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（百万円未満切捨て） 
１．19 年 12 月期の連結業績（平成 19 年１月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 
(1)連結経営成績                           （％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 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

19 年 12 月期 35,128    205.9 3,373     21.0 3,048    18.1 1,183    7.3 
18 年 12 月期 11,482     91.9 2,788     74.1 2,580    78.2 1,103    62.9 

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後

1 株当たり当期純利益
自 己 資 本 

当期純利益率

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

営業利益率 
  円 銭  円 銭 ％ ％ ％

19 年 12 月期 4,075  46  3,912  77 13.9 3.9 9.6 
18 年 12 月期 3,915  11  3,699  00 14.2 6.3 24.3 

（参考）持分法投資損益 19 年 12 月期     ４百万円   18 年 12 月期  ― 百万円 
 
(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 88,159 8,999 10.0 29,924  78 
18 年 12 月期 69,211 8,269 11.8 28,291  71 

（参考）自己資本    19 年 12 月期   8,841 百万円   18 年 12 月期 8,177 百万円 
 
(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 3,029 △34,646 8,658 24,202 
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 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 

（連結）
  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

18 年 12 月期 ― ― ― ― ― ― 
19 年 12 月期 ― 1,000 00 1,000 00 295 24.5 3.4 

20年 12月期（予想） ― 1,000 00 1,000 00  9.8  
 
 
３．平成 20 年 12 月期の連結業績予想（平成 20 年１月 1日～平成 20 年 12 月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 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

中 間 期 13,500 59.3  1,700 △4.3 1,450 △16.2 1,000 △14.9  3,384 61 
通   期 70,000 99.3  6,000 77.9 5,500  80.4 3,000 153.4  10,153 83 
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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） ― 

（注） 子会社の詳細は、「２．企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（｢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｣に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無 

② ①以外の変更        無 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 
期末発行済株式数

（自己株式を含む） 
19年12月期 295,455株 18年12月期 289,038株 

② 期末自己株式数 19年12月期 ―株 18年12月期 ―株 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、「注記事項 （１

株当たり情報）」をご覧ください。 
 
(参考)個別業績の概要 
 

１.19 年 12 月期の個別業績(平成 19 年１月１日～平成 19 年 12 月 31 日) 
(1)個別経営成績                           （％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 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％  百万円  ％

19 年 12 月期 12,307    17.3 1,434  △45.1 1,817  △30.0 685 △43.3 
18 年 12 月期 10,495    85.7 2,611    91.1 2,594   113.5 1,209  105.7 

 
 １株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益        

 円 銭 円 銭

19 年 12 月期 2,361  29 2,267  03 

18 年 12 月期 4,290  25 4,053  44 
 

(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 28,655 8,759 30.6 29,646   51 
18 年 12 月期 20,457 8,341 40.8 28,858   50 

（参考）自己資本    19 年 12 月期   8,759 百万円  18 年 12 月期 8,341 百万円   
２．平成 20 年 12 月期の個別業績予想（平成 20 年１月１日～平成 20 年 12 月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期増減率） 
 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

中 間 期 7,300 13.3  300 △75.1 180 △85.3 100 △86.1  338 46 

通   期 16,000 30.1  1,200 △34.6 900 △50.1 540 △21.3  1,827 69 

 
 

※ 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株当たり予想当期純利益は、平成 19 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。 
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１． 経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業業績の堅調な伸びとともに設備投資増加などにより

景気改善が期待される一方で、米国でのサブプライムローン問題（信用力の低い個人向け住宅融資）

に端を発した世界的な金融市場の混乱や原油高騰が続くなか、国内での消費財の値上げや雇用所得

の伸び悩みなどによる個人消費の落ち込みが続き、いまだ景気低迷感のぬぐえない状況となってお

ります。 
当企業集団の属する不動産業界におきましてもサブプライム問題の影響により資金調達に課題

が生まれる兆しが出てくるなど不動産市況の先行きに警戒感が高まりつつある一方で、不動産の流

動性や透明性が高まったことなどにより国内外からの投資資金をひきつけております。 
また、順調な伸びを示す企業収益を背景に都心部を中心に賃貸オフィスへの需要は高水準なレベ

ルを維持しながらも、その一方では一般住宅投資が大幅な落ち込み傾向にあり、かつ競合他社の参

入増加などによる競争環境の激化などの不安定要素があるものの、レントゴー事業も有する当企業

集団にとって事業機会は順調に拡大していると考えております。 
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、賃貸住宅にかかわる保証・保険サービスの提供事業である「レントゴー事業」、

及び不動産ファンドのアセットマネジメント事業である「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。 

レントゴー事業は、規模が拡大するほど収益率が向上する収益逓増の法則が働くビジネスモデル

であり、家賃回収インフラとなることを目標としております。一方、アセットマネジメント事業は、

専門性を持つチーム、差別化された投資戦略が規模拡大と収益性をもたらすビジネスモデルであり、

資金運用の信頼機関としてのリーディングポジションを確立することを目標としております。双方

ともに賃貸住宅に関わる領域を主たる対象としており、市場情報・構造に対する理解の高まりに関

する補完関係が存在し、両事業間でシナジー効果が発揮されております。 

なお、レントゴー事業は、平成 19 年 10 月 25 日をもって、賃貸保証事業からレントゴー事業へ名

称変更しております。 

 

（レントゴー事業） 

平成 15 年４月より開始したレントゴー事業では、不動産賃貸借契約に関わる滞納家賃保証シス

テムの提供及び賃貸住宅管理会社の家賃回収業務などの業務受託を行っており、賃貸住宅管理の

業界におけるデコンストラクション（特定の業務に特化した業者が登場することによる業界バリ

ューチェーンの再構成）の流れの上に位置づけられる事業であります。 

当社の提供する賃貸住宅の滞納家賃保証システムは、被保証者である賃貸住宅入居者へのサー

ビスのみならず、多数の物件を管理する賃貸住宅の管理会社に対するサービス提供の側面を持っ

ております。実際には当社が入居者に直接営業するのではなく賃貸住宅管理会社が入居者に対し

て当社の保証を紹介することにより契約者の拡大が促進されております。 

また、賃貸住宅入居中のリスクをヘッジする家財保険を取り扱う事業及び契約者の退去時の自

然減耗に対する修繕サービスである原状回復業務サービスを加えることにより、 終的には家賃

の回収インフラたる位置付けを目指しております。 

 

当連結会計年度における具体的な取り組みは以下のとおりであります。 

１）大手賃貸住宅管理会社との提携 

滞納家賃保証システムを提供する上で、継続的な保証申込が行われる顧客基盤が必要とな

ります。賃貸住宅の流通において、保証引受件数の増大、優良顧客の獲得、将来の更なる成

長性の確保を目指すべく、大手賃貸住宅管理会社に加え、一定以上の管理戸数を有する賃貸

住宅管理会社を中心に入居希望者に対するブランド力を持つ様々な企業との提携を推進しま

した。また、その結果、収納代行型契約が増加しております。 

 

２）提携先管理会社における利用率向上 

事業への参入障壁を築く上で、大手賃貸住宅管理会社における当社サービスの利用度合い

を高めることは有効であります。したがって、新規の開拓営業よりも、利用が開始された次

のステージである大手賃貸住宅管理会社内での利用率の向上を目指しており、平成 19 年５月

には営業部門を首都圏第一営業部、首都圏第二営業部、支店営業部の三部体制といたしまし

た。また、営業推進室、事業推進室、商品開発室を新設し、ハウスメーカー系やエリア№１
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をはじめとする大手賃貸住宅管理会社の攻略に、より一層特化した体制を整えております。

こうした体制の下、個社ごとの状況を勘案した個別の提案活動を行うことにより、大手賃貸

住宅管理会社における導入地域が拡大しております。 

 

３）業務処理能力の抜本的な拡充と組織体制の変更 

レントゴー事業における今後の急速な業務量拡大、商品スキームの高度化に対応するため、

平成 17 年 12 月より全面再構築した業務システムの運用の安定化に努めると同時に、社内業

務フローの強化に乗り出しております。併せて組織改変を実施し、平成 19 年５月に管理本部

の計数管理を行う業務推進課を新設。同年６月には営業本部営業事務センターと管理本部業

務センターを統合して管理本部事務集中センターを新設、営業と管理に分離していた事務部

門を統一・連携させたほか、商品別プロジェクトチームを設けて、業務の効率化を図ってお

ります。 

 

４）カバーエリアの拡大と業務効率化 

当連結会計年度におきましては、本社及び支店などの 14 営業拠点に加え、京都府及び長野

県に営業拠点を開設し、合計 16 拠点とし、督促の拠点としてのサテライトオフィスについて

は、岐阜県、千葉県をはじめとした７拠点を開設し、合計 16 拠点として、ほぼ全国をカバー

する支店・サテライトオフィス網を確立いたしました。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。 

 

５）少額短期保険業への進出を開始 

平成19年 10月 25日に家財保険専門の少額短期保険業者として、関東財務局の登録を受け、

当社の 100％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 日付でリプラ

ス・インシュアランス株式会社が商号変更）を通じて、少額短期保険事業へ参入をいたしま

した。当社は、賃貸住宅の入居者が抱える様々なリスクをコントロールするインフラとして

の社会的役割を担っているとの認識のもとで、レントゴー事業の営業ネットワークや業務プ

ロセスを極力活用し、レントゴー事業の取引先である賃貸住宅管理会社などを保険代理店と

して、家財保険を販売いたします。家財保険事業においては、効果的なマーケティング活動

及びコストの効率化を図ることで、賃貸保証と家財保険の両面での事業拡大を目指します。 

 

以上より、大手賃貸住宅管理会社との提携及び導入地域の拡大が進み、囲い込み対象となる住

宅の総数は増え、結果として、新規獲得件数は堅調に推移しております。 

 

（アセットマネジメント事業） 

アセットマネジメント事業は、不動産ファンドのアセットマネジメント、すなわち、自己資本

をその主たる資金として不動産の売買を実行するのではなく、投資家の資金運用を支援すること

により運用手数料・成功報酬などを受取る事業であります（ただし、連結対象となる SPC（特別

目的会社）は除きます）。したがって、リプラスという成長途上の企業のバランスシートに制約を

与えず、規模拡大を図ることができます。 

不動産金融事業のプレイヤーとしての当企業集団の特徴は、１）安定的かつ継続的な収益の拡

大を目指しており、賃貸住宅を主たる対象とし、投資物件の転売によるキャピタル・ゲインより

も中期的な安定配当をもたらす家賃収入に着目するという投資スタンスを取っていること、２）

収益物件のみならず不動産の再生・付加価値向上を投資収益確保の手法に組み込んでいることに

より、崩れにくい収益基盤を確保しやすいこと、の２つがあります。また、併せて、海外の不動

産をアセットに組み入れることにより、アップサイドの収益を狙っております。 

 

当連結会計年度における具体的な取り組みは以下のとおりであります。 

１）賃貸住宅のポートフォリオ構築 

従来の他社に見られる収益物件の組込み分野においては、優良物件の取得競争が激しくな

っておりますが、賃貸保証事業における提携先をはじめ、新たな物件取得ルートを確保でき

たことなどから、また再生・開発型の投資においては、必要とされる物件の事前デューデリ

ジェンス・建築確認申請ノウハウなどにおいて、特殊な知見を当企業集団が保有しているた

め、他社と競合しない物件獲得が実行できております。具体的には投資対象資産を賃貸住宅

に特化し、更にそれをユーザーニーズから主に３つの市場、すなわち「都心コンパクト」、「駅

近ワンルーム」、「郊外ファミリー」に分類した分散投資を行うとともに、賃貸保証事業にお
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けるリレーションを活かして全国分散投資を行い、資産の分散と地域分散というポートフォ

リオの構築が進んでおります。 

 

 

２）持ち続ける資産 

当企業集団の AUM（管理下資産）に入った資産のうち、今までに転売を実行した資産は、

数パーセントに留まっております。また、複数の国内年金基金をはじめとする中長期保有を

通じて家賃収入に基づく配当確保を目的とする機関投資家を獲得しております。 

 

３）事業枠組み構築の進展 

REIT（不動産投資信託）の外部成長を図る事業の枠組みが確立されました。 

Ａ：REIT 事業の確立 

当企業集団は、継続的に拡大し続ける事業を志向しております。したがって、REIT と

いう器を事業枠組みの中に保有することで、AUM の途切れない増大を行う形への移行を目

指しております。当社の連結子会社であるリプラス・リート・マネジメント株式会社が

その資産運用を受託するリプラス・レジデンシャル投資法人は、平成 19 年４月に新投資

口発行を国内募集及び欧州を中心とする海外市場における海外募集で行い、約 195 億円

の資金調達を行い、また、平成 19 年 11 月 13 日に第２回無担保投資法人債 40 億円の発

行を決定し、40 億円の資金調達を実施し、新たな物件の組込みを実施いたしました。平

成 19 年 12 月末における運用資産規模は 129 物件、約 1,152 億円となっております。 

 

Ｂ：ウェアハウジングファンド及びコンストラクションマネジメントファンドの運用進展 

REIT に物件を効率的に組み込んでいくためには、その前段階として機動的に物件を取

得し、「賃貸に係るリスク」と「開発に係るリスク」を担うファンドが必要となります。

大規模修繕や稼働率改善などの必要な調整を施した上で、送り出すウェアハウジング＝

倉庫のような役割をした器であるリプラス・レジデンシャル・ウェアハウジングファン

ドと、当社の特徴のひとつである再生・開発型投資の効率化と促進を図るため、遊休不

動産、ディストレス不動産、土地を対象とした全国の不動産を取得し、再生、大規模改

修や新築工事を行い、REIT 側の投資基準に合う投資対象物件とするまでの間の保有を目

的としたリプラス・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がそれ

らの役割を担っております。 

 

Ｃ：スペシャル・シチュエーションの進行 

従来の賃貸住宅の進展した形として、シェアオフィス、サービスアパートメント（中

長期滞在型賃貸住宅）、店舗などから成る複合施設の開発型案件が進行しております。従

来の安定した配当を担うポートフォリオの上で、景気連動型のアセットクラスを取り込

むことで、配当の上振れを狙い、また、東京都心部における小規模良質な住宅に付け加

え、物件取得基準が更に独特なものとなる新規アセットクラスを取り込むことで、外部

成長のスピードに加速をつけることを目的としております。 

 

Ｄ：東アジア地域を中心とした海外投資戦略の枠組みの進展 

当企業集団社では東アジア地域における成長力に着目し、当地域への投資ポートフォ

リオを構築しております。高成長を続ける東アジア地域においては、景気に連動するア

セットである大規模な商業施設、オフィスビルなどから成る複合施設やサービスアパー

トメントに投資することにより、アップサイドの収益実現を目指しております。中国国

内不動産を投資対象とした資金運用支援事業を行う当社連結子会社であるリプラス・チ

ャイナ・アセットマネジメント株式会社は、既に平成 18 年４月に約 500 億円となる第１

号ファンドを組成し、当該ファンドに組み込まれた中国北京経済中心地域であるチャイ

ナセントラルプレイスのオフィスビル２棟は、平成 19 年２月に竣工し、リーシングは順

調に推移しております。また、平成 19 年 10 月に、中国における不動産投資の更なる進

展を目的として、不動産開発を営む北京国華置業有限公司の持分 28.5％を、特別目的会

社（SPC）を通じて取得し、新たなるパイプラインを獲得いたしました。平成 19 年６月

には当社が管理する特別目的会社（SPC）を通じて、韓国ソウル市中心部の汝矣島(ヨイ

ド)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し、同年

７月には、これら東アジア地域における投資戦略の拠点となる RE-PLUS SINGAPORE ASSET 

MANAGEMENT PTE.LTD.を設立いたしました。 
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４）物件を継続的に取得するパートナーシップネットワークの構築 

REIT 適格物件を継続的に取得していくために、全国規模での様々な地場デヴェロッパーと

の提携を推進してきました。各社に当社側の物件取得基準を開示した上で、当社向けの物件

を建築してもらうことにより、物件の確保を進めるものです。また、上場している不動産企

業との業務提携も積極的に進め、当社の運用する不動産ファンドへ組み入れる物件の建築工

事を年間一定額発注したり、REIT の投資基準に適合する不動産については、優先的な情報提

供及び交渉権が付与されるといった提携関係も構築いたしました。 

 

以上より、当連結会計年度末において、AUM 約 1,850 億円を新規で獲得し、総額で約 3,800 億

円に達しました。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。 

なお、匿名組合出資持分の売却に伴い特別損失にその他の関係会社有価証券売却損を 425,760

千円計上しております。 

 

これらの結果、当連結会計年度の売上高は 35,128,971 千円（前年同期比 205.9％増）、経常利益

は 3,048,874 千円（同 18.1％増）、当期純利益は 1,183,959 千円（同 7.3％増）となりました。 

 

当連結会計年度の部門別の売上高及び構成比は、以下のとおりとなっております。 

 売上高（千円） 構成比（％） 

レントゴー事業 7,327,895 20.9 

アセットマネジメント事業 27,801,076 79.1 

合計 35,128,971 100.0 

 

（次期の業績予想について） 

わが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱に呼応し、

景気の低迷感がぬぐえない状況になっていると思われます。当企業集団の事業領域である不動産業

界においては、地価は上昇に転じ、東京都心部を中心にした地価の上昇、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を背景として、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、レントゴー事業においては、集金代行サービス、家財

保険及び原状回復業務サービスなどによる商品枠組みの拡充を図りながら、賃貸住宅管理会社や賃

貸住宅仲介会社に向けて、当社の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

る浸透を図ってまいります。加えて、督促の拠点としてサテライトオフィスを設置し、コールセン

ターによる督促業務を行うことで業務効率化を図っております。一方で、更なる事業規模の拡充を

支えるための、情報システムの進化に関わる投資やプロモーション投資を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や他の事業会社との更なる提携

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、中国のみならず東アジア地域に投資対

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まいります。 

また、平成 19 年９月 30 日の金融商品取引法の施行に伴い、アセットマネジメント事業を当社が

戦略を担い、子会社各社が事業を遂行する体制に機能分化させ、組織の再構築を行いました。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、レントゴー事業は、平成 20 年度新規獲得件数 41 万件を見込み、13,400 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 20 年度末には

5,200 億円の運用を見込み、56,600 百万円の売上高を見込んでおります。また、事業領域全般にわ
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たり、当初の予定よりも業務効率が向上していることに伴い、売上高に対するコスト水準が引下げ

られる見通しです。 

 

以上より、平成 20 年度は売上高 70,000 百万円、営業利益 6,000 百万円、経常利益 5,500 百万円、

当期純利益 3,000 百万円を見込んでおります。 

 

（業績予想に関する留意事項） 

この資料に記載されている予想数値は、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。 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における資産につきましては、88,159,957 千円（前連結会計年度末

69,211,448 千円）、となりました。これは、主に、現金及び預金、たな卸資産、その他の関係会社

有価証券などであります。負債につきましては、79,160,711 千円（前連結会計年度末 60,941,574

千円）となりました。これは、主に、短期借入金（１年以内返済予定長期借入金を含む）及び匿

名組合預り金、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、8,999,246 千円

（前連結会計年度末 8,269,873 千円）となりました。 

 

②当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、連結の範囲の見直

しを行った結果、前連結会計年度末比 8,797,353 千円減少し、24,202,649 千円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は 3,029,041 千円（前年同期 1,011,574

千円使用）となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益が 2,324,678 千円計上され、

たな卸資産が 5,017,036 千円増加したものの、立替金の増加額が 2,481,216 千円、法人税等の支

払額が 2,090,429 千円計上され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） 

当連結会計年度において投資活動により使用した資金は 34,646,541 千円（前年同期 8,725,520

千円使用）となりました。これは主として、連結子会社有価証券の売却に伴う支出 28,757,280

千円、その他の関係会社有価証券の取得による支出が 9,437,464 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） 

当連結会計年度において財務活動により獲得した資金は 8,658,165 千円（前年同期 40,062,534

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 12,130,000 千円、コマーシ

ャルペーパー発行による収入が 5,500,000 千円あったものの、コマーシャルペーパー返済による

支出が 5,500,000 千円あったことによるものであります。 

 

なお、当企業集団のキャッシュ･フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

  平成 17 年 

12 月期 

平成 18 年 

12 月期 

平成 19 年 

12 月期 

自己資本比率 （％） 61.0 11.8 10.0 

時価ベースの自己資本比率 （％） 989.5 118.6 40.2 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 （年） ─ ─ 15.3 

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） ─ ─ 8.42 

自己資本比率：自己資本／総資産 
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時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債

のうち利子を払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、

連結キャッシュ･フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

※ 平成 17 年 12 月期及び平成 18 年 12 月期において、キャッシュ・フロー対有利子負債比

率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは営業活動によるキャッシュ・フローがマイ

ナスのため記載しておりません。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当企業集団は利益配分につきましては、経営の 重要課題としてとらえ、将来の事業展開と経営

基盤の強化に備え企業体質の強化を図るため内部留保金を確保しつつ、各期の経営成績を考慮に入

れて配当を行うことを基本方針としております。今後も成長を継続させ企業価値を高めてまいりま

すが、同時に当社株式を保有していただく株主への利益還元策の一環として、平成 19 年 12 月期の

期末配当を実施することを平成 20 年３月開催予定の第６回定時株主総会に付議することを決議い

たしました。 

今後は、当企業集団の連結業績、並びに当社株価の状況等を総合的に検討した上で配当を実施し

てまいります。なお、次期については１株当たり 1,000 円を予定しております。 

 

（４）事業等のリスク 

当企業集団の事業展開上のリスクについて投資家の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる主な

事項には以下のようなものがあります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項に

ついても、投資判断上あるいは当社の事業活動を理解するうえで重要であると考えられる事項につ

いては、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社は、これらのリスク

発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存でありますが、

当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容もあわせて、慎重に検討し

たうえで行われる必要があると考えております。また、以下の記載は当社株式への投資に関連する

リスクを全て網羅するものではありませんので、ご留意下さい。なお、文中における将来に関する

事項は、当連結会計年度末において当社が判断したものであります。 

 

<当企業集団の事業を取り巻く経営環境について（アセットマネジメント事業）> 

（1）不動産市況の動向 

不動産市況の動向は当社のビジネスに重要な影響を与えます。不動産流動化のマーケット規模

は拡大傾向にあり、また特に東京をはじめとする都心部においては、不動産による賃料収入は比

較的堅調な推移を見せています。しかし、今後の金利動向や経済状況によっては、不動産市況が

低迷することも考えられ、その場合には、当企業集団の事業遂行に大きな影響を与える可能性が

あります。 

 

（2）アセットマネジメント事業としての特性 

当企業集団では、不動産資産及びその再生を通じて投資資金の運用支援を行っております。当

企業集団は、機関投資家等のアセットマネージャーとして運用資産残高に応じてアセットマネジ

メントフィーを受取るほか、年間運用利益に応じてインセンティブフィーを受取っております。

不動産ファンドは出資金の元本や収益を投資家に保証するものではなく、あくまでも自己責任原

則が前提となっております。また、種々の案件については綿密な精査を行い、収益性を勘案して

取引を行っております。しかしながら、不動産市況の低迷や、競争環境の激化によりファンド運

用成績が低迷した場合、当社が保証責任等を負うものではありませんが、当企業集団のアセット

マネジメント業務に対する評価が下がるリスクがあり、その結果、当社の業績に影響を与える可

能性があります。 

 

（3）金利の動向 

当企業集団の事業運転資金の調達は、比較的金利の低い短期負債が主であり、金利上昇による

収益に与える影響は少ないと考えておりますが、今後金利が想定外に上昇した場合には、資金調
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達コストの増加や投資家の期待利回りの上昇といった事象が予想され、その結果、当企業集団の

業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

アセットマネジメント事業につきましては、ファンド収益が金利動向などの影響を受けるほか、

他の金融商品・投資商品との運用パフォーマンスやリスク特性等の比較において、相対的に魅力

を低下させた場合には、ファンド組成の計画に影響を受け、事業拡大を妨げる要因となり、当企

業集団の業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（4）競合について 

従来型の資産運用手法の限界に直面した機関投資家のオルタナティブ投資、なかでも不動産関

連商品への関心が強く、この分野へのビジネスチャンスは今後とも維持されていくものと想定さ

れます。また、平成 19 年９月 30 日に施行された金融商品取引法により、いわゆる不動産ファン

ドも集団投資スキームとしてその規制の対象となり、アセットマネージャーについても「投資運

用業」あるいは「投資代理・助言業」の認可あるいは登録が必要となりました。この結果、アセ

ットマネージャーの選別がおこるものと予想されますが、依然として優良な物件については獲得

競争が激しい状況です。 

 こういった競争環境の下で、将来的に案件の獲得競争や価格競争の激化を通じて当企業集団の

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 そのようなリスクに対しては、当企業集団の一貫したサービスや組織的・機能的な運営、パー

トナーとのアライアンス、更に機関投資家との広範かつ親密なネットワークを活用するとともに、

手掛ける市場や案件の選択と集中によって競争力の維持・向上を図っておりますが、競合他社と

の差別化による優位性が十分に確立できていない結果となる場合には、当企業集団の業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

 

（5）ノンリコース融資の例外となる補償について 

当企業集団が投資家のために投資資産を取得するにあたり、通常、当企業集団は投資家のため

SPC（特定目的会社）を利用して資産を取得します。その場合、投資家は SPC に対し自己資金の

出資を行うとともに、同 SPC が金融機関からのノンリコース条件（貸し手が出資者に対し求償権

を持たず、投資対象資産からのキャッシュ・フローのみを元利返済の原資とする条件）のローン

により資金調達を行います。このような資金調達において、資金の貸し手は、通常前記のノンリ

コース条件に対する例外として、借り手及び借り手側の関係者（アセットマネージャーとしての

当企業集団も含む）の詐欺行為や故意・重過失による不法行為または環境汚染等を理由として貸

し手に発生した損害等を補填する補償を当社に要求します。当企業集団の責任は、SPC のローン

債務の履行を一般的に保証するいわゆる保証履行義務ではなく、当企業集団の故意・重過失、詐

欺行為など例外的事由が現実に発した場合にのみ問題になるものですが、その限りにおいて当企

業集団はリスクを負担しており、その結果、当企業集団の業績に影響を及ぼす可能性があります。

ただし、当社設立以来当企業集団にこのようなリスクが現実化したことはありません。 

 

（6）海外の不動産を対象としたアセットマネジメント事業について 

当企業集団のアセットマネジメント事業におきましては、投資対象を日本国内の賃貸住宅にほ

ぼ特化して不動産ファンドのアセットマネジメント事業を展開してまいりましたが、現在では、

併せて海外の不動産開発を投資対象とした資金運用支援事業も行っており、当該事業が計画どお

りに進捗しない場合、当企業集団の業績に影響を与える可能性があります。 

 海外の不動産を対象とする分野においては、以下に掲げるリスク要因が内在しており、これら

のリスク要因が顕在化した場合、当企業集団の業績に影響を与える可能性があります。 

①事業活動に不利な政治的要因の発生 

②予想できない許認可、通商制限、為替管制、税制等の公的規制の変更 

③固有の商習慣等による制限 

④不動産市況、為替等の変動 

⑤暴動、伝染病、ストライキその他の要因による社会的混乱 

⑥不動産開発に伴う物件の欠陥・瑕疵 

 

（7）連結の範囲について 

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
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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。 

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。 

 

<当企業集団の事業を取り巻く経営環境について（レントゴー事業）> 

（1）多額の偶発債務の発生可能性について 

当社の賃貸住宅に関わる滞納家賃保証業務においては、不動産賃借人の家賃債務に関する連帯

保証を賃借人の委託をもとに引受けます。仮に、当該不動産賃借人に家賃の遅延・滞納が起きた

場合には、当社が機関保証を付与した保証会社として不動産賃貸人への代位弁済を行います。こ

のことにより滞納時の家賃に対して保証を行います。機関保証を引受ける業務である以上、未回

収金の発生を避けることができません。 

当社はこのビジネス上のリスクに対して過去の未回収金の発生状況を分析することにより適

切だと想定される保証料率を設定しております。なお、当社が通常不動産賃借人と締結する保証

委託契約において、賃料等を滞納し、その合計金額が賃料の２ヵ月分以上に達したとき等所定の

条件に該当した場合には、賃借人は当社に対し、賃借人に代わって、賃貸借契約を解除したうえ

で賃貸物件を明け渡す権限を授与するものとして、損害額の限定を図っております。また、損害

額を更に限定させるために実際発生損害額の一部を負担する保険に加入しております。 

しかしながら、未回収の発生の割合が経済環境の予想し難い激変等何らかの理由により上昇す

ることが起こった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

（2）競合について 

連帯保証という枠組みを維持しながら、滞納家賃保証を一つの業務システムとして提供してい

る競合会社は、現在のところは見当たりません。 

しかしながら、連帯保証人代行業を行っている小規模な法人が、経営陣の刷新、組織的アプロ

ーチ手法の獲得及び資本の抜本的増強などにより信用補完を実現した場合には、当社と競合しう

る滞納家賃保証事業へと発展する可能性が存在します。また、一部の上場企業またはその関連企

業が滞納家賃保証の提供を開始し始めております。 

当社としては、組織能力の向上、商品開発の推進などにより、先行者利得を更に拡大するべく

努力する所存でございますが、当社の競合環境の激化などを通じ、当社の業績に影響を与える可

能性があります。 

 

(3) 再保険に関するリスク 

滞納家賃保証業務における未回収金の発生や家財保険業務における保険金支払に対する負担

の一部について、再保険を活用することにより他の保険会社に移転し、リスク分散を図っており

ますが、再保険市場の需給が極度に逼迫した場合や出再先の再保険会社における信用リスクが顕

在化した場合などには、再保険料の高騰や十分な再保険が手当できないなど、当企業集団の業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(4) 予測不能な損害の発生による影響 

保険事業は、売上原価が保険金等の支払によって事後的に確定する性質を有しており、大数の

法則が有効に機能しない予測不能な損害の発生によって、経営成績及び財政状態などに重要な影

響を及ぼす可能性があります。 

 

(5)個人情報保護について 

レントゴー保証事業においては、多数の個人情報を扱っております。当社としては、個人情報

へのアクセス権限の制約など、内部の情報管理体制の徹底により個人情報の保護に注力しており

ますが、不測の事態により、個人情報が流出した場合には当社の業績に影響を与える可能性があ

ります。 

 

(6) その他のリスク 

上記のほか、災害等の発生、コンピューター・システムの障害による業務の停止、不正行為・

法令違反などによるお客様からの信頼の喪失、あるいはこれらを原因として当局から行政処分を
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受けるなどにより、当企業集団の経営成績及び財政状態などに重要な影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 

<当社の事業体制について> 

（1）組織体制について 

当企業集団は、平成 19 年 12 月末現在での従業員数がレントゴー事業 628 名、アセットマネジ

メント事業 213 名、経営管理本部など 102 名、内部監査室 13 名の計 956 名で構成される組織と

なっており、内部管理体制も当該組織規模に応じた体制となっております。今後、事業拡大に伴

い人員増強を図り、内部管理体制もあわせて強化・充実させていく方針ですが、事業の拡大及び

人員の増加に適時適切に組織的対応ができなかった場合は、結果として当企業集団の事業遂行及

び拡大に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

（2）人材の獲得について 

当社は、レントゴー事業及びアセットマネジメント事業を中心に展開しており、これらの事業

に関する高度な知識と組織力に基づく競争力のあるサービスを提供していくためには、優秀な人

員確保及びその育成が不可欠となります。当社ではこの認識のもとに優秀な人材の採用を継続し

て行っていく方針ですが、当社の求める人材が十分に確保できない場合等においては、事業推進

に影響が出る可能性があります。 

 

（3）為替変動によるリスク 

当企業集団は、外国為替相場の変動に係るリスクを有しており、外貨建てエクスポージャーが

拡大しないよう、為替リスクヘッジ手法を極力講じていく考えでありますが、それによって完全

に為替リスクを回避することは困難であります。更に、当企業集団の連結財務諸表の一部の項目

は円換算されており、これらの項目は現地通貨の価値に変化がなかったとしても、円換算後の価

値が影響を受ける可能性があり、当企業集団の業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

<訴訟について> 

（1）契約者（不動産賃借人）との間で起こりうる訴訟について 

レントゴー事業においては、保証契約締結時において審査を実施するものの、家賃を滞納し支

払困難となる契約者が発生いたします。滞納が発生した後２ヵ月以上経過すると契約書の記載に

基づき当社は物件の明け渡しを行う権限を有しますが、支払困難となった滞納者の中には独自の

解釈により居直り等を行い当社と主張が対立する場合があります。これらの解決のために当社が

訴訟その他の請求を提起した場合、訴訟等の内容及び結果によっては当社の業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

なお、平成 19 年 12 月末時点において、係争中のものが 19 件あり、訴訟金額は 21,712 千円で

す。 

 

（2）不動産賃貸人との間で起こりうる訴訟について 

レントゴー事業において、当社が保証を受託した原契約である賃貸借契約の対象不動産の使用

などをめぐって、賃貸人が賃借人に対し訴訟を提起することがあります。この場合、連帯保証人

である当社も賃借人と同列の立場において被告となる可能性があります。当該訴訟の内容及び結

果によっては、当企業集団の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、平成 19 年 12 月末時点において、係争中のものはありません。 

 

（3）その他の訴訟について 

レントゴー事業において、当社は賃借人との間で締結した保証委託契約に基づき、賃貸借契約

終了日から１週間が経過しても物件の明け渡しが完了しない場合、物件に残置された動産を搬出、

運搬、保管、処分を行う権限を有します。一定期間の保管後、処分した動産の中には賃借人以外

の動産が含まれている場合があり、その場合、賃借人より損害を受けたとして当社を提訴する可

能性があります。 

なお、平成 19 年 12 月末時点において、係争中のものはありません。 

 

<法的規制について> 

（1）不動産業界における法的規制について 
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当企業集団の属する不動産業界は、「国土利用計画法」「宅地建物取引業法」「建築基準法」

「都市計画法」「建設業法」「建築士法」「借地借家法」などにより、法的規制を受けておりま

す。当企業集団は、要免許業者ではなく、直接の規制は受けておりませんが、業界全般を取り巻

く環境の中で影響を受ける面は事業遂行上、発生しうる可能性があります。 

今後、これらの関係法規が改廃された場合や新たな法的規制が設けられる場合には、当企業集

団の事業が影響を受ける可能性があります。 

 

（2）金融商品取引法により受ける影響について 

当企業集団が組成・運用する私募型の不動産投資ファンドについては、平成 19 年９月 30 日施

行の金融商品取引法による規制の対象となっており、当企業集団は金融商品取引法附則第 17 条

などの適用により業務を継続しております。当企業集団は当該法令の施行後速やかに所要の届出

の手続きを完了し、また、所要の登録を行うべく準備をしております。しかしながら、当該法令

のもと、私募型の不動産投資ファンドを組成・運用するために必要な許認可などの取得に時間を

要する場合、あるいは取得できない場合、当企業集団の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。 

 

<新株予約権の行使による株式の希薄化について> 

 当社は平成 18 年 12 月に第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（発行総額 20 億円）を発行

しております。当社の株価がこれらの新株予約権行使価格を上回り、新株予約権の行使がなされた

場合には、１株あたりの株式価値が希薄化することになります。 

 

 

２．企業集団の状況 

（１）企業集団の概況 

当企業集団（当社及び当社の関係会社）は、当社、主な連結子会社であるリプラス・リート・マ

ネジメント株式会社（出資比率 90.0％）、リプラス・インベストメンツ株式会社（出資比率 100.0％）、

リプラス・チャイナ・アセットマネジメント株式会社（出資比率 100.0％）、リプラス少額短期保険

株式会社（出資比率 100.0％）及びリプラス・アドバイザーズ株式会社（出資比率 100.0％）で構

成されており、賃貸住宅にかかわる保証・保険サービスの提供事業（以下、「レントゴー事業」とい

う。）と不動産ファンドのアセットマネジメント事業（以下、「アセットマネジメント事業」という。）

を中心に展開しております。 

 

①レントゴー事業（賃貸住宅にかかわる保証・保険サービスの提供事業） 

当企業集団は、不動産賃貸借契約に関わる滞納家賃保証システムの提供及び賃貸住宅管理会

社の家賃回収業務などの業務受託、及び賃貸住宅入居者向け家財保険の提供事業を行っており、

その商品設計、サービス内容の拡充を通じて、 終的には家賃の回収インフラたる位置づけを

目指しています。 

当企業集団は、賃貸住宅管理会社に対し、賃借人の入居審査から家賃の入金管理・集金督促

までの業務フローを一括して引き受けるサービスを提供することにより、賃貸住宅管理会社の

アウトソーシング先として業務提携を行い、包括的に当社の保証システムを利用する賃貸住宅

管理会社を確保することを目指しております。これにより業務提携を行った賃貸住宅管理会社

が賃借人に対して当社に代わって当社の保証サービスの利用を促進することで、当社の保証シ

ステムの浸透・拡大スピードの加速を図っております。 

また、リプラス少額短期保険株式会社（旧：リプラス・インシュアランス株式会社）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事業へ進出しております。 

 

②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） 

当企業集団は、機関投資家等の資金を不動産を通じて運用支援するアセットマネジメント事

業を行っております。 

日本国内での運用に関しては、投資対象を賃貸住宅にフォーカスし、ミドルリターンで安定

した運用を行っております。当企業集団の特徴としては、①不動産の再生・開発による付加価

値向上を投資収益確保の手法とする再生・開発型投資、②物件を機動的に獲得し、物件の修繕・

客付けを行い REIT（不動産投資信託）としての投資適格物件へと生まれ変わらせるためのウェ

アハウジングファンド、③これら私募運用での実績を更に拡大させていく事業としての REIT、
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という三つのフェーズで運用を行っております。これら国内ポートフォリオにおいては、その

ユーザーニーズに応じて、「都心コンパクト」「駅近ワンルーム」「郊外ファミリー」の三つのタ

イプに分類し、更に東京都心部のみならず全国地方中核都市の都心部に渡って分散投資を行っ

ております。更に、投資対象地域も、より一層の安定化を目指して、東京への集中度合いを引

き下げ、全国分散投資のアレンジを行っております。その際には、レントゴー事業を通じたリ

レーションを活用しております。 

なお、①と②は連結子会社であるリプラス・アドバイザーズ株式会社が、③は連結子会社で

あるリプラス・リート・マネジメント株式会社がサービスを提供しております。また、リプラ

ス・インベストメンツ株式会社では、不動産関連の仲介業、プロパティマネジメント業務、保

険代理店業を行うことにより、当企業集団の投資サービスの向上を目指しております。 

一方、より高いリスクに対するコントロール能力を提供することで、より高いリターンを求

める投資家のニーズに応えていくために、東アジア地域における経済成長力に着目し、日本国

内の都心開発案件や海外の開発案件を通じた資金運用サービスの提供を行っております。当該

地域の経済中心地域におけるオフィス・商業施設などの開発・運用を投資対象としたポートフ

ォリオ構築を行うことにより、一定のリスクを許容した上で、アップサイドを狙う運用スタイ

ルを提供しております。 

これらにおいては、連結子会社であるリプラス・アドバイザーズ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がサービスを提供しております。 

 

なお、平成 19 年９月 30 日の金融商品取引法（昭和 23 年４月 13 日号外法律第 25 号）施行に

伴い、当社が当企業集団のアセットマネジメント事業の戦略を担い、各関係会社が事業を実行

する体制に機能分化いたしました。これに伴い、当社のアセットマネジメント事業の一部をリ

プラス・アドバイザーズ株式会社に移管したこと及び連結財務諸表に与える影響が大きいこと

から、平成 19 年 10 月１日に連結範囲の見直しを行い、リプラス・レジデンシャル・ウェアハ

ウジング匿名組合をはじめとするファンドを新たに連結の範囲に含めております。 

 

 

主要な関係会社の状況 

名称 住所 
資本金または出

資金（千円） 
主要な事業内容

議決権の所有又

は被所有割合

（％） 

関係内容 

（主な連結子会社）      

リプラス・リー

ト・マネジメント

株式会社 

東京都港区虎ノ門

四丁目１番 28 号

虎ノ門タワーズ

オフィス 

300,000 

REIT 運営を目的

とした資産運用

会社 

90.0％ 

当社の従業員３

名及び監査役１

名が役員を兼務

しております。 

リプラス・インベ

ストメンツ株式会

社 

東京都港区虎ノ門

四丁目１番 28 号

虎ノ門タワーズ

オフィス 

10,000 
不動産の管理業 

不動産仲介業 
100.0％ 

当社の取締役１

名及び監査役１

名が役員を兼務

しております。 

リプラス・チャイ

ナ・アセットマネ

ジメント株式会社

（注１） 

東京都港区虎ノ門

四丁目１番 28 号

虎ノ門タワーズ

オフィス 

100,000 

中国国内の不動

産資産を対象と

する資金運用支

援事業 

100.0％ 

当社の取締役２

名及び監査役１

名が役員を兼務

しております。 

リプラス少額短期

保険株式会社（注

２） 

東京都港区虎ノ門

四丁目１番 28 号

虎ノ門タワーズ

オフィス 

150,000 
損害保険事業の

企画・調査 
100.0％ 

当社の取締役１

名、監査役１名及

び従業員１名が

役員を兼務して

おります。 

リプラス・アドバ

イザーズ株式会社

（注３） 

東京都港区虎ノ門

四丁目１番 28 号

虎ノ門タワーズ

オフィス 

100,000 

ファンドの機動

的な運用を行う

投資顧問業を企

図 

100.0％ 

当社の取締役３

名及び監査役１

名が役員を兼務

しております。 

（注）１．平成 19 年９月 11 日付けで、当社はリプラス・チャイナ・アセットマネジメント株式

会社の発行済株式総数の 35.0％を追加取得し、当社の議決権は 100.0％となっており

ます。 

２．リプラス少額短期保険株式会社は、平成 19 年 10 月 25 日付けにて社名をリプラス・イ

ンシュアランス株式会社から名称変更しております。 

３．リプラス・アドバイザーズ株式会社は、平成 19 年３月 29 日付けにて社名をリプラス・
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アセットマネジメント株式会社から名称変更しております。また。平成 19 年 10 月 26

日付けで 100,000 千円に増資しております。 
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（２）企業集団の事業系統図 

当企業集団を図表に示すと以下のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
３．経営方針 

（（１）会社の経営の基本方針、（２）目標とする経営指標、（３）中長期的な会社の経営戦略、（４）

会社の対処すべき課題、（５）その他、会社の経営上重要な事項）については、平成 19 年 12 月期中

間決算短信（平成 19 年 8 月 17 日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を

省略します。 

当該決算短信は、次の URL からご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.re-plus.co.jp/ja/ir/tekiji.html#tar01 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

情報の共有化 

収益の重層化 

㈱リプラス 

 

レントゴー事業 

 

アセットマネジメント事業 

●概  要：賃貸住宅にかかわる保証 
・保険サービス 

（主な連結子会社） 
リプラス少額短期保険㈱ 

●概  要：不動産ファンドの 
アセットマネジメント 

（主な連結子会社） 
リプラス・リート・マネジメント㈱ 
リプラス・インベストメンツ㈱ 
リプラス・チャイナ・アセットマネジメント㈱ 
リプラス・アドバイザーズ㈱ 
 

 

保証料 
保険料 提携 

家賃滞納時 
代位弁済 
家財保険支払

賃貸住宅管理会社 不動産賃借人 

サービスの紹介 

資産運用提案・

アレンジ 
匿名組合 
出資等 

利益分配 

 
機関投資家等 SPC 等 

匿名組合 
出資等 

運用 
手数料・ 
利益分配 
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４．連結財務諸表等 

（1）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成18年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成19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
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  33,367,660  24,202,649

２．売掛金  1,494,753  2,318,951

３．たな卸資産  302,445  35,399,502

４．繰延税金資産  419,531  461,490

５．短期貸付金  ―  711,447

６．立替金  1,435,330  3,897,659

７．未収入金  ―  1,447,755

８．その他  1,843,466  1,205,112

貸倒引当金  △997  △4,158

流動資産合計  38,862,190 56.2  69,640,408 79.0

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

（１）建物  241,657 351,596 

減価償却累計額  22,004 219,652 61,903 289,692

（２）器具備品  13,252 53,495 

減価償却累計額  5,469 7,783 12,070 41,425

（３）土地  2,463,906  ―

（４）建設仮勘定  17,736,516  2,730

有形固定資産合計  20,427,859 29.5  333,847 0.4

２．無形固定資産   

（１）ソフトウェア  151,025  154,079

（２）ソフトウェア仮勘定  ―  1,372,146

（３）連結調整勘定  4,633  ―

（４）のれん  ―  1,170,630

（５）その他  404  429

無形固定資産合計  156,063 0.2  2,697,286 3.1

３．投資その他の資産   

（１）投資有価証券  2,975,019  3,640,653

（２）その他の関係会社 
有価証券 

 3,155,270  9,715,045

（３）敷金保証金  ―  1,265,354

（４）長期貸付金  495,923  171,450

（５）繰延税金資産  66,875  22,481

（６）その他  3,068,681  277,938

投資その他の資産合計  9,761,769 14.1  15,092,923 17.1

固定資産合計  30,345,692 43.8  18,124,057 20.6

Ⅲ 繰延資産   

１．創立費  1,908  3,077

２．開業費  1,657  325,918

３．その他  ―  66,495

繰延資産合計  3,565 0.0  395,491 0.4

資産合計  69,211,448 100.0  88,159,957 100.0
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前連結会計年度 

（平成18年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成19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
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．短期借入金  38,826,606  25,678,220

２．コマーシャルペーパー  2,500,000  ―

３．未払金  ―  2,182,271

４．未払法人税等  1,297,667  422,022

５．預り金  1,054,853  1,713,499

６．保証履行引当金  437,279  480,236

７．その他  1,479,225  3,534,352

流動負債合計  45,595,631 65.9  34,010,603 38.6

Ⅱ 固定負債   

１．社債  2,000,000  8,690,000

２．長期借入金  1,072,500  9,438,721

３．匿名組合預り金  12,225,419  26,328,353

４．その他  48,023  693,034

固定負債合計  15,345,943 22.2  45,150,108 51.2

負債合計  60,941,574 88.1  79,160,711 89.8

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  3,268,685 4.7  3,270,528 3.7

２．資本剰余金  3,233,356 4.7  3,235,200 3.7

３．利益剰余金  1,985,836 2.9  3,175,353 3.6

株主資本合計  8,487,878 12.3  9,681,082 11.0

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差額金  △310,500  △859,234

２．繰延ヘッジ損益  ―  19,576

評価・換算差額等合計  △310,500 △0.5  △839,657 △1.0

Ⅲ 少数株主持分  92,494 0.1  157,821 0.2

純資産合計  8,269,873 11.9  8,999,246 10.2

負債純資産合計  69,211,448 100.0  88,159,957 100.0
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（2）連結損益計算書 

  
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 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19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
（％）

Ⅰ 売上高  11,482,435 100,0  35,128,971 100.0

Ⅱ 売上原価  2,508,047 21.8  20,609,008 58.7

売上総利益  8,974,387 78.2  14,519,963 41.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．役員報酬  154,355 ─ 
２．給与手当  2,234,222 3,569,096 
３．福利厚生費  415,303 ─ 
４．業務委託費  70,938 ─ 
５．地代家賃  400,057 1,063,716 
６．支払手数料  187,594 ─ 
７．雑給  ─ 587,371 
８．減価償却費  19,321 ─ 
９．リース料  185,658 ─ 

10．その他  2,518,237 6,185,689 53.9 5,926,236 11,146,421 31.7

営業利益  2,788,698 24.3  3,373,541 9.6

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  16,486 53,003 
２．受取配当金  69,975 192,738 
３．その他  36,438 122,899 1.1 23,518 269,260 0.8

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  244,591 338,141 
２．コマーシャルペーパー利息  33,377 45,141 
３．支払手数料  44,604 147,481 
４．その他   8,183 330,758 2.9 63,162 593,927 1.7

経常利益  2,580,840 22.5  3,048,874 8.7

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 
 ─ 213,100 

３．その他  ─ ─ ─ 6,694 316,508 0.9

Ⅶ 特別損失   

１．移転費用  231,726 ─ 
２．投資有価証券評価損  ─ 164,034 
３．その他の関係会社有価証券

売却損 
 ─ 425,760 

４．固定資産除却損  ─ 4,074 
５．その他  ─ 231,726 2.0 4,363 598,232 1.7

匿名組合損益分配前税金等
調整前当期純利益 

 2,349,114 20.5  2,767,150 7.9

匿名組合損益分配額  △6,413 △0.0  442,472 1.3

税金等調整前当期純利益  2,355,528 20.5  2,324,678 6.6
法人税、住民税及び 
事業税 

 1,573,470 1,093,234 

法人税等調整額  △281,225 1,292,245 11.2 △62,316 1,030,918 2.9

少数株主利益または 
少数株主損失（△） 

 △40,637 △0.3  109,800 0.3

当期純利益  1,103,921 9.6  1,183,959 3.4
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（3）連結株主資本等変動計算書 

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

 

当連結会計年度（自 平成19年１月１日 至 平成19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 

剰余金 
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

繰延

ヘッジ

損益

評価・換算差

額等 

合計 

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 ─ △310,500 92,494 8,269,873

連結会計年度中の変動額   

新株の発行 1,843 1,843 ─ 3,687 ─ ─ ─ ─ 3,687

当期純利益 ─ ─ 1,183,959 1,183,959 ─ ─ ─ ─ 1,183,959

連結子会社増加に伴う利益

剰余金減少高 
─ ─ △66,735 △66,735 ─ ─ ─ ─ △66,735

連結子会社減少に伴う利益

剰余金増加高 
─ ─ 72,293 72,293 ─ ─ ─ ─ 72,293

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額） 
─ ─ ─ ─ △548,734 19,576 △529,157 65,326 △463,830

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
1,843 1,843 1,189,516 1,193,204 △548,734 19,576 △529,157 65,326 729,373

平成19年12月31日 残高（千円） 3,270,528 3,235,200 3,175,353 9,681,082 △859,234 19,576 △839,657 157,821 8,999,246
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

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．税金等調整前当期純利益  2,355,528 2,324,678 

２．匿名組合損益分配額  6,413 442,472 

３．減価償却費  35,125 81,003 

４．繰延資産償却  2,056 ─ 

５．連結調整勘定償却額  3,088 ─ 

６．のれん償却額  ─ 119,664 

７．貸倒引当金の増加額  552 3,161 

８．保証履行引当金の増加額  268,676 42,957 

９．受取利息及び配当金  △86,461 △245,742 

10．支払利息  277,969 383,283 

11．支払手数料  44,604 147,481 

12．固定資産売却益  ─ △96,713 

13．その他の関係会社有価証券売却益  ─ △213,100 

14．固定資産の除却に係る費用  62,629 4,074 

15．売上債権の増加額  △292,985 △403,077 

16．たな卸資産の増加額  ─ 5,017,036 

17．前渡金の増加額  △125,024 △81,441 

18．未収入金の増減額（△：増加額）  △434,676 11,758 

19．立替金の増加額  △285,612 △2,481,216 

20．その他の関係会社有価証券の増加額  △325,750 △351,490 

21．未払金の増加額（△：減少額）  △162,006 670,798 

22．未払消費税等の増加額（△：減少額）  34,547 △54,054 

23．預り金の増加額  498,500 451,857 

24．その他  △270,736 300,081 

小計  1,606,439 6,073,472 

25．利息及び配当金の受取額  73,998 271,189 

26．利息の支払額  △221,129 △359,759 

27．手数料の支払額  △1,448,630 △174,895 

28．匿名組合利益の支払額  ─ △690,536 

29．法人税等の支払額  △1,022,252 △2,090,429 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,011,574 3,029,041 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１．拘束性預金の預入による支出  △367,657 ─ 

２．拘束性預金の解約による収入  ─ 367,657 

３．有形固定資産の取得による支出  △2,453,758 △128,405 

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  △94,768 △1,045,222 

６．投資有価証券の取得による支出  ─ △399,018 

７．その他の関係会社有価証券の取得による支出  △9,290,572 △9,437,464 

８．投資有価証券への出資による支出  ─ △1,000,000 

９．その他の関係会社有価証券の払戻しによる 
収入 

 2,255,254 436,872 

10．その他の関係会社有価証券の譲渡による収入  2,999,000 715,000 

11．その他の関係会社有価証券の出資による支出  ─ △871,899 

12．関係会社への出資による支出  △47,403 △245,000 

13．短期貸付金の増加額  △1,036,093 1,989,978 

14．長期貸付けによる支出  △207,802 △142,050 

15．長期貸付金の回収による収入  13,000 463,523 

16．敷金保証金の差入れによる支出  △822,052 △373,557 

17．敷金保証金の返還による収入  327,334 20,264 

18．新規連結子会社株式等の取得に伴う収入  ─ 529,957 

19．連結子会社有価証券の売却に伴う収入  ─ 440,105 

20．連結子会社有価証券の売却に伴う支出  ─ △28,757,280 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △8,725,520 △34,646,541 
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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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

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  34,348,336 3,187,704 

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

３．コマーシャルペーパー返済による支出  ─ △8,000,000 

４．長期借入れによる収入  1,130,500 12,130,000 

５．長期借入金の返済による支出  △9,960 △3,216,910 

６．割賦未払金の返済による支出  ─ △24,282 

７．社債の発行による収入  2,000,000 ─ 

８．株式の発行による収入  6,646 3,687 

９．株式の発行による支出  △12,987 △3,907 

10．少数株主からの株式取得による支出  ─ △1,367,000 

11．社債償還による支出  ─ △3,121,980 

12．匿名組合出資預りによる収入  100,000 7,630,395 

13．匿名組合出資払戻しによる支出  ─ △4,059,293 

14．その他   ─ ─ 

財務活動によるキャッシュ・フロー  40,062,534 8,658,165 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ─ △121 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  30,325,439 △22,959,207 

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

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  468,269 14,172,693 

Ⅷ 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 

Ⅸ 現金及び現金同等物の期末残高  33,000,002 24,202,649 
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表示方法の変更 

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 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

（連結貸借対照表） 
前連結会計年度まで流動負債に表示しておりました

「未払金」は、当連結会計年度において、流動負債の「そ
の他」に含めて表示しております。 
なお、当連結会計年度末における「未払金」の金額は

1,132,242千円であります。 
 

（連結貸借対照表） 
前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「その

他」に含めて表示しておりました「短期貸付金」は、当
連結会計年度より個別表示しております。 
なお、前連結会計年度における「短期貸付金」の金額

は124,673千円であります。 
 
前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「その

他」に含めて表示しておりました「未収入金」は、当連
結会計年度より個別表示しております。 
なお、前連結会計年度における「未収入金」の金額は

751,414千円であります。 
 
前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「その

他」に含めて表示しておりました「未払金」は、当連結
会計年度より個別表示しております。 
なお、前連結会計年度における「未払金」の金額は

1,132,242千円であります。 
 

（連結損益計算書） 
前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「紹介手

数料」は、当連結会計年度において、「その他」に含め
て表示しております。 
なお、当連結会計年度における「紹介手数料」の金額

は170,977千円であります。 
 
前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「業務委

託費」に含めて表示しておりました「雑給」は、当連結
会計年度において、「その他」に含めて表示しておりま
す。 
なお、当連結会計年度における「雑給」の金額は

180,329千円であり、前連結会計年度は73,961千円であ
ります。 
 
前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「支払手

数料」に含めて表示しておりました「支払報酬」は、当
連結会計年度において、「その他」に含めて表示してお
ります。 
なお、当連結会計年度における「支払報酬」の金額は

214,598千円であり、前連結会計年度は58,919千円であ
ります。 
 

（連結損益計算書） 
前連結会計年度まで販売費及び一般管理費に表示し

ておりました「役員報酬」は、当連結会計年度において、
「その他」に含めて表示しております。 
なお、当連結会計年度における「役員報酬」の金額は

159,253千円であります。 
  
前連結会計年度まで販売費及び一般管理費に表示し

ておりました「福利厚生費」は、当連結会計年度におい
て、「その他」に含めて表示しております。 
なお、当連結会計年度における「福利厚生費」の金額

は690,912千円であります。 
 
前連結会計年度まで販売費及び一般管理費に表示し

ておりました「業務委託費」は、当連結会計年度におい
て、「その他」に含めて表示しております。 
なお、当連結会計年度における「業務委託費」の金額

は164,572千円であります。 
 
前連結会計年度まで販売費及び一般管理費に表示し

ておりました「支払手数料」は、当連結会計年度におい
て、「その他」に含めて表示しております。 
なお、当連結会計年度における「支払手数料」の金額

は219,778千円であります。 
 
前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「その

他」に含めて表示しておりました「雑給」は、当連結会
計年度より個別表示しております。 
なお、前連結会計年度における「雑給」の金額は

180,329千円であります。 
 
前連結会計年度まで販売費及び一般管理費に表示し

ておりました「減価償却費」は、当連結会計年度におい
て、「その他」に含めて表示しております。 
なお、当連結会計年度における「減価償却費」の金額

は38,195千円であります。 
 
前連結会計年度まで販売費及び一般管理費に表示し

ておりました「リース料」は、当連結会計年度において、
「その他」に含めて表示しております。 
なお、当連結会計年度における「リース料」の金額は

305,026千円であります。 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 
前連結会計年度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「連結調整勘定償却額」は、当
連結会計年度より「のれん償却額」として表示しており
ます。 
 
前連結会計年度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「たな卸資
産の増加額」は、当連結会計年度より個別表示しており
ます。 
なお、前連結会計年度における「たな卸資産の増加額」

の金額は△287,920千円であります。 
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注記事項 

（セグメント情報） 
１．事業の種類別セグメント情報 

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） 

(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又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．当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は4,610,360千円であり、

その内容は親会社の管理部門に係る資産であります。 

５．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。 

６. 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重要な事項の変更｣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部」の総資産が44,104,655

千円増加し、売上高が132,150千円、営業利益が134,776千円減少しております。 

 

 

当連結会計年度（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

 
アセットマネ

ジメント事業

レントゴー 

事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 
Ⅰ 売上高及び営業利益 

売上高 
 

（1）外部顧客に対する売上高 27,801,076 7,327,895 35,128,971 ─ 35,128,971

（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 27,801,076 7,334,014 35,135,090 △6,119 35,128,971

営業費用 22,281,354 7,225,841 29,507,196 2,248,233 31,755,429

営業利益 5,519,721 108,172 5,627,894 △2,254,352 3,373,541
Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出  

資産 74,949,013 8,636,104 83,585,118 4,574,839 88,159,957

減価償却費 14,567 21,742 36,309 9,982 46,291

資本的支出 178,780 38,985 217,766 47,062 264,828

(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。 

 
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） 
Ⅰ 売上高及び営業利益 

売上高 
 

（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 7,767,954 1,057,932 8,693,737

営業利益 3,789,099 65,166 3,854,265 △1,065,567 2,788,698
Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出  

資産 56,561,749 8,039,337 64,601,087 4,610,360 69,211,448

減価償却費 13,985 7,010 20,995 14,129 35,125

資本的支出 2,362,016 99,177 2,461,194 83,075 2,544,269
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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 

レントゴー事業 賃貸住宅にかかわる保証・保険サービスの提供事業 

３．当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は

2,248,233千円であり、その内容は親会社の管理部門に係る費用であります。 

４．当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は4,574,839千円であり、

その内容は親会社の管理部門に係る資産であります。 

５．平成19年10月をもって賃貸保証事業は、レントゴー事業に名称変更しております。 

 

 

２．所在地別セグメント情報 

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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益 
売上高 

 

（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

Ⅱ 資産 32,596,409 32,004,677 64,601,087 4,610,360 69,211,448

(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又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．当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は4,610,360千円であり、

その内容は親会社の管理部門に係る資産であります。 

４.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重要な事項の変更｣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」についての総資産が12,099,978千円増加し、

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」についての総資産が32,004,677千円

増加し、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。 

 

 

当連結会計年度（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日） 

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。 

 

 
３．海外売上高 

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。 

 

当連結会計年度（自 平成19年１月１日 至 平成19年12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おります。 

 

 

（開示の省略） 
 リース取引関係、税効果会計関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係に関する注記事項については、 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（１株当たり情報） 
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 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

 

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

 

１株当たり純資産額 29,924円78銭

１株当たり当期純利益金額 4,075円46銭

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
3,912円77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。 

 

 

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株当たりの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 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

純資産の部の合計金額（千円） 8,269,873 8,999,246 

純資産の部から控除する金額（千円） 92,494 157,821 

（うち少数株主持分）（千円） （92,494） (157,821) 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 8,177,378 8,841,424 

期末の普通株式の数（株） 289,038 295,455 

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

おりであります。 

項目 
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 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 1,103,921 1,183,959 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,103,921 1,183,959 

期中平均株式数（株） 281,965 290,510 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） ― ― 

普通株式増加数（株） 16,473 12,079 

（うち新株予約権） （16,473） （12,079） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜

在株式の概要 

株式会社リプラス第１回無担

保転換社債型新株予約権付社

債（転換社債型新株予約権付

社債間限定同順位特約付） 

額面金額 2,000,000千円 

 

同左 
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（重要な後発事象） 

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 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

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） 

（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 
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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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

（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 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） 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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５．財務諸表等 

(1) 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成18年12月31日） 
当事業年度 

（平成19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
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  2,836,451  2,212,689

２．売掛金  1,731,252  1,050,189

３．販売用不動産  278,482  693,846

４．仕掛品  8,161  2,673

５．貯蔵品  15,801  10,472

６. 前渡金  472,548  533,990

７．未収入金  772,486  1,560,030

８．短期貸付金  4,517,095  51,500

９．関係会社短期貸付金  ─  2,626,248

10．立替金  1,537,584  4,122,042

11．前払費用  127,894  186,215

12．繰延税金資産  400,113  388,665

13．その他  63,690  222,452

貸倒引当金  △1,008  △4,169

流動資産合計  12,760,555 62.4  13,656,847 47.7

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(１)建物  234,261 322,656 

減価償却累計額  21,654 212,606 58,284 264,371

(２)器具備品  13,252 48,275 

減価償却累計額  5,469 7,783 11,870 36,405

(３)建設仮勘定  ─  2,730

有形固定資産合計  220,390 1.1  303,506 1.0

２．無形固定資産   

(１)ソフトウェア  151,025  146,184

(２)ソフトウェア仮勘定  ─  1,372,146

(３)電話加入権   404  404

無形固定資産合計  151,430 0.7  1,518,735 5.3

３．投資その他の資産   

(１)投資有価証券  1,585,019  1,381,500

(２)その他の関係会社有
価証券 

 4,223,096
 

8,114,685

(３)関係会社株式   328,000  1,915,000

(４)関係会社出資金  ─  144,750

(５)出資金  10  10

(６)長期貸付金  188,350  3,000

(７)関係会社長期貸付金  173,820  ─

(８)長期前払費用  ─  126,129

(９)繰延税金資産  5,887  21,109

(10)敷金保証金  820,627  1,437,333

(11)その他  ─  33,007

投資その他の資産合計  7,324,810 35.8  13,176,525 46.0

固定資産合計  7,696,630 37.6  14,998,767 52.3

資産合計  20,457,186 100.0  28,655,615 100.0
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前事業年度 

（平成18年12月31日） 
当事業年度 

（平成19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
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．短期借入金  2,614,336  7,044,000

２．１年以内返済予定長期借
入金 

 62,270  1,612,180

３．コマーシャルペーパー  2,500,000  ─

４．未払金  1,050,170  1,957,624

５．未払法人税等  1,055,367  ─

６．前受金  97,608  51,478

７．預り金  1,002,114  1,593,853

８．前受収益  36,251  273,000

９．保証履行引当金  437,279  480,236

10．その他  140,062  71,507

流動負債合計  8,995,460 44.0  13,083,880 45.6

Ⅱ 固定負債   

１．社債  2,000,000  2,000,000

２．長期借入金  1,072,500  4,537,650

３．その他  48,023  274,876

固定負債合計  3,120,523 15.2  6,812,526 23.8

負債合計  12,115,984 59.2  19,896,406 69.4
        

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  3,268,685 16.0  3,270,528 11.4

２．資本剰余金   

(１)資本準備金  3,233,356 3,235,200 

資本剰余金合計  3,233,356 15.8  3,235,200 11.3

３．利益剰余金   

(１)その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  2,014,160 2,700,137 

利益剰余金合計  2,014,160 9.8  2,700,137 9.4

株主資本合計  8,516,202 41.6  9,205,866 32.1

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価 
差額金 

 △175,000  △466,234

２．繰延ヘッジ損益  ─  19,576

評価・換算差額等合計  △175,000 △0.8  △446,657 △1.5

純資産合計  8,341,202 40.8  8,759,208 30.6

負債純資産合計  20,457,186 100.0  28,655,615 100.0
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(2) 損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19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
（％）

Ⅰ 売上高   
１．レントゴー事業売上高  4,830,517 7,327,887 
２．アセットマネジメント 

事業売上高 
 5,665,001 4,657,112 

３．経営指導料  ─ 142,671 
４．その他  ─ 10,495,518 100.0 179,330 12,307,002 100.0

Ⅱ 売上原価   
１．レントゴー事業原価  1,064,079 933,923 
２．アセットマネジメント 

事業原価 
 972,196 2,036,276 19.4 657,198 1,591,122 12.9

売上総利益  8,459,242 80.6  10,715,880 87.1
Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．広告宣伝費  46,590 156,911 
２．販売促進費  181,203 14,607 
３．役員報酬  109,316 119,800 
４．給与手当  2,143,005 3,084,171 
５．賞与  ─ 743,976 
６. 福利厚生費  396,447 605,361 
７．業務委託費  292,923 297,421 
８．地代家賃  381,700 913,103 
９．支払手数料  165,997 166,046 
10．支払報酬  172,989 135,225 
11．雑給  ─ 502,686 
12．減価償却費  18,189 36,581 
13．ソフトウェア償却費  9,154 34,404 
14．貸倒引当金繰入額  1,008 3,161 
15．貸倒損失  2,129 770 
16．その他  1,926,992 5,847,650 55.7 2,467,645 9,281,875 75.5

営業利益  2,611,592 24.9  1,434,004 11.6
Ⅳ 営業外収益   
１．受取利息  51,348 100,824 
２．受取配当金  38,025 518,098 
３．その他  7,849 97,223 0.9 3,068 621,991 5.0

Ⅴ 営業外費用   
１．支払利息  65,350 173,403 
２．コマーシャルペーパー 

利息 
 33,377 45,141 

３．創立費償却  92 ─ 
４．開業費償却  882 ─ 
５．支払借入手数料  8,707 19,849 
６．株式交付費  4,477 7 
７．社債発行費  350 ─ 
８．その他  1,000 114,237 1.1 142 238,544 1.9

経常利益  2,594,577 24.7  1,817,451 14.8
Ⅵ 特別利益   
１．その他の関係会社 

有価証券売却益 
 ─ ─ ─ 31,190 31,190 0.3

Ⅶ 特別損失   
１．移転費用  216,278 ─ 
２．固定資産除却損  ─ 4,074 
３．その他の関係会社 

有価証券売却損 
 ─ ─ ─ 425,760 

４．投資有価証券評価損  ─ 216,278 2.0 164,034 593,869 4.8

税引前当期純利益  2,378,298 22.7  1,254,772 10.2
法人税、住民税及び 
事業税 

 1,381,510 586,000 

法人税等調整額  △212,911 1,168,599 11.2 △17,205 568,794 4.6

当期純利益  1,209,699 11.5  685,977 5.6
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売上原価明細書 

(イ)レントゴー事業原価 

 
前事業年度 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19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 
（％） 

Ⅰ．人件費  2,113 0.2 346 0.0

Ⅱ．経費  1,061,965 99.8 933,576 100.0

 （うち保証履行引当金繰入額）  （437,279） （441,165） 

当期レントゴー事業原価  1,064,079 100.0 933,923 100.0

    

 

(ロ)アセットマネジメント事業原価 

  
前事業年度 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19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 
（％） 

Ⅰ．不動産購入費   278,482 22.2 693,846 65.0

Ⅱ．人件費  212,942 17.0 69,262 6.5

Ⅲ．経費   762,059 60.8 303,965 28.5

 （うち賃借料）  （140,009）  （110,862）  

アセットマネジメント事業総費用  1,253,484 100.0 1,067,074 100.0

期首販売用不動産たな卸高  ─ 278,482 

期首仕掛品たな卸高  5,356 8,161 

合計  1,258,840 1,353,718 

期末販売用不動産たな卸高  278,482 693,846 

期末仕掛品たな卸高  8,161 2,673 

当期アセットマネジメント事業原価  972,196 657,198 

    

（注）原価計算の方法は、実際個別原価計算によっております。 
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(3)株主資本等変動計算書 

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

 

 

当事業年度（自 平成19年１月１日 至 平成19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

繰延ヘッ
ジ損益 

評価・換
算差額等
合計 

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 - △175,000 8,341,202

事業年度中の変動額  

新株の発行 1,843 1,843 - 3,687 -   3,678

剰余金の配当 - - - - - - - -

当期純利益 - - 685,977 685,977 - - - 685,977

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額） 
- - - - △291,234 19,576 △271,657 △271,657

事業年度中の変動額合計（千円） 1,843 1,843 685,977 689,664 △291,234 19,576 △271,657 418,006

平成19年12月31日 残高（千円） 3,270,528 3,235,200 2,700,137 9,205,866 △466,234 19,576 △446,657 8,759,208
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表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

（貸借対照表） 

前事業年度まで固定負債に表示しておりました「長期預

り保証金」は、当事業年度において、「その他」に含めて

表示しております。 

なお、当事業年度末における「長期預り保証金」の金額

は5,168千円であります。 

 

──────────── 

 

（損益計算書） 

前事業年度まで売上高及び売上原価並びに売上原価明

細書において表示しておりました「滞納家賃保証事業売上

高」及び「滞納家賃保証事業原価」は、平成18年８月に事

業部名を変更したことに伴い、「賃貸保証事業売上高」及

び「賃貸保証事業原価」と表示しております。 

 

前事業年度まで販売費及び一般管理費に表示しており

ました「紹介手数料」は、当事業年度において販売費及び

一般管理費の総額の100分の5以下となったため「販売促進

費」に含めて表示しております。 

なお、当事業年度における「紹介手数料」の金額は

170,977千円であります。 

 

前事業年度まで販売費及び一般管理費の「業務委託費」

に含めて表示しておりました「雑給」は、当事業年度にお

いて、「その他」に含めて表示しております。 

なお、当事業年度における「雑給」の金額は180,329千

円であり、前事業年度は72,655千円であります。 

 

販売費及び一般管理費の「支払報酬」は、前事業年度ま

で販売費及び一般管理費の「支払手数料」に含めて表示し

ておりましたが、当事業年度において個別掲記しておりま

す。 

なお、前事業年度において「支払手数料」に含めて表示

しておりました「支払報酬」の金額は、50,952千円であり

ます。 

 

前事業年度まで営業外収益に表示しておりました「業務

受託収入」は、当事業年度において営業外収益の総額の100

分の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、当事業年度における「業務受託収入」の金額は

5,400千円であります。 

 

平成18年８月11日付「繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い（実務対応報告19号）」により、前事業年度まで

営業外費用に表示しておりました「新株発行費」は、当事

業年度において「株式交付費」と表示しております。 
 

（損益計算書） 

前事業年度まで売上高及び売上原価並びに売上原価明

細書において表示しておりました「賃貸保証事業売上高」

及び「賃貸保証事業原価」は、平成19年10月に事業部名を

変更したことに伴い、「レントゴー事業売上高」及び「レ

ントゴー事業原価」と表示しております。 

 

前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」に含

めて表示しておりました「賞与」は、当事業年度において、

個別掲記しております。 

なお、前事業年度において「その他」に含めて表示して

おりました「賞与」の金額は554,770千円であります。 

 

販売費及び一般管理費の「雑給」は、前事業年度まで販

売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示しておりま

したが、当事業年度において個別掲記しております。 

なお、前事業年度において｢その他｣に含めて表示してお

りました｢雑給｣の金額は、180,329千円であります。 
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追加情報 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

──────────── （関係会社に対する経営指導料等の売上高への計上） 

 

平成19年9月30日の金融商品取引法（昭和23年４月13日

号外法律第25号）施行に伴い、当社がリプラス・グループ

のアセットマネジメント事業の戦略を担い、各関係会社が

事業を実行する体制に機能分化いたしました。これに伴

い、当社は各関係会社に対して、事業を効率的、円滑に実

行するための経営指導や経営管理等の役務提供に注力す

ることとなり、平成19年10月1日より当該収益を売上高と

して計上しております。 

 

 

 


