匿名組合出資持分 

20億円 
(3)譲渡対象額 

10億円 
 
３．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
（平成19年１月22日
返済）などに使用い
たします。 

 
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月以降 
(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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前第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日) 

 

───────── 

 

 
───────── 

 
 

５．平成19年２月16日開催の当社取締
役会の決議に基づき、平成19年３月12
日付で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
料将来債権の証券化による資金調達を
行っております。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
付ローンについて、格付け会社スタン
ダード＆プアーズよりBBB格の格付け
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 

(3)期間 
平成19年３月～平成24
年２月 

(4)裏付け資産 
保証委託契約等に基づ
く年間保証委託料将来
債権 

(5)格付け 
BBB  

(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、格付けを取得してお
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
を取得しておりません。
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前第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日) 

 

───────── 

 

 
───────── 

 
 

６．平成19年３月26日の当社取締役会
決議に基づき、以下のように合同会社R
ブリッジ（特定目的会社：SPC）に対し
匿名組合出資を行い、また、同社の借
入れに対し債務保証を行っておりま
す。 
（1）匿名組合出資契約の概要 

①出資額      
550,837千円（当社の出資比率

100％）（ただし、合同会社Rブリ
ッジの借入条件により、当社の匿
名組合出資額は最大で1,580,837
千円となる場合があります。） 

（2）債務保証の概要 
①債務保証の内容  
合同会社Rブリッジの株式会社

三井住友銀行からの借入金に対す
る債務保証 
②債務保証額   4,660,000千
円 
③債務保証期間   
平成19年３月26日より平成20年
３月25日 

（3）出資及び保証先の概要     
合同会社Rブリッジ（特定目的会

社：SPC）（平成19年２月設立） 
不動産の取得、または係る不動産

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
処分をすることを目的とする。 
 

７．平成19年３月29日開催の当社取締
役会決議に基づき、以下のようにアレ
ンジャーである株式会社みずほ銀行及
びシンジケート団との間で金銭消費貸
借契約を締結しております。 
（1）契約金額     

総額2,300,000千円
（2）契約締結日    

平成19年３月30日
（3）借入実行日    

平成19年４月３日
（4）最終返済日    

平成24年３月28日
（5）アレンジャー 

   株式会社みずほ銀行
（6）エージェント    

株式会社みずほ銀行
（7）資金使途          長期運転資金
（8）担保       

当社が保有するリプラス・レジ
デンシャル投資法人の投資証券
3,500口及び連結子会社が保有す
るリプラス・レジデンシャル投資
法人の投資証券3,000口、計6,500
口 

（9）参加金融機関  
株式会社みずほ銀行、株式会社り
そな銀行、株式会社都民銀行、株
式会社八十二銀行、株式会社横浜
銀行、興銀リース株式会社 
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 (財)財務会計基準機構会員  

平成 19 年 12 月期  第１四半期財務・業績の概況（個別） 
平成 19 年５月 14 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 執行役員経営企画本部長  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 19 年 12 月期第１四半期財務・業績の概況（平成 19 年１月１日～平成 19 年３月 31 日） 
(1) 経営成績の進捗状況        （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年 12 月期第１四半期 2,327  14.6  △255      ―  △260      ―   △149      ―  

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

(参考)18 年 12 月期 10,495     2,611     2,594      1,209     
 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭

19 年 12 月期第１四半期 △516  55 

18 年 12 月期第１四半期 571  03 

(参考)18 年 12 月期 4,290  25 

(注)①期中平均株式数 平成19年12月期第１四半期 290,052株 平成18年12月期第１四半期 279,552株 平成18年12月期 281,965株 

なお、平成 18 年 12 月期第１四半期及び平成 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。 
 
(2) 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

19 年 12 月期第１四半期 23,461 8,514 36.3   29,320  27 

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

(参考)18 年 12 月期 20,457   8,341   40.8   28,858  50 

(注)期末発行済株式数 平成19年12月期第１四半期 290,397株 平成18年12月期第１四半期 281,280株 平成18年12月期 289,038株 
 
３．平成 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58銭 

   ※平成18年12月末日の発行済株式数をベースに計算しております。 
 
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 
18年12月期 0.00 0.00 0.00 
19年12月期（実績） ― ─ 
19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、業況の変化等により、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。 
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５．四半期財務諸表等 
（１）四半期貸借対照表 

  
前第１四半期会計期間末 
（平成18年３月31日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年３月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成 18 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 2,557,833 3,256,896  2,836,451 

２．売掛金  728,943 1,937,118  1,731,252 

３．たな卸資産 ※5 18,686  302,202  302,445 

４．前渡金  336,551  246,782  472,548 

５．未収入金  ―  846,388  772,486 

６．短期貸付金  ― 6,024,275  4,517,095 

７．立替金  918,205 1,905,730  1,537,584 

８．その他  893,431 687,103  591,699 

  貸倒引当金  △2,916 △1,981  △1,008 

流動資産合計   5,450,735 40.9 15,204,516 64.8  12,760,555 62.4

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1  117,036 242,121   220,390

２．無形固定資産   84,329 151,450   151,430

３．投資その他の資産     

(１)投資有価証券  5,421,436 2,008,519  1,585,019 

(２)関係会社株式  288,000 562,000  328,000 

(３)その他の関係 
会社有価証券 

 ― 3,958,933  4,223,096 

(４)長期貸付金  321,120 197,350  188,350 

(５)関係会社長期 
貸付金 

 1,080,000 173,820  173,820 

(６)敷金保証金  548,860 908,481  820,627 

(７)その他  1,263 7,660,680 54,662 7,863,766  5,897 7,324,810

固定資産合計   7,862,045 59.1 8,257,338 35.2  7,696,630 37.6

Ⅲ 繰延資産     

繰延資産合計   731 0.0 ― ―  ― ―

資産合計   13,313,512 100.0 23,461,855 100.0  20,457,186 100.0

     

 

 

 



 36

 

  
前第１四半期会計期間末
（平成18年３月31日） 

当第１四半期会計期間末
（平成19年３月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成 18 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 
※2, 

4,6
3,907,001 5,207,000  2,614,336 

２．一年以内返済予定 
長期借入金 

 9,960 59,780  62,270 

３．コマーシャル 
ペーパー 

 ― 3,000,000  2,500,000 

４．未払金  619,668 1,281,052  1,050,170 

５．未払法人税等  160,062 17,668  1,055,367 

６．預り金  694,025 926,823  1,002,114 

７．保証履行引当金  225,458 477,390  437,279 

８．賞与引当金  180,227 220,606  ― 

９．その他 ※2,7 48,339 248,445  273,922 

流動負債合計   5,844,742 43.9 11,438,767 48.7  8,995,460 44.0

Ⅱ 固定負債     

 １．社債  ― 2,000,000  2,000,000 

２．長期借入金 ※5 1,780 1,408,000  1,072,500 

３．その他  5,730 100,570  48,023 

固定負債合計   7,510 0.1 3,508,570 15.0  3,120,523 15.2

負債合計   5,852,253 44.0 14,947,337 63.7  12,115,984 59.2

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   3,266,247 24.5 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金     

１．資本準備金  3,230,919 ―  ― 

資本剰余金合計   3,230,919 24.3 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金     

１．第１四半期（当期） 
未処分利益 

 964,092 ―  ― 

利益剰余金合計   964,092 7.2 ― ―  ― ―

資本合計   7,461,259 56.0 ― ―  ― ―

負債・資本合計   13,313,512 100.0 ― ―  ― ―

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   ― ― 3,269,062 13.9  3,268,685 16.0

２．資本剰余金     

(１)資本準備金  ― 3,233,734  3,233,356 

資本剰余金合計   ― ― 3,233,734 13.8  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  ― 1,864,334  2,014,160 

利益剰余金合計   ― ― 1,864,334 8.0  2,014,160 9.8

株主資本合計   ― ― 8,367,132 35.7  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 

  ― 147,385   △175,000

評価・換算差額等合計   ― ― 147,385 0.6  △175,000 △0.8

純資産合計   ― ― 8,514,517 36.3  8,341,202 40.8

負債・純資産合計   ― ― 23,461,855 100.0  20,457,186 100.0
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（２）四半期損益計算書 

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

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18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   2,031,059 100.0 2,327,929 100.0  10,495,518 100.0

Ⅱ 売上原価 ※6  461,858 22.7 469,708 20.2  2,036,276 19.4

売上総利益   1,569,201 77.3 1,858,220 79.8  8,459,242 80.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※6  1,249,878 61.6 2,113,240 90.8  5,847,650 55.7

営業利益または 
営業損失（△） 

  319,322 15.7 △255,019 △11.0  2,611,592 24.9

Ⅳ 営業外収益 ※1  10,198 0.5 28,396 1.2  97,223 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※2  17,196 0.8 33,961 1.4  114,237 1.1

経常利益または 
経常損失（△） 

  312,325 15.4 △260,584 △11.2  2,594,577 24.7

Ⅵ 特別利益 ※3  ― ― 31,190 1.3  ― ―

Ⅶ 特別損失 ※4  ― ― ― ―  216,278 2.0

税引前第１四半期（当
期）純利益または 
税引前第１四半期純
損失（△） 

  312,325 15.4 △229,394 △9.9  2,378,298 22.7

法人税、住民税及び 
事業税 

※5 152,693 △79,568  1,381,510 

法人税等調整額  ― 152,693 7.5 ― △79,568 △3.5 △212,911 1,168,599 11.2

第１四半期（当期） 
純利益または 
第１四半期純損失
（△） 

  159,631 7.9 △149,825 △6.4  1,209,699 11.5

前期繰越利益   804,460 ―   ―

第１四半期未処分利
益 

  964,092 ―   ―
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（３）四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年３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

第１四半期会計期間中の 

変動額 
   

新株の発行 377 377 ― 755 ― 755

第１四半期純損失 ― ― △149,825 △149,825 ― △149,825

株主資本以外の項目の当第

１四半期会計期間中の変動

額（純額） 

― ― ― ― 322,385 322,385

第１四半期会計期間中の変動

額合計 
377 377 △149,825 △149,069 322,385 173,315

平成19年３月31日 残高 3,269,062 3,233,734 1,864,334 8,367,132 147,385 8,514,517

 

前事業年度の株主資本等変動計算書（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

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事業

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

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

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

(1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券 

①子会社株式及び関連会社株

式 

①子会社株式及び関連会社株

式 

①子会社株式及び関連会社株

式 

１．資産の評価基準

及び評価方法 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

 

同左 同左 

 ②匿名組合出資金 ② ─────── ② ─────── 
 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。 

 

  

 ③  ─────── ③その他の関係会社有価証券 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。 

 

匿名組合出資金 

同左 

 ④その他有価証券 ④その他有価証券 ④その他有価証券 
 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 

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 

 

 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 

①  ─────── ①販売用不動産 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。 

同左 

②仕掛品 ②仕掛品 ②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 

 ③貯蔵品 ③貯蔵品 ③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 
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項目 
前第１四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

３．繰延資産の処理

方法 

(1)創立費 

商法施行規則の規定に基づ

き、５年内に均等額以上を償却

する方法を採用しております。

(1) ─────── (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 (2) ─────── (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。 

 (3)新株発行費 (3) 株式交付費 (3)株式交付費 

 支出時に全額費用処理してお

ります。 

支出時に全額費用処理してお

ります。 

同左 

 (4) ─────── (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 (1)貸倒引当金 (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。

同左 同左 

４．引当金の計上 

基準 

 
 

(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。 

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。 

同左 

 (3)賞与引当金 (3)賞与引当金 (3) ─────── 

 従業員の賞与金の支給に備え

て、賞与支給見込額の当第１四

半期会計期間負担額を計上して

おります。 

 

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１四半期会計期間中の契約

締結に係る契約金額全額を計上

しております。 

 

賃貸保証事業の収益は、当第

１四半期会計期間中の契約締結

に係る契約金額全額を計上して

おります。 

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。 

 

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。 税抜方式によっております。

なお、控除対象外消費税等に

ついては、当第１四半期会計期

間の費用として処理しておりま

す。 

税抜方式によっております。

 なお、控除対象外消費税等に

ついては、当期の費用として処

理しております。 
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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１四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（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。 

 

 

表示方法の変更 

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

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 
  至 平成19年３月31日） 

（四半期貸借対照表） 

前第１四半期会計期間まで流動負債の「その他」に含め

て表示しておりました「賞与引当金」は、当第１四半期会

計期間において、区分掲記いたしました。 
なお、前第１四半期会計期間末の「賞与引当金」の金額は、
46,861千円であります。 

 

（四半期貸借対照表） 

前第１四半期会計期間において貸借対照表の「その他」

に含めて表示しておりました「未収入金」及び「短期貸付

金」は、当第１四半期会計期間より区分掲記しております。
なお、前第１四半期会計期間末の「その他」に含まれる

「未収入金」の額は431,640千円、「短期貸付金」の額は

203,670千円であります。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 
（平成18年３月31日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年３月31日） 

前事業年度末 
（平成18年12月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

19,240千円  

※１．有形固定資産の減価償却累計額

36,221千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

27,124千円 

   

※２．  ──────── ※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 367,657千円

 
 

  担保付債務 
当社がアセットマネジメント
業務を行う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。 
 

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。 

賃貸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 

27,413,581千円 
 

保証極度相当額 

47,994,359千円 

 
 

保証極度相当額 

40,491,502千円 
 

（2） ──────── （2）保証債務 （2）保証債務 

 当社がアセットマネジメント
業務を行う会社の信用を補完す
ることを目的に債務保証に関す
る確約書を差し入れておりま
す。 
リプラス・レジデンシャル・コン
ストラクション２号特定目的会
社 

3,297,787千円
 

当社がアセットマネジメント
業務を行う会社の信用を補完す
ることを目的に債務保証に関す
る確約書を差し入れております。
リプラス・レジデンシャル・コン
ストラクション２号特定目的会
社 

3,685,762千円
 

 下記の会社の借入金に対する 
債務保証 

下記の会社の借入金に対する 
債務保証 

 当社がコンサルティングサービ
スを行うRCA01（SPC） 

32,200,000千円
当社がアセットマネジメント業
務を行う合同会社Rブリッジ 

4,660,000千円
当社賃貸保証事業を対象にし
た、年間保証委託料将来債権の
証券化における特別目的会社で
ある合同会社レントゴー（SPC）

1,330,000千円
 

当社がアセットマネジメント業
務を行う有限会社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
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前第１四半期会計期間末 
（平成18年３月31日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年３月31日） 

前事業年度末 
（平成18年12月31日） 

※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１四半期会計期間末の借入未実
行残高は次のとおりであります。 
 
当座貸越極度額 

及び貸出コミッ 

トメントの総額 

2,780,000千円 

借入実行残高  2,707,000千円 

差引額 73,000千円 
 

当社は、運転資金の効率的な調達を
行うため取引銀行と当座貸越契約及
び貸出コミットメント契約を締結し
ております。これらの契約に基づく
当第１四半期会計期間末の借入未実
行残高は次のとおりであります。 
 
当座貸越極度額 

及び貸出コミッ 

トメントの総額 

3,780,000千円

借入実行残高 2,457,000千円

差引額 1,323,000千円
 

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
 

   
※５． ────────── 
 

※５．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
た当第１四半期会計期間末の主な資産
及び負債は下記のとおりであります。
 たな卸資産     278,482千円
（販売用不動産） 
長期借入金     280,500千円
 

※５．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。 
たな卸資産      278,482千円 

 （販売用不動産） 
長期借入金     280,500千円 

※６． ────────── 
 

※６．財務制限条項 
（１）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） 

 

※６．財務制限条項 

（１）     同左 
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前第１四半期会計期間末 
（平成18年３月31日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年３月31日） 

前事業年度末 
（平成18年12月31日） 

 （２） ────────── 

 

（２）短期借入金合計額のうち164,000
千円（貸出コミットメントの総額
500,000千円）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各連結会計年度末（中間を含む。）に
おける連結の貸借対照表における純
資産額を、前年比75％以上に維持する
こと。 
②各事業年度末（中間を含む。）におけ
る単体の貸借対照表における純資産
額を、前年比75％以上に維持するこ
と。 
③各連結会計年度における連結の損益
計算書に示される経常損益が平成17
年12月期以降の決算期につき、損失と
ならないようにすること。 
④各事業年度における単体の損益計算
書に示される経常損益が平成17年12
月期以降の決算期につき、損失となら
ないようにすること。 
⑤各連結会計年度末（中間を含む。）に
おける連結の貸借対照表上の借入依
存度を70％以下に維持すること。 
⑥各事業年度末（中間を含む。）におけ
る単体の貸借対照表上の借入依存度
を70％以下に維持すること。 
 

※７．消費税等の取扱 ※７．消費税等の取扱 ※７．────────── 
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１四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18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 8,108千円 

業務受託収入 1,350千円 

  
 

受取利息 26,304千円

 
 

受取利息 51,348千円

  受取配当金 38,025千円
 

※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 9,780千円 

支払手数料 2,987千円 

新株発行費 4,184千円 
 

支払利息 17,923千円

コマーシャルペ

ーパー利息 

13,871千円

 

 
 

支払利息 65,350千円

コマーシャルペ

ーパー利息 

33,377千円

支払手数料 8,707千円

株式交付費 4,477千円

 
 

※３．  ───────── 

 

※３．特別利益のうち主要なもの 

その他の関係会
社有価証券売却
益 

31,190千円

※３．  ───────── 

 

※４．  ───────── 

 

※４．  ───────── 

 

※４．特別損失のうち主要なもの 

移転費用 216,278千円

 
 

※５．法人税、住民税及び事業税 
当第１四半期会計期間における
税金費用については、主に簡便法に
より計算しているため、法人税等調
整額相当額は「法人税、住民税及び
事業税」に含めて表示しておりま
す。 
 

※５．法人税、住民税及び事業税 

同左 
※５．  ───────── 

※６．減価償却実施額 ※６．減価償却実施額 ※６．減価償却実施額 

有形固定資産 4,403千円 

無形固定資産 654千円 

  
 

有形固定資産 9,097千円

無形固定資産 8,256千円

 
 

有形固定資産 24,839千円

無形固定資産 9,154千円

 
 

 

 

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年３月 31 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。 

 

前事業年度（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年３月 31 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１四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（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、減損損失累計

額相当額及び第１四半期末残高相

当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び第１四半期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、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）

第１四半
期末残高 
相当額
（千円） 

建物 35,953 5,992 29,961 

器具 
備品 

340,371 56,743 283,628 

ソ フ ト
ウェア 

238,256 22,099 216,157 

合計 614,582 84,835 529,747 
 

 取得価額相
当額（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

第１四半
期末残高
相当額
（千円）

建物 38,355 12,348 26,007

器具 
備品 

521,500 119,257 402,243

ソフト 
ウェア 

510,633 93,943 416,689

合計 1,070,489 225,549 844,940
 

 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)未経過リース料第１四半期末残高

相当額等 

未経過リース料第１四半期末残高

相当額 

(2)未経過リース料第１四半期末残高相当

額等 

未経過リース料第１四半期末残高相当

額 

(2)未経過リース料期末残高相当額

等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 111,443千円 

１年超 425,633千円 

合計 537,077千円 
 

１年内 203,309千円

１年超 656,192千円

合計 859,501千円
 

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、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、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、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 32,289千円 

減価償却費相当額 28,996千円 

支払利息相当額 5,038千円 
 

支払リース料  56,797千円

減価償却費相当額 52,004千円

支払利息相当額 7,502千円
 

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 

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 1,260千円

合計 2,940千円
 

２．  ───────── 
 

２．  ─────────  

（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。 

(減損損失について） 

同左 

(減損損失について） 

同左 
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（有価証券関係） 

前第１四半期会計期間末（平成 18 年３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。 

 

当第１四半期会計期間末（平成 19 年３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。 

 

前事業年度末（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。 

 

 

（１株当たり情報） 

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

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（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 

26,526円09銭 

１株当たり第１四
半期純利益金額 

571円03銭 

潜在株式調整後１
株当たり第１四半
期純利益金額 

537円72銭 

  

 
１株当たり純資産
額 

29,320円27銭

１株当たり第１四
半期純損失金額 

516円55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18年２月20日付をもって
普通株式１株を３株に分割しておりま
す。当該株式分割が前事業年度期首に
行われたと仮定した場合の前事業年度
及び前第１四半期会計期間における１
株当たり情報については、それぞれ以
下のとおりになります。 

なお、潜在株式調整後１株当たり第
１四半期純利益金額については、潜在
株式は存在するものの、１株当たり第
１四半期純損失であるため、記載して
おりません。 

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。

  
前第１四半期 
会計期間 

前事業年度 

１株当たり純資
産額 

3,906円67銭 

１株当たり純資
産額 
26,249円60銭 

１株当たり第１
四半期純利益金
額 

398円24銭 

１株当たり当期
純利益金額 
 

2,312円21銭 

潜在株式調整後
１株当たり第１
四半期純利益金
額 

362円46銭 

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益金額 
 

2,106円63銭 
  

   
  

前事業年度 

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
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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１四半期会計期間
（自 平成18年１月１日
至 平成18年３月31日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日）

前事業年度 
（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 ― 8,514,517 8,341,202 

純資産の部から控除する金額 ― ― ― 

普通株式に係る第１四半期末（期末）の

純資産額 
― 8,514,517 8,341,202 

第１四半期末（期末）の普通株式の数

（株） 
― 290,397 289,038 

 

２．１株当たり第１四半期（当期）純利益金額または１株当たり第１四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当

たり第１四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   （単位：千円）

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

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

１株当たり第１四半期（当期）純利益金

額または純損失金額 
   

第１四半期（当期）純利益または純損

失(△) 
159,631 △149,825 1,209,699  

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―  

普通株式に係る第１四半期（当期） 

純利益または純損失(△) 
159,631 △149,825 1,209,699  

期中平均株式数（株） 279,552 290,052 281,965  

    

潜在株式調整後１株当たり第１四半期

（当期）純利益金額 
   

第１四半期（当期）純利益調整額 ― ― ―  

普通株式増加数（株） 17,318 ― 16,473  

（うち新株予約権） （17,318） ― （16,473） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり第１四半期（当期）純利

益の算定に含めなかった潜在株式の概

要 

────── 新株予約権 ５種類 
・平成15年７月31日 
臨時株主総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権の数348個） 
・平成15年12月８日 
臨時株主総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権の数309個） 
・平成16年６月30日 
臨時株主総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権の数115個） 
・平成16年11月１日 
臨時株主総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権の数41個） 
・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 
2,000,000千円 

（新株予約権の数20個） 

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2,000,000千円 
（新株予約権の数20個）
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（重要な後発事象） 

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

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（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15日 
(2)匿名組合出資持分 

５億円 
(3)譲渡対象額 

５億円 
 
２．平成18年12月21日にリプラス・
インベストメンツ株式会社の取締役
の総意により、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
持分を一部地位譲渡することを決定
しております。 
(1)譲渡日        

平成19年２月15日 
(2)匿名組合出資持分 

20億円 
(3)譲渡対象額 

10億円 
 
３．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（平
成19年１月22日返
済）などに使用い
たします。 

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

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

 

───────── 

 

 

 

───────── 

 
 

５．平成19年２月16日開催の当社取締
役会の決議に基づき、平成19年３月12
日付で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
委託料将来債権の証券化による資金
調達を行っております。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
限定特約付ローンについて、格付け会
社スタンダード＆プアーズよりBBB格
の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 

(3)期間 
平成19年３月～平成24
年２月 

(4)裏付け資産 
保証委託契約等に基づ
く年間保証委託料将来
債権 

(5)格付け 
BBB  

(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、格付けを取得してお
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
を取得しておりません。
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前第１四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

 

───────── 

 

 

───────── 

 

 

６．平成19年３月26日の当社取締役会
決議に基づき、以下のように合同会社
Rブリッジ（特定目的会社：SPC）に対
し匿名組合出資を行い、また、同社の
借入れに対し債務保証を行っており
ます。 
（1）匿名組合出資契約の概要 
①出資額      

550,837千円（当社の出資
比率100％）（ただし、合同
会社Rブリッジの借入条件に
より、当社の匿名組合出資額
は最大で1,580,837千円とな
る場合があります。） 

（2）債務保証の概要 
①債務保証の内容  

合同会社Rブリッジの株
式会社三井住友銀行からの
借入金に対する債務保証 

②債務保証額  
4,660,000千円 

③債務保証期間   
平成19年３月26日より平成
20年３月25日 

（3）出資及び保証先の概要    
合同会社Rブリッジ（特定

目的会社：SPC）（平成19年
２月設立）不動産の取得、ま
たは係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、運用及び処分をする
ことを目的とする。 

 
７．平成19年３月29日開催の当社取締
役会決議に基づき、以下のようにアレ
ンジャーである株式会社みずほ銀行
及びシンジケート団との間で金銭消
費貸借契約を締結しております。 
（1）契約金額     

総額2,300,000千円 
（2）契約締結日    

平成19年３月30日 
（3）借入実行日    

平成19年４月３日 
（4）最終返済日    

平成24年３月28日 
（5）アレンジャー 

株式会社みずほ銀行 
（6）エージェント    

株式会社みずほ銀行 
（7）資金使途       

長期運転資金 
（8）担保       

当社が保有するリプラス・レ
ジデンシャル投資法人の投
資証券3,500口及び連結子会
社が保有するリプラス・レジ
デンシャル投資法人の投資  
証券3,000口、計6,500口 

（9）参加金融機関  
株式会社みずほ銀行、株式
会社りそな銀行、株式会社都
民銀行、株式会社八十二銀
行、株式会社横浜銀行、興銀
リース株式会社 

 


