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（百万円未満切捨） 

１．平成 19 年 12 月期第３四半期の連結業績（平成 19 年１月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 
（1） 連結経営成績                            （％表示は対前年同四半期増減率） 

 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３四半期 11,009   46.1 1,197 △19.1 1,110 △20.9  871   32.7 

18 年 12 月期第３四半期 7,532 121.4 1,481 196.1 1,405 255.0  656 222.7 

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３四半期 3,002    26 2,927    63 

18 年 12 月期第３四半期 2,333  90 2,199  73 

18 年 12 月期 3,915    11 3,699    00 

 
（2） 連結財政状態 

 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３四半期 34,557    9,070    26.0     31,013    85 

18 年 12 月期第３四半期 32,282  7,850  23.4   26,745  02 

18 年 12 月期 69,211  8,269  11.8   28,291   71 

 
（3） 連結キャッシュ・フローの状況 

 
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３四半期 △2,698    △25,720    6,195     10,822    

18 年 12 月期第３四半期 188  △2,124  7,640   2,423  

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

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭

18 年 12 月期 ― ― 0 00 

19 年 12 月期（実績） ―  

19 年 12 月期（予想）  ― 
0 00 

 
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） 

（％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 
 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円   銭

通     期 21,000  82.9 5,090  82.5 5,000  93.7 2,900 162.7 9,984 78 
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４．その他 
（1） 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴

う特定子会社の異動） 
： 無 

（新規） －  （除外） － 
（2） 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 
（3） 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 
（4） 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。 

 
５．個別業績の概要（平成 19 年１月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 
（1） 個別経営成績                            （％表示は対前年同四半期増減率） 

 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３四半期 9,313    44.6 1,378    59.1 1,373    65.2  804    66.0 

18 年 12 月期第３四半期 6,439  89.3 866  61.5 831  91.8  484  120.6 

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３四半期 2,771     49 

18 年 12 月期第３四半期 1,722   92 

18 年 12 月期 4,290    25 

 
（2） 個別財政状態 

 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３四半期 28,781    9 073    31.5     31,214     64 

18 年 12 月期第３四半期 18,401    7,535    41.0   26,627   29 

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

 
６．平成 19 年 12 月期の個別業績予想（平成 19 年１月１日 ～ 平成 19 年 12 月 31 日） 

（％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 
 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円    銭

通    期 17,000  62.0 2,900  11.0 2,865  10.4 1,650 36.4 5,681  00 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 

業績予想の記述について 

 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、上記予想数値と異なる場合があります。

 なお、１株当たり当期純利益は、平成 19 年６月末日の発行済株式数をベースに計算しております。
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間（平成19年１月１日～平成19年９月30日）におけるわが国の経済は、好調な企業収
益を背景に設備投資が増加基調を保っており、雇用情勢及び個人消費は底堅く推移し、米国の信用力の低い個人
向け住宅融資（サブプライムローン）問題に端を発したグローバル金融市場の混乱により強まった海外景気の減
速懸念といった不安要素はありながらも、景気は緩やかな拡大を継続いたしました。 
当企業集団の所属する不動産業界においては、不動産の流動性や取引の透明性の高まりにより、不動産の金融
商品化が一層進展していること等を背景に、サブプライムローン問題による一時的な資金流出があるものの、中
長期的には国内外からの投資資金の流入傾向が続き、当企業集団にとっての事業機会は順調に拡大していると考
えられます。 
このような事業環境の中、当企業集団が営む不動産資産に関わる各種の金融サービスを提供する事業、具体的
には、賃貸住宅の滞納家賃保証システムの提供事業を営む「賃貸保証事業」、及び不動産ファンドのアセットマネ
ジメント事業を営む「アセットマネジメント事業」において、収益の拡大と利益の確保に努めてまいりました。 
当第３四半期連結会計期間において当企業集団は、賃貸保証事業では新規契約件数を順調に伸ばし、アセット
マネジメント事業ではAUM（管理下資産）を堅調に積上げました。また、早期に組織構築を図るため、従業員の新
規採用を進めましたが、採用規模自体は、賃貸保証事業グループ管理本部における規模の効果が現れ始めたこと
を鑑み、当初予算を下回る規模に抑えることが可能となりました。 
これらの結果、当第３四半期連結会計期間の当企業集団の連結売上高は11,009,827千円（前年同四半期比46.1％
増）、経常利益は1,110,308千円（同20.9％減）、四半期純利益は871,641千円（同32.7％増）となりました。 
事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 
 
［賃貸保証事業］ 
前連結会計年度において、当該サービスの導入を行った大手賃貸住宅管理会社に対して、当該サービス利用の
浸透率を高めることに注力いたしました。大手賃貸住宅管理会社に加え、ハウスメーカー系や地域№１の賃貸住
宅管理会社の攻略や、個社毎の状況を勘案した個別提案活動により、当社サービスの導入地域を拡大させており
ます。また、中抜け保証や出口保証の充実などのサービスの拡充を図り、賃貸住宅に関わる周辺事業を充実させ
ることで、当社の提供する滞納家賃保証サービスの市場への普及を加速させました。特に一部の地方都市、埼玉
地域などにおいて、浸透率の上昇が目立ち始めております。 
これらの結果、当第３四半期連結会計期間における新規契約件数は131,421件となり、賃貸住宅市場への当該サ
ービスの浸透が進みました。 
また、営業拠点としての支店の開設に加え、督促の拠点としてサテライトオフィスを設け、更には初期対応を
行うコールセンターを活用することで、督促業務の効率化を図っておりますが、組織の構築を図るため、前倒し
で従業員の採用を進めました。 
以上の結果、当事業の売上高は5,389,589千円（前年同四半期比58.7％増）、営業利益は188,383千円（同85.9％
減）となりました。 
 
なお、平成18年４月５日に設立した当社の完全子会社であるリプラス少額短期保険株式会社（平成19年10月25
日リプラス・インシュアランス株式会社より社名変更）では、保険業法の改正に伴う無認可共済を取り巻く環境
変化を好機と捉え、賃貸住宅入居者向け家財保険専門の少額短期保険業者として、平成19年10月25日に関東財務
局に登録を行い、平成19年11月１日より営業を開始いたしました。 
 
［アセットマネジメント事業］ 
REIT(不動産投資信託)の外部成長を図る事業の枠組みの確立が更に進んでおります。リプラス・レジデンシャ
ル投資法人は、国内及び欧州を中心とする海外市場での新投資口発行を行い、新たな物件の組込みを実施いたし
ました。またその後も継続した外部成長を図っております。また、REITに物件を組込む前段階で物件を取得し、
REITの投資基準に合う投資対象物件となるまで保有するリプラス・レジデンシャル・ウェアハウジングファンド
とリプラス・レジデンシャル・コンストラクションマネジメントファンドにつきましても、物件組込みが進展し、
パイプラインも拡大をしております。 
極東地域を中心とした海外投資につきましても進展をみせました。平成18年４月の中国の北京における約500
億円となる第１号案件に続き、平成19年７月に韓国ソウル市中心部の汝矣島（ヨイド）における住宅・サービス
アパートメントを中心とした複合施設への第２号案件を実行しました。また北京国華置業有限公司の株式取得を
目的とする特別目的会社への匿名組合出資といった投資実績を上げ、これは将来的なパイプライン拡充に明確に
繋がるものと考えております。 
これらの結果、当第３四半期連結会計期間において、AUM（管理下資産）を新規に約1,000億円積上げ、総額で
約3,460億円に達し、物件取得時のセットアップフィーが新規に獲得されたことに加え、ストック型のアセットマ
ネジメントフィーの基盤も拡大いたしました。 
以上の結果、当事業の売上高は5,620,237千円（前年同四半期比35.8％増）、営業利益は2,572,540千円（同20.3％
増）となりました。 

 
２．連結財政状態に関する定性的情報 

当企業集団のアセットマネジメント事業において、当企業集団はSPC（特別目的会社）に対して匿名組合出資の
一部投資を行い、また、当企業集団はアセットマネージャーとしアセットマネジメント業務を受託しております。
これらのSPCに対する連結の範囲につきましては、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関
する実務上の取扱い」（実務対応報告第20号 平成18年９月８日）に対応して、同実務報告に基づき設定した当
社規定によりSPC毎に連結及び持分法の範囲を判定しております。 
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今後、会計処理についての諸規則や実務上の取扱いが変更となり、当社の会計処理方法に変更が生じた場合に
は、当企業集団の連結の範囲に変更が生じ、当企業集団の経営成績及び財政状態に重要な影響を与える可能性が
あります。 
当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、当社の規定により連
結の範囲の見直しを行った結果、主に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
22,177,151千円減少し、10,822,851千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期連結会計期間において営業活動により使用した資金は2,698,947千円（前年同期188,433千円獲得）
となりました。これは主として、税金等調整前第３四半期純利益が1,415,260千円計上されたものの、法人税等の
支払額が2,044,261千円、立替金の増加額が1,774,339千円あったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期連結会計期間において投資活動により使用した資金は25,720,508千円（前年同期2,124,681千円使
用）となりました。これは主として、当第３四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が28,757,280千円、関係会社への出資に
よる支出が1,798,860千円、その他の関係会社有価証券の取得による支出が1,725,065千円あった一方で、当第３
四半期連結会計期間に連結除外となった匿名組合MASUKAGAMIの土地を売却したことで有形固定資産の売却による
収入が2,790,000千円、短期貸付金の減少が2,592,908千円あったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期連結会計期間において財務活動により獲得した資金は6,195,542千円（前年同期7,640,638千円獲
得）となりました。これは主として、長期借入れによる収入が5,490,000千円、匿名組合出資預りによる収入が
4,368,420千円あったものの、長期借入金の返済による支出が2,188,400千円、少数株主からの株式取得による支
出が1,367,000千円あったことによるものであります。 

 
３．業績予想に関する定性的情報 

わが国の経済は、好調な企業収益を背景に、景気は緩やかな上昇基調を継続していくと思われます。今後は東
京都心部を中心に地価の上昇、Aクラス物件を中心とした賃貸市場の回復などにより、不動産市況は活況を呈して
おりましたが、金融商品取引法の施行やサブプライムローン問題の発生により、アセットマネージャーは一部淘
汰され、二極化が進むものと考えられます。 
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。またリプラス少額短期保険株式会社を通じて、賃
貸住宅入居者向け家財保険専門の少額短期保険業者として、平成 19 年 11 月１日より営業を開始いたしました。
一方で、更なる規模の拡充を支えるための、プロモーション投資、情報システムの進化に関わる投資を積極的に
行っていく方針であります。 
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ととも
に、中国のみならず極東地域に投資対象を広げ、積極的に海外投資を行い AUM の積上げ、売上高の拡大を図って
おります。 
日本国内においては、全国規模での様々な地場デヴェロッパーとの提携や賃貸保証事業における提携先からの

物件情報を基に、AUM 積上げを順調に行っております。海外においては、既に平成 18 年４月から開始した北京に
おける第１号ファンドに組込んだ物件のリーシングが順調に進捗し、また、平成 19 年７月には海外投資２号案件
となる韓国の住宅・サービスアパートメントを中心とした複合開発施設への投資を実行いたしました。 
一方、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（プロパティマネジャー）として位置付けましたが、その体制への移管も進んでおります。また、
コンプライアンスに対する体制をより強化すべく、事業グループ内における内部統制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、更にアセットマネジメント事業全体の効率化を図っていく予定であります。 
なお、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28万件を見込み、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。 
以上より、平成19度は売上高21,000百万円、経常利益5,000百万円、当期純利益2,900百万円を見込んでおりま
す。 
 

４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表等 
（１） 四半期連結貸借対照表 

  
前第３四半期 

連結会計期間末  
（平成18年９月30日） 

当第３四半期 

連結会計期間末  
（平成19年９月30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  2,791,288 10,822,851   33,367,660

２．売掛金   1,112,599 2,218,663   1,494,753

３．たな卸資産 ※5  22,481 401,804   302,445

４．立替金   1,450,320 3,202,240   1,435,330

５．その他   1,534,081 3,486,477   2,262,998

 貸倒引当金   △2,713 △1,605   △997

流動資産合計   6,908,057 21.4 20,130,434 58.3  38,862,190 56.2

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

（１）土地 ※2 2,454,634 ─  2,463,906 

（２）建設仮勘定  15,495,475 ―  17,736,516 

（３）その他 ※1 285,240 18,235,350 275,804 275,804  227,436 20,427,859

２．無形固定資産 ※2  141,883 2,001,438   156,063

３．投資その他の資産     

（１）投資有価証券 ※2 ─ 3,176,919  2,975,019 

（２）その他の関係 
会社有価証券 

 4,639,397 7,227,315  3,155,270 

（３）その他  2,354,009 6,993,406 1,741,258 12,145,492  3,631,480 9,761,769

固定資産合計   25,370,640 78.6 14,422,735 41.7  30,345,692 43.8

Ⅲ 繰延資産   4,082 0.0 4,566 0.0  3,565 0.0

資産合計   32,282,780 100.0 34,557,735 100.0  69,211,448 100.0
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前第３四半期 

連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当第３四半期 

連結会計期間末 
（平成19年９月30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  8,907,094 7,164,560   38,826,606

２．コマーシャル 
ペーパー  

  2,500,000 2,500,000   2,500,000

３．未払金 ※2  ― 1,840,678   1,132,242

４．預り金   1,003,989 1,277,314   1,054,853

５．保証履行引当金   325,852 555,277   437,279

６．賞与引当金   196,359 331,653   ―

７．その他   1,691,271 586,802   1,644,650

流動負債合計   14,624,566 45.3 14,256,287 41.3  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 ※2･5･6  674,000 3,881,810   1,072,500

３．匿名組合預り金   9,134,201 5,200,132   12,225,419

４．その他 ※2  ― 149,231   48,023

固定負債合計   9,808,201 30.4 11,231,173 32.5  15,345,943 22.2

負債合計   24,432,768 75.7 25,487,461 73.8  60,941,574 88.1

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   3,266,743 10.1 3,269,144 9.5  3,268,685 4.7

２．資本剰余金   3,231,414 10.0 3,233,816 9.4  3,233,356 4.7

３．利益剰余金   1,538,414 4.8 2,914,134 8.4  1,985,836 2.9

株主資本合計   8,036,572 24.9 9,417,095 27.3  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 

  △468,000 △401,834   △310,500

評価・換算差額等合
計 

  △468,000 △1.5 △401,834 △1.2  △310,500 △0.5

Ⅲ 少数株主持分   281,439 0.9 55,013 0.1  92,494 0.1

純資産合計   7,850,012 24.3 9,070,274 26.2  8,269,873 11.9

負債純資産合計   32,282,780 100.0 34,557,735 100.0  69,211,448 100.0
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（２） 四半期連結損益計算書 

  

前第３四半期 

連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９月30日）

当第３四半期 

連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 
（自 平成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  7,532,064 100.0 11,009,827 100.0  11,482,435 100.0

Ⅱ 売上原価 ※4  1,691,994 22.5 2,347,585 21.3  2,508,047 21.8

売上総利益   5,840,070 77.5 8,662,242 78.7  8,974,387 78.2

Ⅲ 販売費及び一般管理 

  費 
※1･4  4,358,437 57.8 7,464,937 67.8  6,185,689 53.9

営業利益   1,481,632 19.7 1,197,304 10.9  2,788,698 24.3

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  15,268 51,584  16,486 

２．受取配当金  ― 95,269  69,975 

３．消費税等差益  9,762 15,797  ― 

４．その他  1,207 26,238 0.4 7,309 169,959 1.5 36,438 122,899 1.1

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息 84,327 126,169  244,591 

２．コマーシャルペー
パー利息 

― 33,981  33,377 

３．支払手数料 12,625 89,326  44,604 

４．その他 5,758 102,711 1.4 7,477 256,955 2.3 8,183 330,758 2.9

経常利益  1,405,159 18.7 1,110,308 10.1  2,580,840 22.5

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※2 ― 96,713  ― 

２．その他の関係会社
有価証券売却益 

― ― ― 213,100 309,813 2.8 ― ― ―

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３四
半期（当期）純利益 

 1,405,159 18.7 1,420,122 12.9  2,349,114 20.5

匿名組合損益分配額  △1,814 △0.0 4,861 0.0  △6,413 △0.0

税金等調整前第３四
半期（当期）純利益 

 1,406,973 18.7 1,415,260 12.9  2,355,528 20.5

法人税、住民税及び
事業税 

※3 623,340 518,123  1,573,470 

法人税等調整額 ― 623,340 8.3 ― 518,123 4.7 △281,225 1,292,245 11.2

少数株主利益または
少数株主損失（△） 

 127,132 1.7 25,495 0.3  △40,637 △0.3

第３四半期（当期）
純利益 

 656,499 8.7 871,641 7.9  1,103,921 9.6
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（３） 四半期連結株主資本等変動計算書 

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

 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（千円） 3,265,361 3,230,033 892,658 7,388,053 ─ 120,443 7,508,497

第３四半期連結会計期間中の変動額   

新株の発行 1,381 1,381 ─ 2,762 ─ ─ 2,762

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

連結子会社増加に伴う利益剰余金減

少高 
─ ─ △10,743 △10,743 ─ ─ △10,743

株主資本以外の項目の第３四半期連

結会計期間中の変動額（純額） 
─ ─ ─ ─ △468,000 160,995 △307,004

第３四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円） 
1,381 1,381 645,756 648,518 △468,000 160,995 341,514

平成18年９月30日 残高（千円） 3,266,743 3,231,414 1,538,414 8,036,572 △468,000 281,439 7,850,012

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

 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（千円） 3,268,685 3,233,356 1,985,836 8,487,878 △310,500 92,494 8,269,873

第３四半期連結会計期間中の変動額   

新株の発行 459 459 ─ 919 ─ ─ 919

第３四半期純利益 ─ ─ 871,641 871,641 ─ ─ 871,641

連結子会社増加に伴う利益剰余金減

少高 
─ ─ △705 △705 ─ ─ △705

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第３四半期連

結会計期間中の変動額（純額） 
─ ─ ─ ─ △91,334 △37,480 △128,815

第３四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円） 
459 459 928,297 929,216 △91,334 △37,480 800,401

平成19年９月30日 残高（千円） 3,269,144 3,233,816 2,914,134 9,417,095 △401,834 55,013 9,070,274

 

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） 

 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（千円） 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（千円） 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（千円） 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３四半期 

連結会計期間 

（自 平成18年１月１日

至 平成18年９月30日）

当第３四半期 

連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ 

・フロー計算書 

（自 平成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３四半期（当期）純利益  1,406,973 1,415,260 2,355,528 

２．減価償却費  16,690 57,132 35,125 

３．ソフトウェア償却費  2,104 ― ― 

４．繰延資産償却  1,539 ― ― 

５．のれん償却額  ― 11,878 ― 

６．貸倒引当金の増加額  2,269 ― ― 

７．保証履行引当金の増加額  157,249 117,998 268,676 

８．受取利息及び配当金  △15,268 △146,853 △86,461 

９．支払利息  84,327 160,150 277,969 

10．支払手数料  12,625 89,326 44,604 

11．固定資産売却益  ― △96,713 ― 

12．その他の関係会社有価証券売却益  ― △213,100 ― 

13．売上債権の増減額（△:増加額）  87,593 △228,732 △292,985 

14．たな卸資産の増加額  △7,955 ― ― 

15．前渡金の増減額（△：増加額）  87,843 △445,595 △125,024 

16．未収入金の増加額  △242,316 △202,975 △434,676 

17．立替金の増加額  △300,535 △1,774,339 △285,612 

18．未払金の増減額（△：減少額）  △276,009 550,154 △162,006 

19．その他の関係会社有価証券の増加額  △267,402 △214,532 △325,750 

20．未払消費税等の増減額（△：減少額）  △69,385 △84,925 34,547 

21．預り金の増加額  427,388 396,759 498,500 

22．その他  172,789 111,629 △195,994 

小計  1,280,521 △497,476 1,606,439 

23．利息及び配当金の受取額  3,642 164,118 73,998 

24．利息の支払額  △85,457 △178,272 △221,129 

25．手数料の支払額  △12,232 △143,055 △1,448,630 

26．法人税等の支払額  △998,040 △2,044,261 △1,022,252 

営業活動によるキャッシュ・フロー  188,433 △2,698,947 △1,011,574 

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．拘束性預金の預入による支出  △367,547 ― △367,657 

３．有形固定資産の取得による支出  △27,875 △78,180 △2,453,758 

４．有形固定資産の売却による収入  ― 2,790,000 ― 

５．無形固定資産の取得による支出  △62,295 △412,791 △94,768 

６．その他の関係会社有価証券の取得による支

出 
 △1,228,876 △1,725,065 △9,290,572 

７．投資有価証券の取得による支出  ─ △164,034 ─ 

８．その他の関係会社有価証券の払戻による収

入 
 1,930,831 324,235 2,255,254 

９．その他の関係会社有価証券の譲渡による収

入 
 ─ 715,000 2,999,000 

10．関係会社への出資による支出  △47,403 △1,798,860 △47,403 

11．短期貸付金の増減額（△：増加額）  △934,930 2,592,908 △1,036,093 

12．長期貸付けによる支出  △126,352 △119,010 △207,802 

13．長期貸付金の回収による収入  ― 263,173 13,000 

14．敷金保証金の差入れによる支出  △777,918 △258,796 △822,052 

15．新規連結子会社有価証券の取得に伴う収入  ─ 529,957 ─ 

16．新規連結子会社株式の取得に伴う支出  △540,016 ─ ─ 

17．連結除外子会社有価証券の売却に伴う支出  ─ △28,757,280 ─ 

18．その他  57,701 10,579 327,334 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,124,681 △25,720,508 △8,725,520 
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前第３四半期 

連結会計期間 

（自 平成18年１月１日

至 平成18年９月30日）

当第３四半期 

連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ 

・フロー計算書 

（自 平成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） 

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  4,484,334 45,664 34,348,336 

２．コマーシャルペーパー発行による収入  2,500,000 5,500,000 2,500,000 

３．コマーシャルペーパー返済による支出  ― △5,500,000 ― 

４．長期借入れによる収入  674,000 5,490,000 1,130,500 

５．長期借入金の返済による支出  △7,470 △2,188,400 △9,960 

６．株式の発行による収入 2,762 919 6,646 

７．株式の発行による支出 △12,987 △265 △12,987 

８．少数株主からの株式取得による支出 ― △1,367,000 ― 

９．匿名組合出資預りによる収入 ― 4,368,420 100,000 

10．匿名組合出資払戻しによる支出 ― △137,793 ― 

11．その他 ― △16,001 2,000,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,640,638 6,195,542 40,062,534 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 5,704,390 △22,223,912 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減額

（△：減少額） 
△5,486,943 57,601 468,269 

Ⅶ 連結の範囲変更に伴う現金及び現金同等物の

減少額 
 ― △10,839 ― 

Ⅷ 現金及び現金同等物の第３四半期末（期末）

残高 
※1 2,423,740 10,822,851 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３四半期連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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  ９社 

主要な連結子会社の名称 

リプラス・リート・マネジ

メント株式会社 

リプラス・インベストメン

ツ株式会社 

リプラス・チャイナ・アセ

ットマネジメント株式会社

匿名組合KATSURAGAWA 

匿名組合MASUKAGAMI 

他４社 

「投資事業組合に対す

る支配力基準及び影響力

基準の適用に関する実務

上の取扱い」（実務対応報

告第20号 平成18年９月

８日）に対応して、同実務

対応報告に基づき設定し

た当社規定により連結の

範囲の見直しを行った結

果、匿名組合カルカッタ他

３社は、当企業集団が業務

執行権を継続して有して

いるとともに持分比率が

当社規定の基準を満たし

ており、子会社に該当する

ため当第３四半期連結会

計年度期末をみなし取得

日として連結いたしてお

ります。 

 

（1）連結子会社の数   13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

他10社 

合同会社Rブリッジ他７

社は、当第３四半期連結会

計期間に組成されたため、

また、リプラス･アドバイ

ザーズ株式会社は重要性

が増したため、当第３四半

期連結会計期間より連結

の範囲に含めることとい

たしました。RCA02（ケイ

マン諸島に本店を置く

SPC：特定目的会社）は持

分を取得したことにより、

当第３四半期連結会計期

間末をみなし取得日とし

て連結いたしております。

RCA01、RCA Fund 01,L.P.

及びその他３社は、当第３

四半期連結会計期間に持

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３

四半期連結会計期間から

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いた

しております。 

 

 （2）非連結子会社の数 19社 

主要な非連結子会社 

リプラス・インシュアラン

ス株式会社 

他18社 

（連結の範囲から除いた理由）

リプラス・インシュアラ

ンス株式会社他１社は小

規模であり、合計の総資

産、売上高、四半期純損益、

利益剰余金等は、いずれも

四半期連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていな

いためであります。 

また、リプラス･レジデ

ンシャル･ウェアハウス１

号匿名組合他16社は、当企

業集団が業務執行権を有

していることから子会社

に該当しますが、その持分

比率が当社規定の基準未

満であり子会社の大部分

の損益が当社に帰属しな

いため、利害関係者の判断

を著しく誤らせるおそれ

があると考えられること

から「中間連結財務諸表第

５条第１項２号」を適用し

て連結の範囲から除いて

おります。 

（2）非連結子会社の数 27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26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２社は小

規模であり、合計の総資

産、売上高、四半期純損益、

利益剰余金等は、いずれも

四半期連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていな

いためであります。 

また、リプラス･レジデ

ンシャル･ウェアハウス匿

名組合他23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、当該企業

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

損益が当社及び連結子会

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３四半期連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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）非連結子会社  19社 

（持分法を適用していない理

由） 

非連結子会社であるリ

プラス･レジデンシャル･

ウェアハウス１号匿名組

合他15社は匿名組合とし

て組成された投資事業組

合であり、匿名組合の損益

で当社に帰属する持分相

当額を売上高に計上する

とともに｢その他の関係会

社有価証券｣を加減する処

理を行っていることから

持分法を適用しておりま

せん。 

また、非連結子会社であ

るリプラス･レジデンシャ

ル投資法人の利益につき

ましては、当社に帰属する

持分相当額を受取配当金

として計上する処理を行

うため、持分法を適用して

おりません。 

また、リプラス・インシ

ュアランス株式会社他１

社は小規模であり、合計の

四半期純損益、利益剰余金

等は、いずれも四半期連結

財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためであ

ります。 

 

（1）非連結子会社 27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

23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２

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。 

 

（1）非連結子会社 18社 

（持分法を適用していない理

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

行っていることから持分

法を適用しておりません。

 

 （2）関連会社 １社 

（持分法を適用していない理

由） 

Beijing Hua-re 

Real-estate consultancy

Co.,Ltdは、小規模であり、

合計の四半期純損益、利益

剰余金等は、いずれも四半

期連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないた

めであります。 

（2）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。 

 

（2）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３四半期連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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。四半期連結財務諸表の

作成にあたっては、四半期連結

決算日において、四半期連結財

務諸表作成の基礎となる財務

諸表を作成するために必要と

される決算を行っております。

その他の連結子会社の四半

期決算日は、四半期連結決算日

と一致しております。 

 

連結子会社のうちリプラ

ス・リート・マネジメント株式

会社の決算日は３月31日,合同

会社Rブリッジ他２社の決算日

は11月30日、匿名組合サザン

カ・キャピタルの決算日は６月

30日であります。四半期連結財

務諸表の作成にあたっては、四

半期連結決算日において、四半

期連結財務諸表作成の基礎と

なる財務諸表を作成するため

に必要とされる決算を行って

おります。 

その他の連結子会社の四半

期決算日は、四半期連結決算日

と一致しております。 

 

連結子会社のうちリプラ

ス・リート・マネジメント株式

会社の決算日は、３月31日であ

ります。連結財務諸表の作成に

あたっては、連結決算日におい

て、連結財務諸表作成の基礎と

なる財務諸表を作成するため

に必要とされる決算を行って

おります。 

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。 

 

（1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

①有価証券 

子会社株式 

 

移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。 

（1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

①有価証券 

子会社株式及び関連会社株

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

時価のあるもの 

四半期連結決算日

の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額

は、全部純資産直入法

により処理し、売却原

価は移動平均法によ

り算定）によっており

ます。 

その他の関係会社有価証券
──────── 
 

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。 

匿名組合出資金 

同左 

 

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。 

 

４．会計処理基準に関する事項 

 

 

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  ──────── 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３四半期連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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 

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 

 

（3）重要な繰延資産の処理方法

①創立費 

同左 

 

 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 

 

②開業費 

同左 

 

 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 

 

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 

当社は債権の貸倒れに

よる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上

しております。 

（4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 

（4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 

 ②保証履行引当金 

滞納家賃保証事業に係

る損失に備えるため、過去

の実績保証履行損失率を

勘案し、損失負担見込額を

計上しております。 

②保証履行引当金 

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 
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項 目 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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３四半期連結会計

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３四半期連結会計

期間中の契約締結に係る契

約金額全額を計上しており

ます。 

（5）収益及び費用の計上基準 

賃貸保証事業の収益は、

当第３四半期連結会計期間

中の契約締結に係る契約金

額全額を計上しておりま

す。 

（5）収益及び費用の計上基準 

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） ───────── 

 

（7）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては

特例処理の条件を充たして

いるため特例処理を採用し

ております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針 

主に当社の内規である

「市場リスク管理規定」及

び「リスク別管理要領」に

基づき、金利変動リスクを

ヘッジしております。 

当第３四半期連結会計期

間にヘッジ対象としたヘッ

ジ手段は以下のとおりであ

ります。 

ヘッジ手段 

金利スワップ 

ヘッジ対象 

借入金の金利 

③ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理によっているた

め有効性の評価を省略して

おります。 

（7） ───────── 
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項 目 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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） 

 （8）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。 

（8）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３

四半期連結会計期間の費

用として処理しておりま

す。 

 

（8）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３四半期連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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 

当第３四半期連結会計期間

より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用して

おります。 

従来の資本の部の合計に相当

する金額は7,568,572千円であ

ります。 

なお、中間連結財務諸表規則

の改正により、当第３四半期連

結会計期間における四半期連結

貸借対照表の純資産の部につい

ては、改正後の中間連結財務諸

表規則により作成しておりま

す。 

───────── 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 

 

───────── 前連結会計年度より「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。 

「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３四半期連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30日） 

（四半期連結貸借対照表） 

前第３四半期連結会計期間まで流動資産に含めて表示してお

りました「未収入金」は、当第３四半期連結会計期間において、

資産の100分の５以下となったため「その他」に含めて表示して

おります。 

なお、当第３四半期連結会計期間末における「未収入金」の

金額は、559,053千円であります。 

 

前第３四半期連結会計期間まで流動負債に含めて表示してお

りました「未払金」は、当第３四半期連結会計期間において、

「その他」に含めて表示しております。 

なお、当第３四半期連結会計期間末における「未払金」の金

額は、1,179,803千円であります。 

 

前第３四半期連結会計期間まで投資その他の資産に含めて表

示しておりました「長期貸付金」は、当第３四半期連結会計期

間において、資産の100分の５以下となったため「その他」に含

めて表示しております。 

なお、当第３四半期連結会計期間末における「長期貸付金」

の金額は、427,473千円であります。 

 

前第３四半期連結会計期間まで投資その他の資産に含めて表

示しておりました「敷金保証金」は、当第３四半期連結会計期

間において、資産の100分の５以下となったため「その他」に含

めて表示しております。 

なお、当第３四半期連結会計期間末における「敷金保証金」

の金額は、1,090,858千円であります。 

 

前第３四半期連結会計期間まで流動負債に含めて表示してお

りました「未払法人税等」は、当第３四半期連結会計期間にお

いて、「その他」に含めて表示しております。 

なお、当第３四半期連結会計期間末における「未払法人税等」

の金額は、432,794千円であります。 

 

前第３四半期連結会計期間まで流動負債に含めて表示してお

りました「１年以内返済予定長期借入金」は、当第３四半期連

結会計期間において、「その他」に含めて表示しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末における「１年以内返済

予定長期借入金」の金額は、6,760千円であります。 

 

当企業集団が運営する匿名組合及び投資法人に対する出資は

前第３四半期連結会計期間において貸借対照表の「投資有価証

券」に含めて表記しておりましたが、当第３四半期連結会計期

間より、「その他の関係会社有価証券」として表記しておりま

す。 

なお、前第３四半期連結会計期間の「投資有価証券」に含ま

れる当該出資の額は、1,113,190千円であります。また、投資有

価証券7,500千円は「その他」に含めて表示しております。 

 

（四半期連結貸借対照表） 

前第３四半期連結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「未払金」は、当第３四半期連結会計期

間において、資産の100分の５を越えたため区分掲記しました。

なお、前第３四半期連結会計期間末における「未払金」の金

額は、1,179,803千円であります。 
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前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30日） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

前第３四半期連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しておりました「未払消費税

等の増加額」は、当第３四半期連結会計期間において、区分掲

記いたしました。 

なお、「未払消費税等の増加額」の金額は、6,727千円であり

ます。 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

前第３四半期連結会計期間まで営業活動よるキャッシュ・フ

ローに表示しておりました「ソフトウェア償却費」は当第３四

半期連結会計期間において、「減価償却費」に含めて表示して

おります。 

なお、当第３四半期連結会計期間における「ソフトウェア償

却費」の金額は25,466千円であります。 

 

前第３四半期連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ・

フローに表示しておりました「繰延資産償却」は当第３四半期

連結会計期間において、「その他」に含めて表示しております。

なお、当第３四半期連結会計期間における「繰延資産償却」

の金額は930千円であります。 

 

前第３四半期連結会計期間まで営業活動よるキャッシュ・フ

ローに表示しておりました「貸倒引当金の増加額」は当第３四

半期連結会計期間において、「その他」に含めて表示しており

ます。 

なお、当第３四半期連結会計期間における「貸倒引当金の増

加額」の金額は608千円であります。 

 

前第３四半期連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ・

フローに表示しておりました「たな卸資産の増加額」は当第３

四半期連結会計期間において、「その他」に含めて表示してお

ります。 

なお、当第３四半期連結会計期間における「たな卸資産の増

加額」の金額は97,651千円であります。 
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注記事項  

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第３四半期連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間末  

（平成19年９月30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 

31,575千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

59,140千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

27,474千円

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

担保に供している資産 

定期預金         367,547千円 
担保に供している資産 

投資有価証券 2,905,500千円

無形固定資産 

（ソフトウェア仮勘定）
183,604千円

合計 3,089,104千円
 

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 

有限会社リプラスロード８の借入金

及び未払費用の総額9,004,299千円に

対して、上記資産を担保に提供してお

ります。 

担保付債務 

短期借入金 234,600千円

未払金 34,185千円

長期借入金 1,948,100千円

固定負債「その他」 

（長期未払金） 
138,046千円

合計 2,354,932千円

  

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   37,526,761千円 

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   56,373,329千円

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）─────────── 

 

 

（2）保証債務 

当社がアセットマネジメント業

務を行う特定目的会社の信用補完

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） 

なお、当該債務保証は同SPCが

保有する中国不動産の登記手続

完了時点で解消される契約とな

っておりますが、中国当局にお

ける行政手続の遅れにより、当

第３四半期連結会計期間末に、

下記の残高があります。 

32,200,000千円

当社がアセットマネジメント業

務を行うリプラス・レジデンシ

ャル・コンストラクション７号

特定目的会社 

872,000千円

当社がアセットマネジメント業

務を行うリプラス・レジデンシ

ャ ル・コンストラクション８号

特定目的会社 

1,017,000千円

当社がアセットマネジメント業

務を行う麹町PJ特定目的会社 
150,000千円

当社の主要な子会社であるリプ

ラス・インシュアランス株式会

社 

227,905千円

（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
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前第３四半期連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間末  

（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末  

（平成18年12月31日） 

※４．コミットメントライン 

当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当第３

四半期連結会計期間末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

3,780,000千円 

借入実行残高 2,157,000千円 

差引額 1,623,000千円 
 

※４．コミットメントライン 

当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当第３

四半期連結会計期間末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

3,480,000千円

借入実行残高 2,660,000千円

差引額 820,000千円
 

※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
 

※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３四半期連結

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当連結会計年度末

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）連結財務諸表提出会社の短期借入金合

計額のうち180,000千円（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各連結決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各連結決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３四半期連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間末  

（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末  

（平成18年12月31日） 

 （2）連結財務諸表提出会社の短期借入金合

計額のうち500,000千円（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連結財務諸表提出会社の連結貸借対照

表（または中間連結貸借対照表）にお

ける純資産額が、直前の決算期の末日

における連結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） 

連結財務諸表提出会社の連結損益計

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 

連結財務諸表提出会社の連結貸借対

照表及び連結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） 

（2） ──────────── 

 

──────────── （3）連結財務諸表提出会社の短期借入金合

計額のうち180,000千円（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連結貸借対照表（または中間連結貸借

対照表）における純資産の部の金額を、

前年同期比75％以上に維持すること。

②連結財務諸表提出会社単体の貸借対照

表における純資産の部の金額を、前年

同期比75％以上に維持すること。 

③各連結会計年度における連結損益計算

書に示される経常損益が平成19年12月

期以降の決算期において、損失となら

ないようにすること。 

④連結財務諸表提出会社単体の損益計算

書に示される経常損益が平成19年12月

期以降の決算期において、損失となら

ないようにすること。 

⑤連結貸借対照表（または中間連結貸借

対照表）上の借入依存度を70％以下に

維持すること。 

⑥連結財務諸表提出会社単体の貸借対照

表（または中間貸借対照表）上の借入

依存度を70％以下に維持すること。 

（3）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。 
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前第３四半期連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間末  

（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末  

（平成18年12月31日） 

 （4）連結財務諸表提出会社の長期借入金合

計額のうち1,948,100千円、短期借入金

合計額のうち234,600千円には、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

金の借入先に対して該当の借入金額を

一括返済することがあります。 

①連結貸借対照表（または中間連結貸借

対照表）の純資産の部の金額を、平

成17年12月期決算期末日における連

結貸借対照表の資本の部の金額の

75％および直前の決算期末日におけ

る貸借対照表の資本の部の金額また

は純資産の部の金額の75％のいずれ

か高い方の金額以上に維持するこ

と。 

②連結財務諸表提出会社単体の貸借対

照表（または中間貸借対照表）の純

資産の部の金額を、平成17年12月期

決算期末日における貸借対照表の資

本の部の金額の75％および直前の決

算期末日における貸借対照表の資本

の部の金額または純資産の部の金額

の75％のいずれか高い方の金額以上

に維持すること。 

③平成18年12月の決算以降の決算につ

き、決算期の末日において連結損益

計算書上の税引後当期損益につき、

２期連続して損失を計上しないこ

と。 

④平成18年12月の決算以降の決算につ

き、決算期の末日において連結財務

諸表提出会社単体の損益計算書上の

税引後当期損益につき、２期連続し

て損失を計上しないこと。 

（4） ──────────── 
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（四半期連結損益計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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 1,607,121千円

福利厚生費 286,835千円

賞与 285,414千円 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は、次のとおりであり

ます。 

給与手当 2,365,428千円

地代家賃 783,852千円

  

※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．  ──────────── ※２．固定資産売却益の内訳は次のとおり

であります。 

土地         96,713千円

※２．  ──────────── 

※３．法人税、住民税及び事業税 

当第３四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

により計算しております。 

 

※３．法人税、住民税及び事業税 

同左 

※３．  ──────────── 

 

 

※４．減価償却実施額 

有形固定資産 16,690千円

無形固定資産 2,104千円 

※４．減価償却実施額 

有形固定資産 31,026千円

無形固定資産 25,466千円 

※４．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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（第３四半期連結株主資本等変動計算書関係） 
前第３四半期連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株数に関する事項 

  （単位：株）

 前連結会計年度末株式

数 

当第３四半期連結会計

期間増加株式数 

当第３四半期連結会計

期間減少株式数 

当第３四半期連結会計

期末株式数 

発行済株式  

普通株式 92,698 190,292 ─ 282,990

合計 92,698 190,292 ─ 282,990

自己株式  

普通株式 ─ ─ ─ ─

合計 ─ ─ ─ ─

（注）普通株式の発行済株式総数の増加は、4,896株が新株予約権の権利行使による新株発行によるものであり、185,396株が平成18年２

月20日に効力が発生した株式分割（１対３）によるものであります。 

 
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる 

株式の種類 

前連結 

会計 

年度末 

当第３四半

期連結会計

期間増加 

当第３四半

期連結会計

期間減少 

当第３四半

期連結会計 

期間末 

当第３四半

期連結会計

期間末残高

（千円） 

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 ─ ─ ─ ─ ─ ─

 
３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株数に関する事項 

  （単位：株）

 前連結会計年度末株式

数 

当第３四半期連結会計

期間増加株式数 

当第３四半期連結会計

期間減少株式数 

当第３四半期連結会計

期末株式数 

発行済株式  

普通株式 289,038 1,647 ─ 290,685

合計 289,038 1,647 ─ 290,685

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1,647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３四半

期連結会計

期間増加 

当第３四半

期連結会計

期間減少 

当第３四半

期連結会計 

期間末 

当第３四半

期連結会計

期間末残高

（千円） 

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額は、一定の転換価額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当社が適当と

判断する金額に調整されます。ただし、かかる算出の結果、調整価額が236,390円（以下「下限転換価額」という。）を下回る場

合には、修正後の転換価額は下限転換価額とします。本社債の当第３四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。 
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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 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。 

 
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 

当間連結会

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額は、一定の転換価額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当社が適当と

判断する金額に調整されます。ただし、かかる算出の結果、調整価額が236,390円（以下「下限転換価額」という。）を下回る場

合には、修正後の転換価額は下限転換価額とします。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３四半期連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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３四半期連

結会計期間末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

（平成18年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 2,791,288千円 

拘束性預金  △367,547千円 

現金及び現金同等物 2,423,740千円  

※１．現金及び現金同等物の第３四半期連

結会計期間末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

（平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 10,822,851千円

現金及び現金同等物 10,822,851千円 

※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３四半期連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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３四半期末残高相当額 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び第３四半期末残高相当額 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、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３四半

期末残高

相当額 

（千円） 

建物 38,355 9,070 29,285 

器具備品 422,791 90,583 332,207 

ソフト 

ウェア 
244,218 46,339 197,878 

合計 705,365 145,993 559,372 

 

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額 

（千円）

第３四半

期末残高

相当額

（千円）

建物 38,355 15,626 22,729

器具備品 659,099 200,858 458,241

ソフト 

ウェア 
533,683 150,562 383,121

合計 1,231,139 367,046 864,093

 

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３四半期連結会計期

間末残高相当額等 

未経過リース料第３四半期連結会計期

間末残高相当額 

（2）未経過リース料第３四半期連結会計期

間末残高相当額等 

未経過リース料第３四半期連結会計期

間末残高相当額 

（2）未経過リース料期末残高相当額等 

 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 130,772千円

１年超 439,945千円

合計 570,718千円
 

１年内 238,023千円

１年超 646,815千円

合計 884,839千円
 

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 100,842千円

減価償却費相当額 90,647千円

支払利息相当額 15,997千円
 

（3）支払リース料、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 189,307千円

減価償却費相当額 173,125千円

支払利息相当額 23,744千円
 

（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 420千円

合計 2,100千円
 

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３四半期連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

区分 当第３四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券  

①非上場株式 7,500 

（2）その他の関係会社有価証券 4,639,397 

合計 4,646,897 

 
当第３四半期連結会計期間末（平成19年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 

（千円） 

第３四半期連結 

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 164,034 101,400 △62,634

②債券 ― ― ―

③その他 3,250,000 2,905,500 △344,500

合計 3,414,034 3,006,900 △407,134

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

区分 第３四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券  

①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 7,227,315 

合計 7,397,334 

 
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 

区分 
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 

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

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

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日） 

金利スワップ取引を利用しておりますが、特例処理を適用しているため、開示の対象から除いております。 

 

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） 

区分 
種類 

（千円） 

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） 時価は取引先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） 
前第３四半期連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションはありません。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションはありません。 

 

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。 
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（セグメント情報） 
１．事業の種類別セグメント情報 

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

 アセットマネジ

メント事業 

（千円） 

賃貸保証 

事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高及び営業利益  

（1）外部顧客に対する売上高 4,137,528 3,394,536 7,532,064 － 7,532,064

（2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－ 7,045 7,045 △7,045 －

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

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

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

（注）１．事業区分の方法 

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

２．各区分に属する主要な事業内容 

アセットマネジメント事業 不動産ファンドのアセットマネジメント事業 

賃貸保証事業 賃貸住宅の滞納家賃保証システムの提供事業 

３．当第３四半期連結会計期間における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は749,854千円であり、

その内容は親会社の管理部門に係る費用であります。 

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

 
当第３四半期連結会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

 アセットマネジ

メント事業 

（千円） 

賃貸保証 

事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高び営業利益  

（1）外部顧客に対する売上高 5,620,237 5,389,589 11,009,827 － 11,009,827

（2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－ 6,119 6,119 △6,119 －

計 5,620,237 5,395,708 11,015,946 △6,119 11,009,827

営 業 費 用 3,047,696 5,207,325 8,255,021 1,557,501 9,812,522

営 業 利 益 2,572,540 188,383 2,760,924 △1,563,620 1,197,304

（注）１．事業区分の方法 

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

２．各区分に属する主要な事業内容 

アセットマネジメント事業 不動産ファンドのアセットマネジメント事業 

賃貸保証事業 賃貸住宅の滞納家賃保証システムの提供事業 

３．当第３四半期連結会計期間における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,557,501千円であ

り、その内容は親会社の管理部門に係る費用であります。 

 



株式会社リプラス（8936） 平成 19 年 12 月期 第３四半期財務・業績の概況 

 31

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 

（千円） 

賃貸保証 

事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（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。 

５．会計処理方法の変更 

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、「アセットマネジメント事業」の売上高が132,150千円、営業損益が134,776

千円減少しております。 

 

 
２．所在地別セグメント情報 

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

結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年９月 30 日）において、本邦の売上高及び資産の金額は全セ

グメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも 90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

 
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） 

 
日本 

（千円） 

ケイマン諸島 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高及び営業損益  

（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

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

（注）１．国又は地域は、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。 
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３．海外売上高 

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

 ケイマン諸島 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,353,350 1,353,350 

Ⅱ 連結売上高（千円） － 7,532,064 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
18.0 18.0 

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

２．海外売上高の地域区分は、契約の相手方の所在地域によっております。 

 
当第３四半期連結会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年９月 30 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おります。 

 
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） 

 ケイマン諸島 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,353,350 1,353,350 

Ⅱ 連結売上高（千円） － 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又は地域における売上高であります。 

２．海外売上高の地域区分は、契約の相手方の所在地域によっております。 
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（１株当たり情報） 
前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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 26,745円02銭 

１株当たり第３四半

期純利益金額 
2,333円90銭 

潜在株式調整後１株

当たり第３四半期純

利益金額 

2,199円73銭 

 

１株当たり純資産額 31,013円85銭

１株当たり第３四半

期純利益金額 
3,002円26銭

潜在株式調整後１株

当たり第３四半期純

利益金額 

2,927円63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

仮定した場合の前第３四半期連結会計期間

及び前連結会計年度における１株当たり情

報については以下のとおりになります。 

 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。 
前第３四半期 

連結会計期間 
前連結会計年度 

１株当たり純資産

額 

4,312円88銭 

１株当たり純資産

額 

26,566円75銭 

１株当たり第３四

半期純利益金額 

804円45銭 

１株当たり当期純

利益金額 

2,664円50銭 

潜在株式調整後１

株当たり第３四半

期純利益金額 

732円08銭 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額 

2,427円59銭 
 

 
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。 

項目 

前第３四半期 

連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日）

当第３四半期 

連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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（千円） 7,850,012 9,070,274 8,269,873 

純資産の部から控除する金額（千円） 281,439 55,013 92,494 

（うち少数株主持分）（千円） （281,439） （55,013） （92,494） 

普通株式に係る第３四半期期末（期末）の純

資産額（千円） 7,568,572 9,015,260 8,177,378 

第３四半期末（期末）の普通株式の数（株） 282,990 290,685 289,038 

２．１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

項目 

前第３四半期 

連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

  至 平成18年９月30日）

当第３四半期 

連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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３四半期（当期）純利益金額    

第３四半期（当期）純利益（千円） 656,499 871,641 1,103,921 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益

（千円） 
656,499 871,641 1,103,921 

期中平均株式数 （株） 281,289 290,328 281,965 

    

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）

純利益金額 
   

第３四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ― ― 

普通株式増加数（株） 17,157 7,401 16,473 

（うち新株予約権） （17,157） （7,401） （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３四半期（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

────── 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 

同左 
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（重要な後発事象） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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10月31日開催の当社取締役会

の決議に基づき、以下のように有限会社

カルカッタに対する匿名組合出資20億円

の出資持分について全持分の地位譲渡を

行っております。 

（1）当初の匿名組合出資の内容 

①出資先   有限会社カルカッタ 

②契約締結日 平成18年６月28日 

③出資総額  20億円 

（2）地位譲渡の内容 

①譲渡日   平成18年10月31日 

②譲渡総額  20億円 

 

２．平成18年11月10日開催の当社取締役会

において以下のように合同会社リプラ

ス・レジデンシャル・コンストラクショ

ンマネジメントに対し匿名組合出資を行

うことを決議いたしました。 

（1）出資額   17億４千万円 

（2）出資先の概要 

合同会社リプラス・レジデンシャ

ル・コンストラクションマネジメン

ト（特定目的会社：SPC） 

①不動産の売買、交換、賃貸、所有及び

その仲介並びに管理 

②不動産に関する信託受益権の売買、交

換、保存及び管理 

③前各号の事業を目的とする会社の出

資持分の取得及び処分 

④前各号に附帯する一切の業務 

（3）目的 

不動産信託受益権を通じて当該不

動産の管理、運用及び処分を行い、ま

たは、不動産もしくは不動産信託受益

権を取得する（資産の流動化に関する

法律上の）特定目的会社の出資持分を

取得、保有もしくは処分をすることに

より、その損益を匿名組合員に分配す

る。 

 

３．平成18年11月10日開催の当社取締役会

において、有限会社デリーに対する匿名

組合出資10億円の出資持分についての地

位譲渡が承認されました。 

 

１．当社の連結子会社であるRCA02（ケイマ

ン諸島に本店を置くSPC：特定目的会社）

は、平成19年10月12日付で以下のように

北京国華置業有限公司の出資比率28.5％

を取得いたしました。 

（1）株式取得の目的 

今回の株式取得により、中国にお

ける不動産投資の更なる進展を目的

としております。 

（2）北京国華億業有限公司の概要 

商号：北京国華億業有限公司 

事業内容：不動産開発及び管理 

代表者：房 超 

資本金：35,000万人民元 

（3）取得する株式の概要 

株式の取得先 

魯能英大集団有限公司 

北京国利能源投資有限公司 
取得価額：8,038,946円 

取得後の出資比率：28.5％ 

（4）株式取得の日程 

平成19年10月12日 株式取得 

 

１．平成18年12月21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

デリーに対する匿名組合出資持分を地位

譲渡しております。 

（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日のリプラス・インベ

ストメンツ株式会社の取締役の決定によ

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

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

 

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） 
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前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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）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月より平

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。 

 

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

とを目的としております。 
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前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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） 

───────── ───────── 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、

株式会社東京都民銀

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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６．四半期財務諸表等 
（１）四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末
（平成18年９月30日） 

当第３四半期会計期間末
（平成19年９月30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 2,334,703 1,745,071  2,836,451 

２．売掛金  1,311,866 1,698,836  1,731,252 

３．たな卸資産 ※5 22,481 337,639  302,445 

４．前渡金  289,680 918,144  472,548 

５．未収入金  554,910 976,890  772,486 

６．短期貸付金  1,376,045 2,993,818  4,517,095 

７．立替金  1,475,448 3,215,009  1,537,584 

８．その他  398,243 831,507  591,699 

貸倒引当金  △2,714 △1,616  △1,008 

流動資産合計   7,760,665 42.2 12,715,301 44.2  12,760,555 62.4

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1  273,264 267,303   220,390

２．無形固定資産 ※2  136,477 721,498   151,430

３．投資その他の資産     

（１）投資有価証券 ※2 ─ 1,673,400  1,585,019 

（２）関係会社株式  328,000 1,825,000  328,000 

（３）その他の関係 
会社有価証券 

 7,423,223 10,018,222  4,223,096 

（４）長期貸付金  338,120 200,350  188,350 

（５）関係会社長 
期貸付金 

 1,096,922 ─  173,820 

（６）敷金保証金  1,032,980 1,049,883  820,627 

（７）その他  11,138 10,230,385 310,103 15,076,958  5,897 7,324,810

固定資産合計   10,640,126 57.8 16,065,760 55.8  7,696,630 37.6

Ⅲ 繰延資産   243 0.0 ― ―  ― ―

資産合計   18,401,035 100.0 28,781,061 100.0  20,457,186 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成18年９月30日） 

当第３四半期会計期間末
（平成19年９月30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 ※4･6 4,920,334 6,610,000  2,614,336 

２．一年以内返済予 
 定長期借入金 

※2･6 6,760 456,580  62,270 

３．コマーシャル 
ペーパー 

 2,500,000 2,500,000  2,500,000 

４．未払金 ※2 1,142,667 1,788,615  1,050,170 

５．未払法人税等  67,777 112,321  1,055,367 

６．預り金  989,009 1,004,064  1,002,114 

７．保証履行引当金  325,852 555,277  437,279 

８．賞与引当金  183,318 273,009  ─ 

９．その他 ※7 51,992 503,037  273,922 

流動負債合計   10,187,711 55.3 13,802,907 48.0  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 ※2･5･6 674,000 3,755,295  1,072,500 

３．その他 ※2 4,067 149,231  48,023 

固定負債合計   678,067 3.7 5,904,526 20.5  3,120,523 15.2

負債合計   10,865,779 59.0 19,707,433 68.5  12,115,984 59.2

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   3,266,743 17.7 3,269,144 11.4  3,268,685 16.0

２．資本剰余金     

（１）資本準備金  3,231,414 3,233,816  3,233,356 

資本剰余金合計   3,231,414 17.6 3,233,816 11.2  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  1,289,098 2,818,801  2,014,160 

利益剰余金合計   1,289,098 7.0 2,818,801 9.8  2,014,160 9.8

株主資本合計   7,787,256 42.3 9,321,763 32.4  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 

  △252,000 △248,134   △175,000

評価・換算差額等合
計 

  △252,000 △1.3 △248,134 △0.9  △175,000 △0.8

純資産合計   7,535,256 41.0 9,073,628 31.5  8,341,202 40.8

負債純資産合計   18,401,035 100.0 28,781,061 100.0  20,457,186 100.0
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（２）四半期損益計算書 

  
前第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年９月30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   6,439,612 100.0 9,313,857 100.0  10,495,518 100.0

Ⅱ 売上原価 ※6  1,412,483 21.9 1,337,938 14.4  2,036,276 19.4

売上総利益   5,027,129 78.1 7,975,919 85.6  8,459,242 80.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※6  4,160,602 64.6 6,597,035 70.8  5,847,650 55.7

営業利益   866,526 13.5 1,378,883 14.8  2,611,592 24.9

Ⅳ 営業外収益 ※1  38,242 0.6 142,632 1.5  97,223 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※2  73,669 1.2 148,331 1.6  114,237 1.1

経常利益   831,099 12.9 1,373,183 14.7  2,594,577 24.7

Ⅵ 特別利益 ※3  ─ ─ 31,190 0.4  ─ ─

Ⅶ 特別損失 ※4  ─ ─ ─ ─  216,278 2.0

税引前第３四半期 
（当期）純利益 

  831,099 12.9 1,404,373 15.1  2,378,298 22.7

法人税、住民税及び 
事業税 

※5 346,461 599,732  1,381,510 

法人税等調整額  ─ 346,461 5.4 ─ 599,732 6.5 △212,911 1,168,599 11.2

第３四半期（当期） 
純利益 

  484,637 7.5 804,641 8.6  1,209,699 11.5
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（３）四半期株主資本等変動計算書 

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

 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（千円） 3,265,361 3,230,033 804,460 7,299,856 ─ 7,299,856

第３四半期会計期間中の変動額   

新株の発行 1,381 1,381 ─ 2,762 ─ 2,762

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

株主資本以外の項目の第３四半期

会計期間中の変動額（純額） 
─ ─ ─ ─ △252,000 △252,000

第３四半期会計期間中の変動額合計

（千円） 
1,381 1,381 484,637 487,400 △252,000 235,400

平成18年９月30日 残高（千円） 3,266,743 3,231,414 1,289,098 7,787,256 △252,000 7,535,256

 

 

当第３四半期会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

 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（千円） 3,268,685 3,233,356 2,014,160 8,516,202 △175,000 8,341,202

第３四半期会計期間中の変動額   

新株の発行 459 459 ─ 919 ─ 919

第３四半期純利益 ─ ─ 804,641 804,641 ─ 804,641

株主資本以外の項目の第３四半期

会計期間中の変動額（純額） 
─ ─ ─ ─ △73,134 △73,134

第３四半期会計期間中の変動額合計

（千円） 
459 459 804,641 805,561 △73,134 732,426

平成19年９月30日 残高（千円） 3,269,144 3,233,816 2,818,801 9,321,763 △248,134 9,073,628

 

 

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

 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（千円） 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（千円） 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（千円） 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３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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

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 

①子会社株式及び関連会社株式

同左 

②その他の関係会社有価証券 

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。 

②その他の関係会社有価証券 

───────── 
②その他の関係会社有価証券 

───────── 

１．資産の評価基準

及び評価方法 

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 

匿名組合出資金 

同左 

 ③その他有価証券 ③その他有価証券 ③その他有価証券 

 ───────── 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 

（1）創立費 （1）  ───────── （1）創立費 ３．繰延資産の処理

方法 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。

 （2）開業費 （2）  ───────── （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。

 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）株式交付費 （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。 

同左 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。 
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項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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）貸倒引当金 （1）貸倒引当金 （1）貸倒引当金 ４．引当金の計上基

準 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

同左 同左 

 （2）保証履行引当金 （2）保証履行引当金 （2）保証履行引当金 

 滞納家賃保証事業に係る損失

に備えるため、過去の実績保証

履行損失率を勘案し、損失負担

見込額を計上しております。 

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３四

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３四半期会計期間中の契約締結

に係る契約金額全額を計上してお

ります。 

 

賃貸保証事業の収益は、当第３

四半期会計期間中の契約締結に係

る契約金額全額を計上しておりま

す。 

賃貸保証事業の収益は、当事業

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．リース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

 

同左 同左 

７．重要なヘッジ会

計の方法 
───────── 

 

（1）ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては特

例処理の条件を充たしている

ため特例処理を採用しており

ます。 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針 

主に当社の内規である「市

場リスク管理規定」及び「リ

スク別管理要領」に基づき、

金利変動リスクをヘッジして

おります。 

当第３四半期会計期間にヘ

ッジ対象としたヘッジ手段は

以下のとおりであります。 

ヘッジ手段 

金利スワップ 

ヘッジ対象 

借入金の金利 

（3）ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理によっているため

有効性の評価を省略しており

ます。 

───────── 

 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ８．その他四半期財

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３四半期会計期

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、当事業年度の費用と

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３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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 

当第３四半期会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５

号 平成 17 年 12 月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準適用指針第８号 平成 17

年 12 月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当す

る金額は 7,535,256 千円でありま

す。 

なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当第３四半期会計期間にお

ける四半期貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しております。

 

───────── 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３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

   至 平成18年９月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

   至 平成19年９月30日） 

（四半期貸借対照表） 

前第３四半期会計期間まで流動資産の「その他」に含めて表示

しておりました「短期貸付金」は、当第３四半期会計期間におい

て、資産の総額の 100 分の５を超えたため区分掲記いたしました。

なお、前第３四半期会計期間末の「短期貸付金」の金額は、3,670

千円であります。 

 

当社が運営する匿名組合及び投資法人に対する出資は前第３四

半期会計期間において貸借対照表の「投資有価証券」に含めて表

記しておりましたが、当第３四半期会計期間より、「その他の関

係会社有価証券」として表記しております。 

なお、前第３四半期会計期間の「投資有価証券」に含まれる当

該出資の額は、1,113,160千円であります。また、投資有価証券

7,500千円は「その他」に含めて表示しております。 

 

 
─────────―― 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成19年９月30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 

30,731千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

57,879千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

27,124千円 

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

担保に供している資産 

定期預金 367,547千円 
 

担保に供している資産 

投資有価証券 1,564,500千円

無形固定資産 

（ソフトウェア仮勘定）
183,604千円

合計 1,748,104千円
 

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9,004,299千円

に対して、上記資産を担保に提供して

おります。 

 

担保付債務 

一年以内返済予定 

長期借入金 
234,600千円

未払金 34,185千円

長期借入金 1,948,100千円

固定負債「その他」 

（長期未払金） 
138,046千円

合計 2,354,932千円 

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 

37,526,761千円 
 

保証極度相当額 

56,373,329千円
 

保証極度相当額 

40,491,502千円
 

（2）保証債務 （2）保証債務 （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 
 

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） 

なお、当該債務保証は同SPC

が保有する中国不動産の登記

手続完了時点で解消される契

約となっておりますが、中国当

局における行政手続の遅れに

より、当第３四半期会計期間末

日現在、下記の債務保証残高が

あります。 

32,200,000千円

当社がアセットマネジメント業

務を行うリプラス・レジデンシャ

ル・コンストラクション７号特定

目的会社 

872,000千円

当社がアセットマネジメント業

務を行うリプラス・レジデンシャ

ル・コンストラクション８号特定

目的会社 

1,017,000千円

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） 

1,730,000千円

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 

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３四半期会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度末 

（平成18年12月31日） 

───────── 当社がアセットマネジメント業

務を行う麹町PJ特定目的会社 

150,000千円

当社の主要な子会社であるリプ

ラス・インシュアランス株式会

社 

227,905千円

───────── 

※４．コミットメントライン ※４．コミットメントライン ※４．コミットメントライン 

当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行と当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結しており

ます。これらの契約に基づく当第３四半

期会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行と当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結しており

ます。これらの契約に基づく当第３四半

期会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行と当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結しており

ます。これらの契約に基づく当事業年度

末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

当座貸越極度額 

及び貸出コミッ 

トメントの総額 

3,780,000千円 

借入実行残高 2,157,000千円 

差引額 1,623,000千円 
 

当座貸越極度額 

及び貸出コミッ 

トメントの総額 

3,480,000千円

借入実行残高 2,660,000千円

差引額 820,000千円
 

当座貸越極度額 

及び貸出コミッ 

トメントの総額 

3,780,000千円

借入実行残高 2,071,000千円

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３

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。 

※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
 

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）財務諸表提出会社の短期借入金合

計額のうち180,000千円（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。

※６．財務制限条項 

（1）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。
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前第３四半期会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度末 

（平成18年12月31日） 

─────────── 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） 

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） 

（2） ─────────── （2）財務諸表提出会社の短期借入金合

計額のうち500,000千円（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貸借対照表（または中間貸借対照

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） 

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 

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） 

（2） ─────────── 

（3） ─────────── （3）財務諸表提出会社の短期借入金合

計額のうち180,000千円（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

て該当の借入金額を一括返済するこ

とがあります。 

①連結貸借対照表（または中間連結

貸借対照表）における純資産の部

の金額を、前年同期比75％以上に

維持すること。 

②財務諸表提出会社単体の貸借対照

表における純資産の部の金額を、

前年同期比75％以上に維持するこ

と。 

③連結損益計算書に示される経常損

益が平成19年12月期以降の決算期

において、損失とならないように

すること。 

④財務諸表提出会社単体の損益計算

書に示される経常損益が平成19年

12月期以降の決算期において、損

失とならないようにすること。 

（3）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。 
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前第３四半期会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度末 

（平成18年12月31日） 

─────────── ⑤連結貸借対照表（または中間連結

貸借対照表）上の借入依存度を

70％以下に維持すること。 

⑥財務諸表提出会社単体の貸借対照

表（または中間連結貸借対照表）

上の借入依存度を70％以下に維持

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。 

（4） ─────────── （4）財務諸表提出会社の長期借入金合

計額のうち1,948,100千円、１年以内

返済長期借入金合計額のうち

234,600千円には、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

の借入先に対して該当の借入金額を

一括返済することがあります。 

①連結貸借対照表（または中間連結

貸借対照表）の純資産の部の金額

を、平成17年12月期決算期末日に

おける連結貸借対照表の資本の部

の金額の75％および直前の決算期

末日における貸借対照表の資本の

部の金額または純資産の部の金額

の75％のいずれか高い方の金額以

上に維持すること。 

②財務諸表提出会社単体の貸借対照

表（または中間貸借対照表）の純

資産の部の金額を、平成17年12月

期決算期末日における貸借対照表

の資本の部の金額の75％および直

前の決算期末日における貸借対照

表の資本の部の金額または純資産

の部の金額の75％のいずれか高い

方の金額以上に維持すること。 

③平成18年12月の決算以降の決算に

つき、決算期の末日において連結

損益計算書上の税引後当期損益に

つき、２期連続して損失を計上し

ないこと。 

④平成18年12月の決算以降の決算に

つき、決算期の末日において財務

諸表提出会社単体の損益計算書上

の税引後当期損益につき、２期連

続して損失を計上しないこと。 

（4） ─────────── 

※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３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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 

受取利息配当金 32,328千円 

  
 

受取利息 83,553千円

受取配当金 51,991千円
 

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 62,626千円 

  

  
 

支払利息 131,703千円

支払借入手数料 16,600千円
 

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３四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 15,894千円 

無形固定資産 2,104千円 

  
 

有形固定資産 30,755千円

無形固定資産 25,386千円

 
 

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

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 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３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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３四半期末残高相当額 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び第３四半期末残高相当額 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、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３四半

期末残高 

相当額 

（千円） 

建物 38,355 9,070 29,285 

器具備品 418,691 90,515 328,176 

ソフト 

ウェア 
244,218 46,339 197,878 

合計 701,265 145,925 555,340 

 

 取得価額  

相当額 

（千円）

減価償却

累計額

相当額

（千円）

第３四半

期末残高

相当額

（千円）

建物 38,355 15,626 22,729

器具備品 654,999 199,969 455,029

ソフト 

ウェア 
533,683 150,562 383,121

合計 1,227,039 366,158 860,881

 

 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３四半期末残高相当 

額等 

未経過リース料第３四半期末残高相当 

額 

（2）未経過リース料第３四半期末残高相当

額等 

未経過リース料第３四半期末残高相当

 額 

（2）未経過リース料期末残高相当額等 

 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 130,007千円 

１年超 436,673千円 

合計 566,680千円 
 

１年内 237,230千円

１年超 644,337千円

合計 881,567千円
 

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 100,767千円

減価償却費相当額 90,578千円

支払利息相当額 15,985千円
 

支払リース料 188,635千円

減価償却費相当額 172,510千円

支払利息相当額 23,649千円
 

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 420千円

合計 2,100千円
 

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 



株式会社リプラス（8936） 平成 19 年 12 月期 第３四半期財務・業績の概況 

 50

（有価証券関係） 
前第３四半期会計期間末（平成 18 年９月 30 日現在） 

子会社株式及びその他の関係会社有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円） 
当第３四半期貸借 

対照表計上額（千円） 
差額 （千円） 

（1）その他有価証券    

①株式 ― ― ― 

②債券 ― ― ― 

四半期貸借対照表計上

額が取得原価を超えな

いもの 

③その他 1,750,000 1,498,000 △252,000 

 合計 1,750,000 1,498,000 △252,000 

 
当第３四半期会計期間末（平成 19 年９月 30 日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 
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。 
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（１株当たり情報） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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 26,627円29銭 

１株当たり第３四半

期純利益金額 
1,722円92銭 

潜在株式調整後１株

当たり第３四半期純

利益金額 

1,623円88銭 

 

 

１株当たり純資産額 31,214円64銭

１株当たり第３四半

期純利益金額 
2,771円49銭

潜在株式調整後１株

当たり第３四半期純

利益金額 

2,702円60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３四半期

会計期間における１株当たり情報は、それ

ぞれ以下のとおりになります。 

 当社は平成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３四半期 

会計期間 
前事業年度 

１株当たり純資産

額 

4,377円30銭 

１株当たり純資産

額 

26,249円60銭 

１株当たり第３四

半期純利益金額 

868円87銭 

１株当たり当期純

利益金額 

2,312円21銭 

潜在株式調整後１

株当たり第３四半

期純利益金額 

790円69銭 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額 

2,106円63銭 
 

  

前事業年度 

１株当たり純資産額 

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株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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（千円） 7,535,256 9,073,628 8,341,202 

純資産の部から控除する金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る第３四半期末（期末）の純資 

産額（千円） 
7,535,256 9,073,628 8,341,202 

第３四半期末（期末）の普通株式の数（株） 282,990 290,685 289,038 

２．１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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３四半期（当期）純利益金額    

第３四半期（当期）純利益（千円） 484,637 804,641 1,209,699 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る第３四半期（当期） 

純利益（千円） 
484,637 804,641 1,209,699 

期中平均株式数（株） 281,289 290,328 281,965 

    

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当 

期）純利益金額（千円） 
    

第３四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ― ― 

普通株式増加数（株） 17,157 7,401 16,473 

（うち新株予約権） （17,157）  （7,401） （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３四半期（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

─────── 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 

同左 
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（重要な後発事象） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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10月31日開催の当社取締役会

の決議に基づき、以下のようにRCA01（特

定目的会社：SPC）に対し貸付を行ってお

ります。 

（1）貸付額   18億３千万円 

（2）貸付利率  1.875％ 

（3）貸付期間  平成18年10月31日より 

平成19年１月31日 

 
２．平成18年10月31日開催の当社取締役会

の決議に基づき、以下のように有限会社

カルカッタに対する匿名組合出資20億円

の出資持分について全持分の地位譲渡を

行っております。 

（1）当初の匿名組合出資の内容 

①出資先   有限会社カルカッタ 

②契約締結日 平成18年６月28日 

③出資総額  20億円 

（2）地位譲渡の内容 

①譲渡日   平成18年10月31日 

②譲渡総額  20億円 

 

３．平成18年11月10日開催の当社取締役会

において以下のように合同会社リプラ

ス・レジデンシャル・コンストラクショ

ンマネジメントに対し匿名組合出資を行

うことを決議いたしました。 

（1）出資額   17億４千万円 

（2）出資先の概要 

合同会社リプラス・レジデンシャ

ル・コンストラクションマネジメ

ント（特定目的会社：SPC） 

①不動産の売買、交換、賃貸、所有及

びその仲介並びに管理 

②不動産に関する信託受益権の売買、

交換、保存及び管理 

③前各号の事業を目的とする会社の出

資持分の取得及び処分 

④前各号に附帯する一切の業務 

（3）目的 

不動産信託受益権を通じて当該不

動産の管理、運用及び処分を行い、ま

たは、不動産もしくは不動産信託受益

権を取得する（資産の流動化に関する

法律上の）特定目的会社の出資持分を

取得、保有若しくは処分をすることに

より、その損益を匿名組合員に分配す

る。 

 

４．平成18年11月10日開催の当社取締役会

において、有限会社デリーに対する匿名

組合出資10億円の出資持分についての地

位譲渡が承認されました。 

 

───────── １．平成18年12月21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

デリーに対する匿名組合出資持分を地位

譲渡しております。 

（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19年１月５日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。

 

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

らの借入れに対す

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３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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月より

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３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30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し

ております。 

  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、株式会社東京都

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 

 
 


