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（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年 12 月期第１四半期の連結業績（平成 20 年１月１日 ～ 平成 20 年３月 31 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   ％

20 年 12 月期第１四半期 5,495  108.7 185     ― △115     ―  △16     ― 

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

19 年 12 月期 35,128        3,373        3,048         1,183        

 

 
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

20 年 12 月期第１四半期 △57    11 ―    ― 

19 年 12 月期第１四半期 △413    04 ―    ― 

19 年 12 月期 4,075    46 3,912    77 

 
(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

20 年 12 月期第１四半期 81,965    8,075    9.7  26,764    90 

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

19 年 12 月期 88,159    8,999    10.0  29,924    78 

 
(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

20 年 12 月期第１四半期 △7,496    △724    △6,895     9,062    

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

19 年 12 月期 3,029    △34,646    8,658     24,202    

 
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 

19 年 12 月期 ─ 1,000  00 1,000  00  

20 年 12 月期  

20 年 12 月期（予想） ─ 1,000  00 
1,000  00  

 
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 

(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) 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 20 年１月１日 ～ 平成 20 年３月 31 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   ％

20 年 12 月期第１四半期 3,184   36.8 △47     ― △79     ―  △39     ― 

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

19 年 12 月期 12,307    1,434     1,817      685     

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭

20 年 12 月期第１四半期 △134    87 

19 年 12 月期第１四半期 △516    55 

19 年 12 月期 2,361    29 

 
(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

20 年 12 月期第１四半期 30,105    8,117    27.0  27,440    72 

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

19 年 12 月期 28,655    8,759    30.6  29,646    51 

 
６．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、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 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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【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１四半期連結会計期間（平成 20 年１月１日～平成 20 年３月 31 日）におけるわが国経済は、

エネルギー資源や原材料の価格高騰による物価上昇や円高による企業業績への悪影響に対する懸

念などから景気低迷感が引き続き増しております。更に、雇用や所得状況の改善傾向は小幅ながら

その継続が見られるものの、金融市場の混乱・低迷が消費者マインド低下に拍車をかけ、消費の伸

びが鈍化してきており景気後退懸念を拭えない状況が続いております。 

当企業集団の属する不動産業界におきましては、継続的な住宅投資の低下だけでなく、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

などにより資金調達に課題が生まれるなど、不動産市況の先行きに警戒感が高まりつつある一方で、

大都市部の賃貸不動産における低い空室率が維持されているなどの理由から不動産の価格水準が

ある一定レベルに保たれております。また、株式・金融市場の混乱による運用難に苦しむ国内外の

機関投資家等による資金流入により個別不動産に対する評価は二極化が進んでおります。 

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を営む「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を営む「アセットマネジメント事業」の２つのコ

アビジネスにおいて、収益の拡大と利益の確保に努めてまいりました。 

当第１四半期連結会計期間において当企業集団は、金融市場の混乱による影響を比較的受けにく

いレントゴー事業では、これまで築き上げてきた事業基盤をもとに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デッドとエクイティ双方での資金調達を確保しながら、AUM（管理

下資産）を堅調に積上げました。また、事業規模拡大にあわせて適時適切に必要とされる人材の獲

得を進めながら組織の構築や人材の育成に努め、同時に業務の効率化を進めてまいりました。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の当企業集団の連結売上高は 5,495,956 千円（前年同

四半期比 108.7％増）、営業利益は 185,158 千円（前年同四半期営業損失 283,294 千円）、経常損失

は 115,958 千円（前年同四半期経常損失 357,654 千円）、四半期純損失は 16,873 千円（前年同四半

期純損失 119,802 千円）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

 

［レントゴー事業］ 

レントゴー事業においては、賃貸住宅市場における連帯保証人と敷金による伝統的な保証形態か

ら当社に代表される機関保証へと賃貸借制度そのものの変革が始まったといった環境変化を背景

として、これまでの大規模な設備投資や人員拡充によって確立した事業基盤をもとに、その事業規

模を順調に拡大させ、当該事業における損益分岐点を越えた状況になっております。 

また、賃貸住宅管理会社を３つのターゲットグループ、全国展開している大手賃貸住宅管理会社

をG１、管理戸数上位250社相当の賃貸住宅管理会社及び各地域での大手賃貸住宅管理会社をG２、

中堅・中小の賃貸住宅管理会社を G３、と分類し、グループ毎に戦略・体制の再構築を行い、更な

る浸透率向上を図っております。特に、前連結会計年度に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、個社毎の状況を勘案した個別提案活動を推進し、また、大手賃貸住宅管理会

社と業務提携を進めるなどして、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。賃

貸住宅入居中のリスクをヘッジする家財保険を取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、賃貸住宅に関わる周辺事業への

充実も図り、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。そういった

状況に対して核となる賃貸住宅管理会社からの支持を受け、合計 32 社の賃貸住宅管理会社から成

るリプラス取引先持株会などを割当先とする第三者割当による新株式発行が、平成 20 年５月９日

開催の当社取締役会にて決議されました。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間における新規契約件数は 63,316 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。 

以上の結果、当事業の売上高は 2,576,133 千円（前年同四半期比 40.9％増）、営業利益は 334,194

千円（同 192.8％増）となりました。 
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［アセットマネジメント事業］ 

アセットマネジメント事業においては、物件対象を国内の賃貸住宅に限定した賃貸住宅ポートフ

ォリオと、国内での都心開発物件を含む東アジア地域を中心とした不動産投資を展開している東ア

ジアポートフォリオといった２つのポートフォリオを軸に引き続き事業拡大を進めております。 

賃貸住宅ポートフォリオにおいては、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

ドなどの私募ファンドを通して、物件組込みや物件移管を行いました。REIT 市況が世界的に低迷

している中、事業枠組みを更に進化させることが求められております。 

東アジアポートフォリオにつきましては、中国や韓国の投資物件のリーシングが順調に推移して

おります。当企業集団が運用する中国の物件は、北京において二番目に高い賃料水準であり、LOI

（同意書）ベース稼働率は、平成 20 年３月末時点で 80.3％に達しております。韓国においてはソ

ウルのサービスアパートメントで も高い ADR（一部屋当たりの売上高）を達成いたしました。ま

た、中国においては投資案件のパイプラインも拡充しております。一方、国内においては従来の賃

貸住宅を進展させた形としての複合施設の開発案件投資を行っており、平成 20 年３月にはコンバ

ージョン複合施設「HUNDRED CIRCUS」（新宿区百人町）が竣工しております。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間において、AUM（管理下資産）を新規に約 600 億円積

上げ、総額で約 4,400 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やコンストラクションマネジメントに係るフィーも

拡大いたしました。また、連結子会社の SPC（特別目的会社）では不動産販売による売上高が計上

されました。 

以上の結果、当事業の売上高は 2,919,823 千円（前年同四半期比 262.4％増）、営業利益は 601,772

千円（前年同四半期営業損失 9,314 千円）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前年同四半期末に比べ 52,961,241 千円増加し、

81,965,034 千円となりました。これは主に、当第１四半期連結会計期間において連結子会社とな

っている一部の SPC（特別目的会社）が保有する販売用不動産がたな卸資産に計上されたこと、業

務効率化のための基幹システム構築にかかるソフトウェア仮勘定が無形固定資産に計上されたた

めであります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前年同四半期末に比べ 53,764,589 千円増加し、

73,889,370 千円となりました。これは主に、連結子会社 SPC（特別目的会社）が当企業集団外から

受けている匿名組合出資である匿名組合預り金、短期借入金、社債などであります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前年同四半期末に比べ 803,348 千円減少し、8,075,664

千円となりました。これは主に、当企業集団が保有するリプラス・レジデンシャル投資法人の投資

口価格が取得価格を下回ったために計上されたその他有価証券評価差額金によります。 

 

(2) 連結キャッシュ・フローの状況 

当第１四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、前年同

四半期末に比べ 4,963,645 千円増加し、9,062,491 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１四半期連結会計期間において営業活動により使用した資金は 7,496,203 千円（前年同四半

期 7,256,178 千円使用）となりました。これは主として、連結されている SPC（特別目的会社）な

どの物件取得によるたな卸資産の増加額が 5,189,617 千円、売上債権の増加額が 1,414,656 千円、

立替金の増加額が 1,053,949 千円あったことによるものであります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間において投資活動により使用した資金は 724,722 千円（前年同四半期

25,787,194 千円使用）となりました。これは主として、連結除外子会社有価証券の売却による収

入が 791,777 千円あった一方で、投資有価証券の取得による支出が 500,000 千円、無形固定資産の

取得による支出が 366,300 千円、敷金保証金の差入れによる支出が 213,128 千円、その他の関係会

社有価証券の取得による支出が 202,131 千円、有形固定資産の取得による支出が 112,017 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１四半期連結会計期間において財務活動により使用した資金は 6,895,006 千円（前年同四半

期 4,142,217 千円獲得）となりました。これは主として、社債発行による収入が 2,980,000 千円、

匿名組合出資預りによる収入が 1,915,500 千円、長期借入れによる収入が 1,120,000 千円あったも

のの、匿名組合出資払戻しによる支出が 5,873,787 千円、短期借入金の減少額が 3,503,466 千円、

長期借入金の返済による支出が 3,272,668 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 
今後の中間期及び通期の業績予想につきましては、平成 20 年２月 18 日に公表いたしました数値

より変動はございません。当企業集団といたしましては、引き続きレントゴー事業及びアセットマ

ネジメント事業に経営資源を集中するとともに業務の効率化を推進し、業績予想の達成に向け事業

規模拡大を目指してまいる所存であります。 

 

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１四半期 

連結会計期間末  
（平成19年３月31日） 

当第１四半期 

連結会計期間末  
（平成20年３月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（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 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  4,098,846 9,062,491   24,202,649

２．売掛金  2,393,202 3,733,607   2,318,951

３．たな卸資産 ※2,5 5,361,117 41,089,119   35,399,502

４．短期貸付金  2,999,653 813,394   711,447

５．立替金  1,844,839 4,951,609   3,897,659

６．その他  1,871,246 3,496,197   3,114,357

 貸倒引当金  △1,970 △4,527   △4,158

流動資産合計  18,566,936 64.0 63,141,893 77.0  69,640,408 79.0

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※1 248,905 684,067   333,847

２．無形固定資産    

（１）のれん  ― 1,062,720  1,170,630 

（２）その他  190,372 190,372 2,283,591 3,346,312  1,526,655 2,697,286

３．投資その他の資産    

（１）投資有価証券 ※2 3,881,519 1,962,503  3,495,903 

（２）その他の関係 
会社有価証券 

 4,566,323 9,818,114  9,715,045 

（３）その他  1,546,503 9,994,345 2,480,115 14,260,733  1,881,974 15,092,923

固定資産合計  10,433,623 36.0 18,291,113 22.3  18,124,057 20.6

Ⅲ 繰延資産  3,233 0.0 532,028 0.7  395,491 0.4

資産合計  29,003,793 100.0 81,965,034 100.0  88,159,957 100.0
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前第１四半期 

連結会計期間末 
（平成19年３月31日） 

当第１四半期 

連結会計期間末 
（平成20年３月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（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 

（％） 
 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 
8,796,780 18,768,794   25,678,220

２．コマーシャル 
ペーパー  

 3,000,000 ―   ―

３．未払法人税等  97,378 574,253   422,022

４．預り金  1,031,880 1,747,314   1,713,499

５．保証履行引当金  477,390 534,065   480,236

６．賞与引当金  260,157 400,313   ―

７．その他 ※2 1,481,945 3,563,368   5,716,624

流動負債合計  15,145,533 52.2 25,588,090 31.2  34,010,603 38.6

Ⅱ 固定負債    

１．社債 ※2 2,000,000 14,124,000   8,690,000

２．長期借入金 
※2, 

5,6 
2,738,000 10,462,127   9,438,721

３．匿名組合預り金  55,758 22,707,656   26,328,353

４．その他  185,489 1,007,498   693,034

固定負債合計  4,979,247 17.2 48,301,280 58.9  45,150,108 51.2

負債合計  20,124,781 69.4 73,889,370 90.1  79,160,711 89.8

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  3,269,062 11.3 3,270,634 4.0  3,270,528 3.7

２．資本剰余金  3,233,734 11.1 3,235,305 4.0  3,235,200 3.7

３．利益剰余金  1,923,395 6.6 2,800,912 3.4  3,175,353 3.6

株主資本合計  8,426,192 29.0 9,306,852 11.4  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 

 269,504 △1,392,634   △859,234

２．繰延ヘッジ損益  ― 3,239   19,576

評価・換算差額等合計  269,504 1.0 △1,389,394 △1.7  △839,657 △1.0

Ⅲ 少数株主持分  183,314 0.6 158,206 0.2  157,821 0.2

純資産合計  8,879,012 30.6 8,075,664 9.9  8,999,246 10.2

負債・純資産合計  29,003,793 100.0 81,965,034 100.0  88,159,957 100.0
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（２） 四半期連結損益計算書 

  

前第１四半期 

連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日）

当第１四半期 

連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 
（自 平成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 

（％） 
 金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  2,633,946 100.0 5,495,956 100.0  35,128,971 100.0

Ⅱ 売上原価 ※3 625,922 23.8 971,113 17.7  20,609,008 58.7

売上総利益  2,008,024 76.2 4,524,842 82.3  14,519,963 41.3

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

※1,3 2,291,319 87.0 4,339,684 78.9  11,146,421 31.7

営業利益または 
営業損失（△） 

 △283,294 △10.8 185,158 3.4  3,373,541 9.6

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  13,286 22,872  53,003 

２．受取配当金  ― 24,850  192,738 

３．その他  7,625 20,911 0.8 16,403 64,125 1.2 23,518 269,260 0.8

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  32,955 263,155  338,141 

２．コマーシャル 
ペーパー利息 

 13,871 ―  45,141 

３．支払手数料  38,187 30,605  147,481 

４．持分法による 
投資損失 

 ― 11,846  ― 

５．その他  10,257 95,271 3.6 59,635 365,242 6.7 63,162 593,927 1.7

経常利益または 
経常損失（△） 

 △357,654 △13.6 △115,958 △2.1  3,048,874 8.7

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※4 96,713 ―  96,713 

２．その他の関係会社 
有価証券売却益 

 160,277 62,251  213,100 

３．前期損益修正益  ― 15,593  ― 

４．その他  ― 256,990 9.8 ― 77,845 1.4 6,694 316,508 0.9

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※5 ― ―  4,074 

２．その他の関係会社 
有価証券売却損 

 ― 75,038  425,760 

３．投資有価証券 
評価損 

 ― ―  164,034 

４．その他  ― ― ― 62 75,101 1.4 4,363 598,232 1.7

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

 △100,663 △3.8 △113,215 △2.1  2,767,150 7.9

匿名組合損益分配額  8,878 0.3 △29,903 △0.6  442,472 1.3

税金等調整前当期純
利益または税金等調
整前第１四半期純損
失（△） 

 △109,542 △4.1 △83,311 △1.5  2,324,678 6.6

法人税、住民税及び
事業税 

※2 △13,593 △67,223  1,093,234 

法人税等調整額  ― △13,593 △0.5 ― △67,223 △1.2 △62,316 1,030,918 2.9

少数株主利益  23,853 0.9 785 0.0  109,800 0.3

当期純利益または第
１四半期純損失（△）  △119,802 △4.5 △16,873 △0.3  1,183,959 3.4
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（３） 四半期連結株主資本等変動計算書 

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

 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１四半期連結会計期間中

の変動額 
  

新株の発行（千円） 377 377 ― 755 ― ― 755

第１四半期純損失（千円） ― ― △119,802 △119,802 ― ― △119,802

連結子会社減少に伴う利

益剰余金増加高（千円） 
― ― 57,361 57,361 ― ― 57,361

株主資本以外の項目の当

第１四半期連結会計期間

中の変動額（純額）（千円） 

― ― ― ― 580,004 90,820 670,824

第１四半期連結会計期間中

の変動額合計（千円） 
377 377 △62,441 △61,685 580,004 90,820 609,139

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
3,269,062 3,233,734 1,923,395 8,426,192 269,504 183,314 8,879,012

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年３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

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

第１四半期連結会計期

間中の変動額 
 

新株の発行（千円） 105 105 ― 210 ― ― ― ― 210

剰余金の配当（千円） ― ― △295,455 △295,455 ― ― ― ― △295,455

第１四半期純損失 

（千円） 
― ― △16,873 △16,873 ― ― ― ― △16,873

連結子会社減少に伴

う利益剰余金減少高

（千円） 

― ― △62,112 △62,112 ― ― ― ― △62,112

株主資本以外の項目

の当第１四半期連結

会計期間中の変動額

（純額）（千円） 

― ― ― ― △533,400 △16,337 △549,737 385 △549,351

第１四半期連結会計期

間中の変動額合計 

（千円） 

105 105 △374,440 △374,230 △533,400 △16,337 △549,737 385 △923,582

平成20年３月31日 残高

（千円） 
3,270,634 3,235,305 2,800,912 9,306,852△1,392,634 3,239△1,389,394 158,206 8,075,664
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前連結会計年度（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

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（千円） 1,843 1,843 ― 3,687 ― ― ― ― 3,687

当期純利益（千円） ― ― 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

（千円） 

― ― △51,803 △51,803 ― ― ― ― △51,803

連結子会社減少に伴

う利益剰余金増加高

（千円） 

― ― 57,361 57,361 ― ― ― ― 57,361

株主資本以外の項目

の連結会計年度中の

変動額（純額）（千円） 

― ― ― ― △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） 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前第１四半期 

連結会計期間 

（自 平成19年１月１日

至 平成19年３月31日）

当第１四半期 

連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年３月31日）

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ 

・フロー計算書 

（自 平成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）  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または税

金等調整前第１四半期純損失（△） 
 △109,542 △83,311 2,324,678 

２．匿名組合損益分配額  ― △29,903 442,472 

３．減価償却費  17,616 57,160 81,003 

４．のれん償却額  3,959 107,910 119,664 

５．貸倒引当金の増加額  ― 368 3,161 

６．保証履行引当金の増加額  40,111 53,829 42,957 

７．賞与引当金の増加額  260,157 394,949 ― 

８．受取利息配当金  △13,286 △44,802 △245,742 

９．支払利息  46,826 263,155 383,283 

10．支払手数料  38,187 34,590 147,481 

11．固定資産売却益  △96,713 ― △96,713 

12．その他の関係会社有価証券売却益  △160,277 △62,251 △213,100 

13．その他の関係会社有価証券売却損  ― 75,038 425,760 

14．売上債権の増加額  △403,192 △1,414,656 △403,077 

15．たな卸資産の増減額(△:増加額)  △5,056,964 △5,189,617 5,017,036 

16．前渡金の増減額(△：増加額)  225,766 ― △81,441 

17．未収入金の増減額(△：増加額)  △94,881 99,496 11,758 

18．立替金の増加額  △408,652 △1,053,949 △2,481,216 

19．その他の関係会社有価証券 

の増加額 
 △71,831 53,099 △351,490 

20．未払金の増加額  153,382 107,857 670,798 

21．未払消費税等の減少額  △99,183 △151,410 △54,054 

22．預り金の増減額（△：減少額）  △51,274 △401,331 451,857 

23．その他  8,391 △11,058 △285,638 

小計  △5,771,400 △7,194,836 6,073,472 

24．利息及び配当金の受取額  2,132 33,900 271,189 

25．利息の支払額  △104,971 △281,129 △359,759 

26．手数料の支払額  △126,220 △38,145 △174,895 

27．匿名組合利益の支払額  ― △17,529 △690,536 

28．法人税等の支払額  △1,255,718 1,537 △2,090,429 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △7,256,178 △7,496,203 3,029,041 
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前第１四半期 

連結会計期間 

（自 平成19年１月１日

至 平成19年３月31日）

当第１四半期 

連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年３月31日）

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ 

・フロー計算書 

（自 平成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）  金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

  １．拘束性預金の解約による収入  367,657 ― 367,657 

２．有形固定資産の取得による支出  △27,891 △112,017 △128,405 

３．有形固定資産の売却による収入  2,790,000 ― 2,790,000 

４．無形固定資産の取得による支出  △6,317 △366,300 △1,045,222 

５．投資有価証券の取得による支出  ― △500,000 △1,254,268 

６．その他の関係会社有価証券の取得

による支出 
 △172,115 △202,131 △10,309,364 

７．その他の関係会社有価証券の払戻

しによる収入 
 62,993 49,182 436,872 

８．その他の関係会社有価証券の譲渡

による収入 
 220,000 ― 715,000 

９．関係会社への出資による支出  △120,100 △19,200 △389,750 

10．短期貸付金の増減額（△：増加額）  △29,980 △101,947 1,989,978 

11．長期貸付けによる支出  △33,500 △76,760 △142,050 

12．長期貸付けの回収による収入  ― ―  

13．敷金保証金の差入れによる支出  △81,186 △213,128 △373,557 

14．敷金保証金の返還による収入  ― 68,510 20,264 

15. 連結除外子会社有価証券の売却 

に伴う収入 
※3 ― 791,777 440,105 

16. 連結除外子会社有価証券の売却 

に伴う支出 
※4 △28,757,280 △75,146 △28,757,280 

17．その他 ※2 524 32,439 993,480 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △25,787,194 △724,722 △34,646,541 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

１．短期借入金の増減額（△：減少額）  2,172,664 △3,503,466 3,187,704 

２．コマーシャルペーパーの増減額

（△：減少額） 
 500,000 ― △2,500,000 

３．長期借入れによる収入  3,680,000 1,120,000 12,130,000 

４．長期借入金の返済による支出  △2,016,990 △3,272,668 △3,216,910 

５．社債発行による収入 ― 2,980,000 ― 

６．株式の発行による収入 755 210 3,687 

７．株式の発行による支出 △265 △4 △3,907 

８．少数株主からの株式取得による 

支出 
△114,000 ― △1,367,000 

９．匿名組合出資預りによる収入 ― 1,915,500 7,630,395 

10．匿名組合出資払戻しによる支出 △79,946 △5,873,787 △4,059,293 

11．配当金の支払額 ― △260,789 ― 

12．その他 ― ― △3,146,262 

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,142,217 △6,895,006 8,658,414 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― 78 △121 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △28,901,156 △15,115,853 △22,959,207 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 33,000,002 24,202,649 33,000,002 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の

増加額 
― ― 14,172,693 

Ⅷ 連結の範囲変更による現金及び現金同

等物の減少額 
― △24,304 △10,839 

Ⅸ 現金及び現金同等物の第１四半期末

(期末)残高 
※１ 4,098,846 9,062,491 24,202,649 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項 目 

前第１四半期連結会計期間

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年３月31日)

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日) 

１. 連結の範囲に関する事 

項 

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

 

（1）連結子会社の数 26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 
リプラス・アドバイザーズ
株式会社 
リプラス・レジデンシャ
ル・ウェアハウス匿名組合 
他21社 
 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を機
に連結の範囲を見直して
おります。 
 

（1）連結子会社の数 32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 
リプラス・アドバイザーズ
株式会社 
リプラス・レジデンシャ
ル・ウェアハウス匿名組合
他27社 
 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を機
に連結の範囲を見直し、平
成19年10月１日、リプラ
ス・レジデンシャル・ウェ
アハウス匿名組合他19社
を新たに連結の範囲に含
めております。 
 

 (2)非連結子会社の数 25社
主要な非連結子会社 
リプラス・インシュアラン
ス株式会社 
他24社 
（連結の範囲から除いた
理由） 

 リプラス・インシュアラ
ンス株式会社他１社は小
規模であり、合計の総資
産、売上高、第１四半期純
損益、利益剰余金等は、い
ずれも四半期連結財務諸
表に重要な影響を及ぼし
ていないためであります。
 また、リプラス･レジデ
ンシャル･ウェアハウス匿
名組合他22社は、当企業集
団が業務執行権を有して
いることから子会社に該
当しますが、その持分比率
が当社規定の基準未満で
あり子会社の大部分の損
益が当社に帰属しないた
め、利害関係者の判断を著
しく誤らせるおそれがあ
ると考えられることから
「中間連結財務諸表規則
第５条第１項第２号」を適
用して連結の範囲から除
いております。 

 

（2）非連結子会社の数 34 社 
主要な非連結子会社の名
称 
リプラス・リニューアルサ
ービス株式会社 
有限責任中間法人リプラ
ス・レジデンシャル 
他32社 
（連結の範囲から除いた
理由） 

 リプラス・リニューアル
サービス株式会社、有限責
任中間法人リプラス・レジ
デンシャル他32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。 

（2）非連結子会社の数 33 社
主要な非連結子会社の名
称 
有限責任中間法人リプラ
ス・レジデンシャル 
他32社 
（連結の範囲から除いた
理由） 

 有限責任中間法人リプ
ラス・レジデンシャル他32
社は、小規模であり、合計
の総資産、売上高、当期純
損益、利益剰余金等は、い
ずれも連結財務諸表に重
要な影響を及ぼしていな
いためであります。 
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項 目 

前第１四半期連結会計期間

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年３月31日)

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日) 

２．持分法の適用に関する

事項 

(1) ───────── （1）持分法適用の関連会社
数 22社 
主要な会社名 
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 匿名組合 
他21社 
 

 

（1）持分法適用の関連会社
数 27社 
主要な会社名 
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 匿名組合 
他26社 
 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を機
に連結の範囲を見直し、平
成19年10月１日より、リプ
ラス・レジデンシャル・コ
ンストラクションマネジ
メント匿名組合他26社を
新たに持分法適用の関連
会社としております。 

 
 (2) 非連結子会社  25社 

（持分法を適用していな
い理由） 

 非連結子会社であるリ
プラス･レジデンシャル･
ウェアハウス匿名組合他
22社は匿名組合等として
組成された投資事業組合
であり、匿名組合の損益で
当社に帰属する持分相当
額を売上高に計上すると
ともに｢その他の関係会社
有価証券｣を加減する処理
を行っていることから持
分法を適用しておりませ
ん。 
 また、リプラス・インシ
ュアランス株式会社他１
社は小規模であり、合計の
四半期純損益、利益剰余金
等はいずれも四半期連結
財務諸表に重要な影響を
及ぼしていないためであ
ります。 

 

（2）持分法を適用していな
い非連結子会社 34社 
（持分法を適用していな
い理由） 

 リプラス・リニューアル
サービス、株式会社有限責
任中間法人リプラス・レジ
デンシャル他32社は、小規
模であり、四半期期純損
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）持分法を適用していな
い非連結子会社 33社 
（持分法を適用していな
い理由） 

 有限責任中間法人リプ
ラス・レジデンシャル他32
社は、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。 

 

 (3) 関連会社    １社 
（持分法を適用していな
い理由） 

Beijing Hua-re 
Real-Estate Consultancy
Co.,Ltd.は、小規模であ
り、四半期純損益、利益剰
余金等は、いずれも四半期
連結財務諸表に重要な影
響を及ぼしていないため
であります。 
 

(3) 関連会社    １社 
（持分法を適用していな
い理由） 

同左 

(3) 関連会社    １社 
（持分法を適用していな
い理由） 

Beijing Hua-re 
Real-Estate Consultancy 
Co.,Ltd.は、小規模であ
り、当期純損益、利益剰余
金等は、いずれも連結財務
諸表に重要な影響を及ぼ
していないためでありま
す。 
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項 目 

前第１四半期連結会計期間

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年３月31日)

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19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。 
その他の連結子会社の決算

日は、12月31日であります。
四半期連結財務諸表の作成

にあたっては、四半期連結決
算日において、四半期連結財
務諸表作成の基礎となる財務
諸表を作成するために必要と
される決算を行っておりま
す。 
 

連結子会社のうちリプラ
ス・リート・マネジメント株
式会社他２社の決算日は３月
31日、リプラス・レジデンシ
ャル・ウェアハウス匿名組合
他13社の決算日は11月30日で
あります。また、他に決算日
が１月31日のものが１社、３
月31日・９月30日のものが１
社であります。 
リプラス・リート・マネジ

メント株式会社等の連結子会
社は、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、リプラス・レジデンシャ
ル・ウェアハウス匿名組合等
は、当該連結子会社の四半期
会計期間に係る財務諸表を使
用し、四半期連結決算日との
間に生じた重要な取引につい
ては、連結上必要な調整を行
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
式会社他２社の決算日は３月
31日、リプラス・レジデンシ
ャル・ウェアハウス匿名組合
他13社の決算日は11月30日、
合同会社サザンカ・キャピタ
ルの決算日は６月30日であり
ます。また、他に決算日が２
月28日のものが１社、５月31
日のものが２社、８月31日の
ものが１社であります。 
リプラス・リート・マネジ

メント株式会社等の連結子会
社は、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、リプラス・レジデ
ンシャル・ウェアハウス匿名
組合等は、当該連結子会社の
事業年度に係る財務諸表を使
用し、連結決算日との間に生
じた重要な取引については、
連結上必要な調整を行ってお
ります。 
その他の連結子会社の決算

日は、連結決算日と一致して
おります。 
 

４．会計処理基準に関する

事項 
 
 

（1）重要な資産の評価基準
及び評価方法 
①有価証券 
子会社株式及び関連会社
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 
 

（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 

同左 
 

その他有価証券 
時価のあるもの 

連結決算日の市場価
格等に基づく時価法（評
価差額は、全部純資産直
入法により処理し、売却
原価は移動平均法によ
り算定）によっておりま
す。 

 時価のないもの 
移動平均法による原

価法を採用しておりま
す。 
 

時価のないもの 
同左 

時価のないもの 
同左 

 匿名組合出資金 
匿名組合の損益のうち、

当社及び連結子会社に帰
属する持分相当額を売上
高に計上するとともに、
「投資有価証券」または
｢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 
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項 目 

前第１四半期連結会計期間

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年３月31日)

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日) 
 ② ─────── 

 
②デリバティブ 
時価法を採用しておりま
す。 

②デリバティブ 
同左 

 
 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 
個別法に基づく原価法
によっております。 

貯蔵品 
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 

同左 
 
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  
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 
構築物  ９～10年 
器具備品 ４～10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  
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 ４～10年 

 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社債発行費 

支出時に全額費用処理
しております。 
 

④社債発行費 
同左 
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項 目 

前第１四半期連結会計期間

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年３月31日)

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日) 
 （4）重要な引当金の計上基

準 
①貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権
については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に
回収可能性を勘案し、回収
不能見込額を計上してお
ります。 

（4）重要な引当金の計上基
準 
①貸倒引当金 

同左 

（4）重要な引当金の計上基
準 
①貸倒引当金 

同左 
 

 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 
レントゴー事業に係る

損失に備えるため、過去の
実績保証履行損失率を勘
案し、損失負担見込額を計
上しております。 

②保証履行引当金 
同左 

 ③賞与引当金 
従業員の賞与金の支給

に備えて、賞与支給見込額
の当第１四半期連結会計
期間負担額を計上してお
ります。 

 

③賞与引当金 
同左 

③ ──────― 
 

 （5）収益及び費用の計上基
準 
賃貸保証事業の収益は、

当第１四半期連結会計期
間中の契約締結に係る契
約金額全額を計上してお
ります。 
 

（5）収益及び費用の計上基
準 
レントゴー事業の収益

は、当第１四半期連結会計
期間中の契約締結に係る
契約金額全額を計上して
おります。 

（5）収益及び費用の計上基
準 
レントゴー事業の収益

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 
繰延ヘッジ処理によっ

ております。ただし、特例
処理要件を満たす金利ス
ワップについては当該処
理を行っております。 
②ヘッジ手段とヘッジ対
象 
イ.ヘッジ手段 

金利スワップ 
ロ.ヘッジ対象 

借入金の金利 
③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。 

 

（7）重要なヘッジ会計の方
法 

同左 
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項 目 

前第１四半期連結会計期間

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年３月31日)

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日) 
  ④ヘッジ有効性評価の方

法 
借入金の金利（ヘッジ対

象）と金利スワップ（ヘッ
ジ手段）とは重要な条件で
同一であり、ヘッジに高い
有効性があるため、有効性
の評価を省略しておりま
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１四半
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 
主に税抜方式によって

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。 

 

（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 

同左 

５．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

連結子会社の資産及び負債
の評価については、部分時価
法を採用しております。 

同左 同左 

６．のれんの償却に関する

事項 

─────── 
 

のれんの償却は、３年で均
等償却しております。 

同左 

７．四半期連結キャッシ

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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表示方法の変更 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 

  至 平成19年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年３月31日） 

（四半期連結貸借対照表） 
前第１四半期連結会計期間において四半期連結貸借対

照表の「その他」に含めて表示しておりました「短期貸
付金」は、当第１四半期連結会計期間より区分掲記して
おります。 
なお、前第１四半期連結会計期間末における「その他」

に含まれる「短期貸付金」の額は、103,670千円でありま
す。 
 

前第１四半期連結会計期間において四半期連結貸借対
照表の「未払金」として掲記されていたものは、当第１
四半期連結会計期間において、｢その他｣に含めて表示し
ております。 
なお、当第１四半期連結会計期間末における「その他」

に含まれる「未払金」の額は、1,307,638千円であります。
 

（四半期連結貸借対照表） 
前第１四半期連結会計期間において四半期連結貸借対

照表の「無形固定資産」に含めて表示しておりました「の
れん」は、当第１四半期連結会計期間より区分掲記して
おります。 
なお、前第１四半期連結会計期間末における「その他」

に含まれる「のれん」の額は、38,921千円であります。
 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 
前第１四半期連結会計期間において、｢連結調整勘定

償却額｣として掲記されていたものは、当第１四半期連
結会計期間から「のれん償却額」と表示しております。

 
前第１四半期連結会計期間までに営業活動によるキ

ャッシュ・フローに含めて表示しておりました「繰延資
産償却」は当第１四半期連結会計期間において、「その
他」に含めて表示しております。 
なお、当第１四半期連結会計期間における「繰延資産

償却」の金額は332千円であります。 
 
前第１四半期連結会計期間までに営業活動によるキ

ャッシュ・フローに含めて表示しておりました「貸倒引
当金の増加額」は当第１四半期連結会計期間において、
「その他」に含めて表示しております。 
なお、当第１四半期連結会計期間における「貸倒引当

金の増加額」の金額は972千円であります。 
 
前第１四半期連結会計期間において営業活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しており
ました「たな卸資産の増加額」は当第１四半期連結会計
期間より区分掲記しております。 
なお、前第１四半期連結会計期間における「たな卸資産

の増加額」の金額は24,306千円であります。 
 

────────── 
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注記事項  

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第１四半期連結会計期間末 

（平成19年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間末  

（平成20年３月31日） 

前連結会計年度末  

（平成19年12月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

36,834千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

70,070千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

73,974千円

※２． ────────── ※２．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

たな卸資産 

（販売用不動産） 
12,015,428千円

投資有価証券 1,872,000千円

合計 13,887,428千円

担保付債務 

社債 17,590,000千円

長期借入金 6,462,191千円

合計 24,052,191千円 

※２．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

たな卸資産 

（販売用不動産） 
34,422,340千円

投資有価証券 2,398,500千円

合計 36,820,840千円

担保付債務 

短期借入金 10,623,600千円

１年以内償還予定

社債 
1,090,000千円

長期借入金 6,174,191千円

社債 6,690,000千円

合計 24,577,791千円
 

３．偶発債務 

(1)連帯保証債務 
賃貸保証事業に係る保証極度

相当額であります。 
保証極度相当額 

47,994,359千円  

３．偶発債務 

(1)連帯保証債務 
レントゴー事業に係る保証極

度相当額であります。 
保証極度相当額 

70,846,148千円

３．偶発債務 

（1）連帯保証債務 
レントゴー事業に係る保証極

度相当額であります。 
保証極度相当額 

61,574,130千円 

（2）保証債務 

当社がアセットマネジメント

業務を行う会社の信用を補完す

ることを目的に債務保証に関す

る確約書を差し入れておりま

す。 

リプラス・レジデンシャル・コ

ンストラクション２号特定目的

会社 

3,297,787千円 
下記の会社の借入金に対する 

債務保証 

当社がコンサルティングサービ

スを行うRCA01（SPC） 

32,200,000千円 

 

（2）保証債務 

当社の子会社がアセットマネ

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 

2,521,837千円 

なお、上記債務保証は、平成

20年４月30日、同社が手掛ける

不動産開発が完成したことによ

り、全額解除されております。 

（2）保証債務 

当社の子会社がアセットマネ

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 

当社の子会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

連結会計年度末に、下記の残高

があります。 

32,200,000千円 

当社の子会社がアセットマネ

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 

654,000千円
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前第１四半期連結会計期間末 

（平成19年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間末  

（平成20年３月31日） 

前連結会計年度末  

（平成19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１四半期連結会計期間末の借
入未実行残高は次のとおりでありま
す。 

当座貸越極度額

及び貸出コミッ

トメントの総額 

3,780,000千円 

借入実行残高 2,457,000千円 

差引額 1,323,000千円  

※４．コミットメントライン 
当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行と当座貸越契約
及び貸出コミットメント契約を締結
しております。これらの契約に基づ
く当第１四半期連結会計期間末の借
入未実行残高は次のとおりでありま
す。 

当座貸越極度額

及び貸出コミッ

トメントの総額 

3,380,000千円

借入実行残高 3,010,000千円

差引額 370,000千円 

※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 

3,380,000千円

借入実行残高 3,280,000千円

差引額 100,000千円 

※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

り計上された当第１四半期連結会

計期間末の主な資産及び負債は下

記のとおりであります。 

たな卸資産     278,482千円 

（販売用不動産） 

長期借入金     280,500千円 

※５．特別目的会社を活用した不動産

の流動化取引 

① 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 

※５．特別目的会社を活用した不動産

の流動化取引 

① 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 

 ② 麹町PJ特定目的会社は所有する

不動産を譲渡しております。当該

不動産の譲渡にあたり当社が買取

予約を有しているため、「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    934,918千円 

（販売用不動産） 

長期借入金    965,040千円 

② 麹町PJ特定目的会社は所有する

不動産を譲渡しております。当該

不動産の譲渡にあたり当社が買取

予約を有しているため、「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    934,918千円 

（販売用不動産） 

長期借入金    965,040千円 
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前第１四半期連結会計期間末 

（平成19年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間末  

（平成20年３月31日） 

前連結会計年度末  

（平成19年12月31日） 

※６．財務制限条項 
（1）四半期連結財務諸表提出会社の短
期借入金合計額のうち157,000千円
（ 貸 出 コ ミ ッ ト メ ン ト の 総 額
180,000千円）には、以下の財務制限
条項が付されており、各条項のいず
れかに抵触した場合には、当該借入
金の借入先に対し該当の借入金額を
一括返済することがあります。 
①各連結会計年度の決算期または中
間決算期の末日における連結財務
諸表提出会社の貸借対照表におけ
る純資産額が、直前の決算期の末
日における貸借対照表における純
資産額の90％未満となった場合。 

②合併・事業譲渡またはその他の事
情により業務内容または資本構成
に大幅な変更が生じるような場
合。 

③経常利益維持（複数年） 
連結会計年度決算期末における連
結財務諸表提出会社の損益計算書
における経常損益の額が２期連続
してマイナスとならないこと。 

④レバレッジ倍率維持 
連結会計年度決算期末における連
結財務諸表提出会社の貸借対照表
及び損益計算書において算出され
るレバレッジ倍率が15倍を上回ら
ないこと。なお、レバレッジ倍率
は次の式にて算出されます。 
レバレッジ倍率＝（短期借入金＋
長期借入金＋社債）÷（営業利益
＋減価償却費） 

 

※６．財務制限条項 
（1）当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
おける純資産額が前期末比90％未
満となった場合。 

②合併・事業譲渡またはその他の事
情により業務内容または資本構成
に大幅な変更が生じるような場
合。 

③経常利益維持（複数年） 
年度決算期末における損益計算書
における経常損益の額が２期連続
してマイナスとならないこと。 

④レバレッジ倍率維持 
年度決算期末における貸借対照表
及び損益計算書において算出され
るレバレッジ倍率が15倍を上回ら
ないこと。なお、レバレッジ倍率
は次の式にて算出されます。 
レバレッジ倍率＝（短期借入金＋
長期借入金＋社債）÷（営業利益
＋減価償却費） 

※６．財務制限条項 
（1）当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
おける純資産額が前期末比90％未
満となった場合。 

②合併・事業譲渡またはその他の事
情により業務内容または資本構成
に大幅な変更が生じるような場
合。 

③経常利益維持（複数年） 
年度決算期末における損益計算書
における経常損益の額が２期連続
してマイナスとならないこと。 

④レバレッジ倍率維持 
年度決算期末における貸借対照表
及び損益計算書において算出され
るレバレッジ倍率が15倍を上回ら
ないこと。なお、レバレッジ倍率
は次の式にて算出されます。 
レバレッジ倍率＝（短期借入金＋
長期借入金＋社債）÷（営業利益
＋減価償却費） 

 
 

 （2）当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各事業年度の決算期または中間決
算期の末日における貸借対照表に
おける純資産額が前期末比90％未
満となった場合。 

②合併・事業譲渡またはその他の事
情により業務内容または資本構成
に大幅な変更が生じるような場
合。 

③経常利益維持（複数年） 
年度決算期末における損益計算書
における経常損益の額が２期連続
してマイナスとならないこと。 

④レバレッジ倍率維持 
年度決算期末における貸借対照表
及び損益計算書において算出され
るレバレッジ倍率が15倍を上回ら
ないこと。なお、レバレッジ倍率
は次の式にて算出されます。 
レバレッジ倍率＝（短期借入金＋
長期借入金＋社債）÷（営業利益
＋減価償却費） 

（2）当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各事業年度の決算期または中間決
算期の末日における貸借対照表に
おける純資産額が前期末比90％未
満となった場合。 

②合併・事業譲渡またはその他の事
情により業務内容または資本構成
に大幅な変更が生じるような場
合。 

③経常利益維持（複数年） 
年度決算期末における損益計算書
における経常損益の額が２期連続
してマイナスとならないこと。 

④レバレッジ倍率維持 
年度決算期末における貸借対照表
及び損益計算書において算出され
るレバレッジ倍率が15倍を上回ら
ないこと。なお、レバレッジ倍率
は次の式にて算出されます。 
レバレッジ倍率＝（短期借入金＋
長期借入金＋社債）÷（営業利益
＋減価償却費） 
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前第１四半期連結会計期間末 

（平成19年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間末  

（平成20年３月31日） 

前連結会計年度末  

（平成19年12月31日） 

 （3）当社の長期借入金合計額のうち
1,830,800千円、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％及び直前の決算期末
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当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％及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当社
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。 

（3）当社の長期借入金合計額のうち
1,889,450千円、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％及び直前の決算期末
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当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％及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当社
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)当社の短期借入金合計額のうち
300,000千円（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18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％及び直前の決算期末
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当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18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％及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、連結の経常損益が損失とな
らないようにすること。 

④平成18年12月の決算以降の決算に
つき、単体の経常損益が損失とな
らないようにすること。 

 

（4）当社の短期借入金合計額のうち
400,000千円（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18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％及び直前の決算期末
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当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18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％及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、連結の経常損益が損失とな
らないようにすること。 

④平成18年12月の決算以降の決算に
つき、単体の経常損益が損失とな
らないようにすること。 
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前第１四半期連結会計期間末 

（平成19年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間末  

（平成20年３月31日） 

前連結会計年度末  

（平成19年12月31日） 

 ⑤平成18年12月の決算以降の決算
（または中間決算）の末日におけ
る連結の借入依存度を70％以下に
すること。 

⑥平成18年12月の決算以降の決算
（または中間決算）の末日におけ
る単体の借入依存度を70％以下に
すること。 

 

⑤平成18年12月の決算以降の決算
（または中間決算）の末日におけ
る連結の借入依存度を70％以下に
すること。 

⑥平成18年12月の決算以降の決算
（または中間決算）の末日におけ
る単体の借入依存度を70％以下に
すること。 

 
 （5）当社の長期借入金合計額のうち

100,000千円、短期借入金合計額のう
ち200,000千円には、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当社単体の半期ごとの貸借対照表
において純資産を前期比90％以下
としないこと。 

②当社単体の半期ごとの損益計算書
において経常損失にならないよう
にすること。 

③当社単体の半期ごとの財務諸表に
おいて、以下の算式で算出される
債務償還年数が、３年を超過しな
いこと。 

 債務償還年数＝（有利子負債（長
短借入金＋社債＋コマーシャルペ
ーパー）－（現金及び預金＋売掛
金の50％＋短期貸付金の50％＋た
な卸資産の50％））÷（当期純損
益＋減価償却費） 

（ただし、中間決算においては、便
宜上、減価償却費と当期純損益を
２倍する。） 

 
 

（5）当社の長期借入金合計額のうち
200,000千円、短期借入金合計額のう
ち100,000千円には、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当社単体の半期ごとの貸借対照表
において純資産を前期比90％以下
としないこと。 

②当社単体の半期ごとの損益計算書
において経常損失にならないよう
にすること。 

③当社単体の半期ごとの財務諸表に
おいて、以下の算式で算出される
債務償還年数が、３年を超過しな
いこと。 

 債務償還年数＝（有利子負債（長
短借入金＋社債＋コマーシャルペ
ーパー）－（現金及び預金＋売掛
金の50％＋短期貸付金の50％＋た
な卸資産の50％））÷（当期純損
益＋減価償却費） 

（ただし、中間決算においては、便
宜上、減価償却費と当期純損益を
２倍する。） 
なお、当社は、当連結会計年度末
現在、当該財務制限条項に一部抵
触しておりますが、財務制限条項
が付された借入金の貸出先である
富士火災海上保険株式会社から、
本条項に基づく期限の利益喪失の
請求を行わないことについて、承
認を受けております。 

 

 （6）当社の長期借入金合計額のうち
350,000千円には、以下の財務制限条
項が付されており、条項に抵触した
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平成20年12月期以降の各年度の決
算期の末日における連結の貸借対
照表及び損益計算書における、長
期借入金、短期借入金及び社債の
合計額を、営業損益及び減価償却
費の合計額でもって除した値を15
以内に維持すること。 

 

（6）当社の短期借入金合計額のうち
680,000千円には、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平成19年12月期以降の連結貸借対
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18年
12月期における連結貸借対照表
（または中間連結貸借対照表）の
純資産の部の金額の75％及び直前
の決算期末日における連結貸借対
照表（または中間連結貸借対照表）
の純資産の部の金額の75％のいず
れか高い方の金額以上に維持する
こと。 

②平成19年12月の決算以降の決算に
つき、決算期の末日において当社
の連結損益計算書上の営業損益も
しくは経常損益を０以上に維持す
ること。 
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（四半期連結損益計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日) 

※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。 

給与手当 705,897千円 

賞与引当金繰入額 252,640千円 

地代家賃 240,892千円  

※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。 

給与手当 1,336,125千円

地代家賃 465,573千円

賞与引当金繰入額 391,646千円 

※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 3,569,096千円

地代家賃 1,063,716千円
 

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

※２．法人税、住民税及び事業税 
同左 

※２．  ───────― 

※３．減価償却実施額 

有形固定資産 7,495千円 

無形固定資産 8,256千円  

※３．減価償却実施額 

有形固定資産 15,115千円

無形固定資産 9,866千円 

※３．減価償却実施額 

有形固定資産 38,195千円

無形固定資産 34,711千円 

※４．  ───────― ※４．  ───────― ※４．固定資産売却益の内容は、次

の通りであります。 

土地 96,713千円 
※５．  ───────― ※５．  ───────― ※５．固定資産除却損の内容は、次

の通りであります。 

器具備品 88千円

ソフトウェア 3,986千円

合計 4,074千円 
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

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

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株数に関する事項 

 前連結会計年度末 
株式数（株） 

当第１四半期連結 
会計期間増加株式数

（株） 

当第１四半期連結 
会計期間減少株式数

（株） 

当第１四半期連結 
会計期間末株式数 

（株） 

発行済株式  

普通株式(注) 289,038 1,359 ─ 290,397

合計 289,038 1,359 ─ 290,397

自己株式  

普通株式 ─ ─ ─ ─

合計 ─ ─ ─ ─

(注)普通株式の発行済株式総数の増加1,359株は、新株予約権の権利行使による新株発行によるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

前連結 
会計 
年度末 

当第１四
半期連結
会計期間
増加 

当第１四
半期連結
会計期間
減少 

当第１四
半期連結
会計 
期間末 

当第１四半
期連結会計
期間末残高
(千円) 

第1回無担保転換社債
型新株予約権付社債 

普通株式 (注) ― ― (注) ─ 
提出会社 

（親会社） ストック・オプション
としての新株予約権 

― ― ― ― ― ─ 

連結子会社 ― ― ― ― ―    ─ ─ 

合計 ― ― ― ― ― ─ 

(注)本社債における転換価格は、一定の転換価格の調整事由が生じた場合には本新株予約権付社債の社債要項
にしたがい調整されます。ただし、かかる算出の結果、調整価格が236,390円（以下「下限転換価格」とい
う。）を下回る場合には、修正後の転換価格は下限転換価格とします。本社債の当第１四半期連結会計期
間末における新株予約権の数は20個であります。 

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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当第１四半期連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株数に関する事項 

前連結会計年度末 
株式数（株） 

当第１四半期連結 
会計期間増加株式数

（株） 

当第１四半期連結 
会計期間減少株式数

（株） 

当第１四半期連結 
会計期間末株式数 

（株） 

発行済株式  

普通株式(注) 295,455 360 ─ 295,815

合計 295,455 360 ─ 295,815

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360株は、新株予約権の権利行使による新株発行によるものであります。 
 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

前連結 
会計 
年度末 

当第１四
半期連結
会計期間
増加 

当第１四
半期連結
会計期間
減少 

当第１四
半期連結
会計 
期間末 

当第１四半
期連結会計
期間末残高
(千円) 

第1回無担保転換社債
型新株予約権付社債 

普通株式 (注) ― ― (注) ─ 
提出会社 

（親会社） ストック・オプション
としての新株予約権 

― ― ― ― ― ─ 

連結子会社 ― ― ― ― ―    ─ ─ 

合計 ― ― ― ― ― ─ 

(注)本社債における転換価格は、一定の転換価格の調整事由が生じた場合には本新株予約権付社債の社債要項
にしたがい調整されます。ただし、かかる算出の結果、調整価格が236,390円（以下「下限転換価格」とい
う。）を下回る場合には、修正後の転換価格は下限転換価格とします。本社債の当第１四半期連結会計期
間末における新株予約権の数は20個であります。 

 

３．配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成20年３月27

日定時株主総会 
普通株式 295,455 利益剰余金 1,000.00 

平成 19 年 

12 月 31 日 

平成20年 

３月28日 
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前連結会計年度（自 平成19年１月31日 至 平成19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 

前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少 
株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式  

普通株式(注) 289,038 6,417 ─ 295,455

合計 289,038 6,417 ─ 295,455

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6,417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 

当連結会
計年度 
増加 

当連結会
計年度 
減少 

当連結会
計年度末

当連結会計
年度末残高
(千円) 

第1回無担保転換社債
型新株予約権付社債 

普通株式 (注) ― ― (注) ─ 
提出会社 

（親会社） ストック・オプション
としての新株予約権 

― ― ― ― ― ─ 

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ─ 

合計 ― ― ― ― ― ─ 

(注)本社債における転換価格は、一定の転換価格の調整事由が生じた場合には本新株予約権付社債の社債要項
にしたがい調整されます。ただし、かかる算出の結果、調整価格が236,390円（以下「下限転換価格」とい
う。）を下回る場合には、修正後の転換価格は下限転換価格とします。本社債の当連結会計年度末におけ
る新株予約権の数は20個であります。 

 

３．配当に関する事項 

基準日が、当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成20年３月27

日定時株主総会 
普通株式 295,455 利益剰余金 1,000.00 

平成 19 年 

12 月 31 日 

平成20年 

３月28日 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日) 

※１．現金及び現金同等物の第１四半

期連結会計期間末残高と四半期

連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

（平成19年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 4,098,846千円 

現金及び現金同等物 4,098,846千円  

※１．現金及び現金同等物の第１四半

期連結会計期間末残高と四半期

連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 9,062,491千円

現金及び現金同等物 9,062,491千円 

※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19年12月31日現在）

現金及び預金勘定 24,202,649千円

現金及び現金同等物 24,202,649千円 

※２．  ───────― ※２．  ───────― ※２．持分の取得により新たに連結子

会社となった会社の資産及び負

債の主な内訳 

株式等の取得により以下の会

社を新たに連結したことに伴う

連結開始時の資産及び負債の内

訳並びに株式等の取得価額と取

得のための支出（純額）との関

係は次の通りであります 

  （取得会社） 

RCA02 

流動資産 7,986,957千円

固定資産 156,699千円

のれん 114,845千円

流動負債 △20,716千円

少数株主持分 119,213千円

追加取得以前の持分 △900,000千円

出資金の取得額 7,457,000千円

連結子会社の現金及

び現金同等物 

7,986,957千円

差引：新規連結子会

社持分の取得

に伴う収入 

529,957千円

 

※３．  ───────― ※３．  ───────― ※３．有価証券の売却により連結子会

社でなくなった会社の資産及び

負債の主な内訳 

有価証券の売却により以下の会

社が連結子会社で なくなった

ことに伴う売却時の資産及び負

債の内訳並びに以下の会社の有

価証券の売却価額と売却による

収入は次のとおりであります。 
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前第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日) 

  （売却会社） 

リプラス・レジデンシャル・ウェアハ

ウス11号特定目的会社 

流動資産 1,413,359千円

のれん 468,259千円

流動負債 △35,575千円

固定負債 △800,283千円

有価証券売却損 △425,760千円

有価証券の売却額 620,000千円

連結子会社の現金及

び現金同等物 

△179,894千円

差引：連結除外子会

社有価証券の

売却に伴う収

入 

 

440,105千円

 
※４．  ───────― ※４．  ───────― ※４．有価証券の売却により連結子会

社でなくなった匿名組合の資産

及び負債の主な内訳 

  有価証券の売却により以下の会

社が連結子会社でなくなったこ

とに伴う売却時の資産及び負債

の内訳並びに以下の会社の有価

証券の売却価額と売却に伴う支

出は次のとおりであります。 

  （売却会社） 

匿名組合カルカッタ 

匿名組合デリー 

匿名組合ボンベイ 

RCA Fund 01,L.P. 

RCA01 

流動資産 30,435,386千円

固定資産 19,992,579千円

流動負債 △35,620,081千円

固定負債 △13,544,053千円

少数株主持分 124,007千円

有価証券売却益 213,100千円

有価証券売却額 1,600,938千円

連結子会社の現金及

び現金同等物 

△30,358,219千円

差引：連結除外子会

社有価証券の

売却に伴う支

出 

△28,757,280千円
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（リース取引関係） 

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 

至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日) 

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 

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 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額

相当額及び第１四半期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額

相当額及び第１四半期末残高相当額

(1)リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額

相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償 
却累計 
額相当 
額 

（千円） 

第１四半

期末残高

相当額 

（千円） 

建物 38,355 12,348 26,007 

器具備品 525,600 119,735 405,864 

ソフト 

ウェア 
510,633 93,943 416,689 

合計 1,074,589 226,027 848,561 

    
 

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 

（千円）

第１四半

期末残高

相当額

（千円）

建物 38,355 18,904 19,451

器具備品 845,442 243,637 601,805

車輌 8,499 1,361 7,137

ソフト

ウェア
663,793 204,774 459,018

合計 1,556,091 468,678 1,087,413

 

 
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 17,265 21,090

器具備品 666,266 207,310 458,956

車輌 8,499 851 7,648

ソフト 

ウェア 
567,402 173,647 393,754

合計 1,280,524 399,074 881,450

 
(2)未経過リース料第１四半期末残高相

当額等 

未経過リース料第１四半期末残高相

当額 

(2)未経過リース料第１四半期末残高相

当額等 

未経過リース料第１四半期末残高相

当額 

(2)未経過リース料期末残高相当額等 

 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 204,088千円

１年超 659,070千円

合計 863,159千円 

１年内 305,503千円

１年超 809,091千円

合計 1,114,595千円 

１年内 249,424千円

１年超 654,058千円

合計 903,482千円 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払

利息相当額及び減損損失 

支払リース料 57,020千円 

減価償却費相当額 52,209千円 

支払利息相当額 7,535千円 
 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払

利息相当額及び減損損失 

支払リース料 75,814千円

減価償却費相当額 69,604千円

支払利息相当額 8,288千円
 

(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 242,150千円

減価償却費相当額 222,573千円

支払利息相当額 29,751千円
 

(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 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損

失はありません。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 
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（有価証券関係） 

前第１四半期連結会計期間末（平成19年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 

(千円) 

当第１四半期連結 

貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)その他有価証券 

 ①株式 ― ― ―

 ②債券 ― ― ―

 ③その他 3,250,000 3,711,500 461,500

合計 3,250,000 3,711,500 461,500

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 当第１四半期連結貸借対照表計上額(千円) 

(1)その他有価証券  

①非上場株式 7,500 

②その他 2,519 

(2)子会社株式 160,000 

(3)その他の関係会社有価証券 4,566,323 

合計 4,736,342 

 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 

(千円) 

当第１四半期連結 

貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)その他有価証券 

 ①株式 ― ― ―

 ②債券 ― ― ―

 ③その他 6,000,000 1,872,000 4,128,000

合計 6,000,000 1,872,000 4,128,000

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 当第１四半期連結貸借対照表計上額(千円) 

(1)その他有価証券  

①非上場株式 83,100 

②その他 ─ 

(2)子会社株式 10,000 

(3)その他の関係会社有価証券 9,825,518 

合計 9,918,618 

 

前連結会計年度末（平成19年12月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 

(千円) 

連結貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)その他有価証券 

 ①株式 254,268 82,500 △171,768

 ②債券 ― ― ―

 ③その他 3,250,000 2,398,500 △851,500

合計 3,504,268 2,481,000 △1,023,268

（注）当連結会計年度において、有価証券について164,034千円（その他有価証券で時価のあるもの）減損を行

っております。
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額(千円) 

(1)その他有価証券  

①非上場株式 7,500 

②その他 1,000,000 

(2)子会社株式 ― 

(3)匿名組合出資金 9,722,448 

合計 10,729,948 

 

（デリバティブ取引関係） 

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

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

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 種類 契約額等(千円) 時価（千円） 評価損益(千円) 

通貨 
通貨オプション取引 

買建  人民元 
― ― ―

金利 
金利キャップ取引 

 買建 
10,000,000 69 △10,116

合計 10,000,000 69 △10,116

(注)１.時価は取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

  ２.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

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

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 種類 契約額等(千円) 時価（千円） 評価損益(千円) 

通貨 
通貨オプション取引 

買建  人民元 
― ― ―

金利 
金利キャップ取引 

 買建 
10,000,000 69 △10,116

合計 10,000,000 69 △10,116

(注)１.時価は取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

  ２.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

（ストック・オプション等関係） 

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

当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションはありません。 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションはありません。 

 

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

 
アセットマネ

ジメント事業

賃貸保証 

事業 
計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高及び営業利益  

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

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― 40 40 △40 ―

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

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

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

(注)１．事業区分の方法 

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

２．各区分に属する主要な事業内容 

アセットマネジメント事業 不動産ファンドのアセットマネジメント事業 

賃貸保証事業 賃貸住宅の滞納家賃保証システムの提供事業 

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

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

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年３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） 

売上高及び営業利益  

（1）外部顧客に対する売上高 2,919,823 2,576,133 5,495,956 ― 5,495,956

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― 11,332 11,332 △11,332 ―

計 2,919,823 2,587,465 5,507,288 △11,332 5,495,956

営 業 費 用 2,318,050 2,253,270 4,571,321 739,476 5,310,798

営 業 利 益 601,772 334,194 935,966 △750,808 185,158

(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 

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

金額は739,476千円であり、その内容は親会社の管理部門に係る費用であります。 
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前連結会計年度（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  

（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

(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 

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また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．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 

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

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 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 

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

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

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

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

 

前連結会計年度（自 平成 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います。 
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（１株当たり情報） 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 

   至 平成19年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成20年１月１日 

   至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度 
(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 29,944円17銭 

１株当たり第１四半

期純損失金額 
413円04銭 

 

 

 

 

 

１株当たり純資産額 26,764円90銭

１株当たり第１四半

期純損失金額 
57円11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

 

なお、潜在株式調整後１株当たり第１

四半期純利益金額については、潜在株式

は存在するものの、１株当たり第１四半

期純損失であるため、記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり第１

四半期純利益金額については、潜在株式

は存在するものの、１株当たり第１四半

期純損失であるため、記載しておりませ

ん。 

 

（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１四半期 
連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日）

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日） 

前連結会計年度 
（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） 8,879,012 8,075,664 8,999,246 

純資産の部から控除する金額（千円） 183,314 158,206 157,821 

（うち少数株主持分）（千円） （183,314） （158,206） （157,821） 

普通株式に係る第１四半期末（期末）の純

資産額（千円） 
8,695,697 7,917,457 8,841,424 

第１四半期末（期末）の普通株式の数(株) 290,397 295,815 295,455 

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

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

項目 

前第１四半期 
連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第１四半期 
連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日) 

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

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額    

第１四半期（当期）純利益または純損失

（△）（千円） 
△119,802 △16,873 1,183,959 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る第１四半期（当期）純利

益または純損失（△）（千円） 
△119,802 △16,873 1,183,959 

期中平均株式数 （株） 290,052 295,471 290,510 

    

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当

期）純利益金額 
   

第１四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ― ― 

普通株式増加数（株） ― ― 12,079 

（うち新株予約権）（株） ― ― （12,079） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第１四半期（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権 ５種類 
・平成15年７月31日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション 
（新株予約権の数348個）

・平成15年12月８日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション 
（新株予約権の数309個）

・平成16年６月30日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション 
（新株予約権の数115個）

・平成16年11月１日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション 
（新株予約権の数41個）

・株式会社リプラス第１回
無担保転換社債型新株予
約権付社債（転換社債型
新株予約権付社債間限定
同順位特約付） 
額面金額2,000,000千円
（新株予約権の数20個）

 

新株予約権 ２種類 
・平成15年12月８日 

臨時株主総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権の数177個） 

・株式会社リプラス第１回
無担保転換社債型新株予
約権付社債（転換社債型
新株予約権付社債間限定
同順位特約付） 
額面金額2,000,000千円 
（新株予約権の数20個） 

 

株式会社リプラス第１回
無担保転換社債型新株予
約権付社債（転換社債型新
株予約権付社債間限定同
順位特約付） 
額面金額2,000,000千円 
（新株予約権の数20個） 
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（重要な後発事象） 

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 

至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日) 

 
───────── 

 

１．平成20年５月９日開催の当社取締
役会において、以下のように第三
者割当による新株式を発行するこ
とを決議しております。 

（1）発行株式数  普通株式 16,138株
（2）発行価額   １株につき76,100円
（3）発行価額の総額 1,228,101千円
（4）資本組入額 １株につき38,050円
（5）資本組入額の総額 614,050千円
（6）申込期日    平成20年５月26日
（7）払込期日    平成20年５月26日
（8）割当先及び割当株式数 

株式会社アトリウム     13,140株
富士火災海上保険株式会社 657株
三井住友海上火災保険株式会社 

394株
リプラス取引先持株会    1,947株

（9）資金の使途  
賃貸住宅にかかわる保証・保険サ
ービスの提供を営むレントゴー事
業の更なる拡大を目指し、不動産
管理会社及び個人大家に向けた新
たなサービスの提供を目的とした
戦略的Ｍ＆Ａを進めるための資金
に全額充当する予定 

 

１．平成20年２月25日開催の当社取締
役会において、以下のように有限
会社リプラスロード８に対するロ
ーン債権の買取予約契約を締結す
ることを決議しております。 

（1）目的・理由   
アセットマネージャーの親会社と
して、アセットマネジメント事業
の業務を円滑に進めるため 

（2）譲渡日    平成20年２月29日
（3）契約の内容   

有限会社リプラスロード８に対す
るファーストクレジット株式会社
のシニアメザニンローン債権
2,500,000千円及びフィンテック
グローバル株式会社のジュニアメ
ザニンローン債権500,000千円の
平成20年６月20日を予定日とした
債権買取契約 

（4）業績に与える影響 
現時点では業績に与える影響は軽
微であります。 

 

 ２．平成20年５月９日開催の当社取締
役会決議に基づき、レントゴー事
業におけるサービスの更なる浸透
と事業拡大を企図し、以下のよう
に株式会社ビジュアルリサーチの
株式を取得し、子会社化すること
を前提とした基本合意書を株式会
社アトリウムと締結しておりま
す。 

（1）株式の取得先 
株式会社アトリウム 

（2）取得する会社の概要 
名称 

株式会社ビジュアルリサーチ
事業内容 

家賃立替サービス事業、不動
産賃貸物件に係る業務管理シ
ステムの開発･販売･保守事
業、Web 関連事業、ASP 関連
事業、カード関連事業 

資本の額 
423,425千円 

（3）株式取得の時期 
平成20年７月１日（予定） 

（4）取得する株式数    4,632株
（5）取得価額          未定
（6）取得後の持分比率    73.7％
 

２．当社が保有するリプラス・レジデ
ンシャル・ウェアハウス匿名組合
の匿名組合出資持分を平成20年３
月18日付けで、下記のとおり地位
譲渡する契約を締結いたしまし
た。 

（1）目的・理由  譲渡先との関係強
化のため 

（2）譲渡予定日  平成20年３月31日
（3）子会社の概要 

リプラス・レジデ
ンシャル・ウェア
ハウス匿名組合
匿名組合財産の
運用及び管理 

（4）匿名組合出資持分 
2,040,150千円

（5）譲渡対象額     2,040,150千円
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６．四半期財務諸表等 

（１）四半期貸借対照表 

  
前第１四半期会計期間末 
（平成19年３月31日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成20年３月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（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 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  3,256,896 1,364,052  2,212,689 

２．売掛金  1,937,118 1,584,307  1,050,189 

３．たな卸資産 ※2,5 302,202  1,205,615  706,992 

４．前渡金  246,782  497,332  533,990 

５．未収入金  846,388  1,505,872  1,560,030 

６．短期貸付金  6,024,275 1,909,500  2,677,748 

７．立替金  1,905,730 5,839,590  4,122,042 

８．その他  687,103 849,697  797,333 

  貸倒引当金  △1,981 △4,455  △4,169 

流動資産合計  15,204,516 64.8 14,751,512 49.0  13,656,847 47.7

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※1 242,121 341,658   303,506

２．無形固定資産    

(１)ソフトウェア仮
勘定 

 ― 2,133,827  1,372,146 

(２)その他  151,450 151,450 142,152 2,275,980  146,589 1,518,735

３．投資その他の資産    

(１)投資有価証券 ※2 2,008,519 1,091,100  1,381,500 

(２)関係会社株式  562,000 3,105,392  1,915,000 

(３)その他の関係 
会社有価証券 

※2 3,958,933 6,127,978  8,114,685 

(４)長期貸付金  197,350 3,000  3,000 

(５)関係会社長期 
貸付金 

 173,820 ―  ― 

(６)敷金保証金  908,481 1,194,900  1,437,333 

(７)その他  54,662 7,863,766 1,213,744 12,736,116  325,005 13,176,525

固定資産合計  8,257,338 35.2 15,353,755 51.0  14,998,767 52.3

資産合計  23,461,855 100.0 30,105,268 100.0  28,655,615 100.0
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前第１四半期会計期間末 
（平成19年３月31日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成20年３月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（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 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．短期借入金 ※4,6 5,207,000 8,539,200  7,044,000 

２．１年以内返済予定 
長期借入金 

※2,6 59,780 966,170  1,612,180 

３．コマーシャル 
ペーパー 

 3,000,000 ―  ― 

４．未払金  1,281,052 2,247,590  1,957,624 

５．未払法人税等  17,668 ―  ― 

６．預り金  926,823 1,573,272  1,593,853 

７．保証履行引当金  477,390 534,065  480,236 

８．賞与引当金  220,606 259,103  ― 

９．その他 ※7 248,445 377,169  395,986 

流動負債合計  11,438,767 48.7 14,496,571 48.1  13,083,880 45.6

Ⅱ 固定負債    

 １．社債  2,000,000 2,000,000  2,000,000 

２．長期借入金 
※2, 

5,6 
1,408,000 4,822,482  4,537,650 

３．その他  100,570 668,836  274,876 

固定負債合計  3,508,570 15.0 7,491,318 24.9  6,812,526 23.8

負債合計  14,947,337 63.7 21,987,890 73.0  19,896,406 69.4

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  3,269,062 13.9 3,270,634 10.9  3,270,528 11.4

２．資本剰余金    

(１)資本準備金  3,233,734 3,235,305  3,235,200 

資本剰余金合計  3,233,734 13.8 3,235,305 10.7  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  1,864,334 2,364,833  2,700,137 

利益剰余金合計  1,864,334 8.0 2,364,833 7.9  2,700,137 9.4

株主資本合計  8,367,132 35.7 8,870,772 29.5  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 

 147,385 △756,634   △466,234

２．繰延ヘッジ損益  ― 3,239   19,576

評価・換算差額等合計  147,385 0.6 △753,394 △2.5  △446,657 △1.5

純資産合計  8,514,517 36.3 8,117,378 27.0  8,759,208 30.6

負債・純資産合計  23,461,855 100.0 30,105,268 100.0  28,655,615 100.0
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（２）四半期損益計算書 

  
前第１四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日）

前事業年度の 
要約損益計算書 

（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 

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   2,327,929 100.0 3,184,239 100.0  12,307,002 100.0

Ⅱ 売上原価   469,708 20.2 239,103 7.5  1,591,122 12.9

売上総利益   1,858,220 79.8 2,945,135 92.5  10,715,880 87.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※6  2,113,240 90.8 2,992,563 94.0  9,281,875 75.5

営業利益または 
営業損失（△） 

  △255,019 △11.0 △47,427 △1.5  1,434,004 11.6

Ⅳ 営業外収益 ※1  28,396 1.2 52,214 1.6  621,991 5.1

Ⅴ 営業外費用 ※2  33,961 1.4 84,682 2.6  238,544 1.9

経常利益または 
経常損失（△） 

  △260,584 △11.2 △79,895 △2.5  1,817,451 14.8

Ⅵ 特別利益 ※3  31,190 1.3 84,417 2.7  31,190 0.3

Ⅶ 特別損失 ※4  ― ― 60,000 1.9  593,869 4.8

税引前第１四半期
（当期）純利益また
は税引前第１四半期
純損失（△） 

  △229,394 △9.9 △55,477 △1.7  1,254,772 10.2

法人税、住民税及び 
事業税 

※5 △79,568 △15,628  586,000 

法人税等調整額  ― △79,568 △3.5 ― △15,628 △0.4 △17,205 568,794 4.6

第１四半期（当期） 
純利益または 
第１四半期純損失
（△） 

  △149,825 △6.4 △39,848 △1.3  685,977 5.6
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（３）四半期株主資本等変動計算書 

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

 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１四半期会計期間中の 

変動額 
 

新株の発行（千円） 377 377 ― 755 ― 755

第１四半期純損失（千円） ― ― △149,825 △149,825 ― △149,825

株主資本以外の項目の当

第１四半期会計期間中の

変動額（純額）（千円） 

― ― ― ― 322,385 322,385

第１四半期会計期間中の変

動額合計（千円） 
377 377 △149,825 △149,069 322,385 173,315

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
3,269,062 3,233,734 1,864,334 8,367,132 147,385 8,514,517

 

当第１四半期会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年３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

第１四半期会計期間中

の変動額 
  

新株の発行（千円） 105 105 ― 210 ― ― ― 210

剰余金の配当（千円） ― ― △295,455 △295,455 ― ― ― △295,455

第１四半期純損失 

（千円） 
― ― △39,848 △39,848 ― ― ― △39,848

株主資本以外の項目

の第１四半期会計期

間中の変動額（純額）

（千円） 

― ― ― ― △290,400 △16,337 △306,737 △306,737

第１四半期会計期間中

の変動額合計（千円） 
105 105 △335,303 △335,093 △290,400 △16,337 △306,737 △641,830

平成20年３月31日 残高

（千円） 
3,270,634 3,235,305 2,364,833 8,870,772 △756,634 3,239 △753,394 8,117,378
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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（千円） 1,843 1,843 ─ 3,687 ─ ─ ─ 3,687

当期純利益（千円） ─ ─ 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）（千円） 

─ ─ ─ ─ △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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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

(1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券 

①子会社株式及び関連会社株
式 

①子会社株式及び関連会社株
式 

①子会社株式及び関連会社株
式 

１．資産の評価基準
及び評価方法 

移動平均法による原価法を
採用しております。 

同左 同左 

 ②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 ② ─────── 

 匿名組合出資金 
匿名組合の損益のうち当

社に帰属する持分相当額を
売上高に計上するとともに
「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 

 

 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出）に
よっております。 

時価のあるもの 
同左 

 

時価のあるもの 
事業年度末の市場価格

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
動平均法により算出）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) ─────── (2)デリバティブ (2)デリバティブ 

    時価法を採用しております。 同左 

 (3)たな卸資産 (3)たな卸資産 (3)たな卸資産 

①販売用不動産 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 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 
 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。 

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 

   建物   15年 
  器具備品 ４年 

  建物   15年 
  器具備品 ４～10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 

３．繰延資産の処理
方法 

(1)株式交付費 
支出時に全額費用処理してお

ります。 

(1)株式交付費 
同左 

(1)株式交付費 
同左 
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項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

(1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

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

同左 同左 

４．引当金の計上 
基準 

 
 

(2)保証履行引当金 (2)保証履行引当金 (2)保証履行引当金 
 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。 

レントゴー事業に係る損失に
備えるため、過去の実績保証履
行損失率を勘案し、損失負担見
込額を計上しております。 

同左 

 (3)賞与引当金 (3)賞与引当金 (3) ─────── 
 従業員の賞与金の支給に備え

て、賞与支給見込額の当第１四
半期会計期間負担額を計上して
おります。 
 

同左  

５．収益及び費用の
計上基準  

賃貸保証事業の収益は、当第
１四半期会計期間中の契約締結
に係る契約金額全額を計上して
おります。 
 

レントゴー事業の収益は、当
第１四半期会計期間中の契約締
結に係る契約金額全額を計上し
ております。 

レントゴー事業の収益は、当
期中の契約締結に係る契約金額
全額を計上しております。 

６．リース取引の 
処理方法 

リース物件の所有権が借主に
移転すると認められるもの以外
のファイナンス・リース取引に
ついては、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理によ
っております。 
 

同左 同左 

─────── (1)ヘッジ会計の方法 
繰延ヘッジ処理によっており
ます。ただし、特例処理要件
を満たす金利スワップについ
ては当該処理を行っておりま
す。 

(1)ヘッジ会計の方法 
同左 

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 
イ.ヘッジ手段 
  金利スワップ 
ロ.ヘッジ対象 
  借入金の金利 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

 (3)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。 

(3)ヘッジ方針 
同左 

７．重要なヘッジ会
計の方針 

 (4)ヘッジ有効性評価の方法 
借入金の金利（ヘッジ対象）
と金利スワップ（ヘッジ手段）
とは重要な条件で同一であ
り、ヘッジに高い有効性があ
るため、有効性の評価を省略
しております。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 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。
なお、控除対象外消費税等に

ついては、当第１四半期会計期
間の費用として処理しておりま
す。 

同左 税抜方式によっております。
 なお、控除対象外消費税等に
ついては、当期の費用として処
理しております。 
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表示方法の変更 

前第１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 

  至 平成19年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年３月31日） 

（四半期貸借対照表） 

前第１四半期会計期間において貸借対照表の「その他」

に含めて表示しておりました「未収入金」及び「短期貸付

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

「未収入金」の額は431,640千円、「短期貸付金」の額は

203,670千円であります。 

 

（四半期貸借対照表） 

当第１四半期会計期間において貸借対照表の「無形固定

資産」に含めて表示しておりました「ソフトウェア仮勘定」

は、当第１四半期会計期間より区分掲記しております。 

なお、前第１四半期会計期間末の「無形固定資産」に含

まれる「ソフトウェア仮勘定」の額は5,386千円でありま

す。 

 
 

追加情報 

前第１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 

  至 平成19年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（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。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 
（平成19年３月31日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成20年３月31日） 

前事業年度末 
（平成19年12月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

36,221千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

62,617千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

70,154千円

   

※２．  ──────── ※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 担保に供している資産 

 たな卸資産 

（販売用不動産）
415,364千円

投資有価証券 1,008,000千円

その他の関係会社

有価証券 
2,134,586千円

合計 3,557,950千円
 

投資有価証券 1,291,500千円

その他の関係会社

有価証券 
2,551,574千円

合計 3,843,074千円
 

 担保付債務 担保付債務 

 短期借入金 2,000,000千円

１年以内返済予定

長期借入金 
409,600千円

長期借入金 2,005,800千円

合計 4,415,400千円
 

１年以内返済予定

長期借入金 
914,600千円

長期借入金 1,889,450千円

合計 2,804,050千円
 

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 
賃貸保証事業に係る保証極度相

当額であります。 
レントゴー業に係る保証極度相

当額であります。 
レントゴー事業に係る保証極度

相当額であります。 
保証極度相当額 

47,994,359千円 

 
 

保証極度相当額 

70,846,148千円 

 
 

保証極度相当額 

61,574,130千円 
 

（2）保証債務 （2）保証債務 （2）保証債務 
当社がアセットマネジメント業

務を行う会社の信用を補完するこ
とを目的に債務保証に関する確約
書を差し入れております。 
リプラス・レジデンシャル・コン
ストラクション２号特定目的会社 

3,297,787千円
下記の会社の借入金に対する債

務保証 
当社がコンサルティングサービ

スを行うRCA01（SPC） 
32,200,000千円 

当社がアセットマネジメント業
務を行う合同会社Rブリッジ 

4,660,000千円 
当社賃貸保証事業を対象にし

た、年間保証委託料将来債権の証
券化における特別目的会社である
合同会社レントゴー（SPC） 

1,330,000千円 

当社の子会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

2,521,837千円
なお、上記債務保証は、平成20

年４月30日、同社が手掛ける不動
産開発が完成したことにより、全
額解除されております。 

下記の会社の借入金に対する債
務保証 
当社の子会社でるリプラス少額

短期保険株式会社 
215,863千円

当社レントゴー事業を対象にし
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） 

1,280,000千円
当社の子会社である麹町ＰＪ特

定目的会社 
965,040千円

当社の子会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 
当社の子会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、当事業年度末
に、下記の残高があります。 

32,200,000千円
当社の子会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 

654,000千円
当社の子会社であるリプラス少

額短期保険株式会社 
215,863千円

当社レントゴー事業を対象にし
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） 

1,280,000千円
当社の子会社である麹町ＰＪ特

定目的会社 
965,040千円
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前第１四半期会計期間末 
（平成19年３月31日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成20年３月31日） 

前事業年度末 
（平成19年12月31日） 

※４．コミットメントライン ※４．コミットメントライン ※４．コミットメントライン 
当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行と当座貸越契約
及び貸出コミットメント契約を締結
しております。これらの契約に基づ
く当第１四半期会計期間末の借入未
実行残高は次のとおりであります。 
 
当座貸越極度額 

及び貸出コミッ 

トメントの総額 

3,780,000千円 

借入実行残高 2,457,000千円 

差引額 1,323,000千円 
 

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

及び貸出コミッ 

トメントの総額 

3,380,000千円

借入実行残高 3,010,000千円

差引額 370,000千円
 

当社は、運転資金の効率的な調達
を行うため取引銀行と当座貸越契約
及び貸出コミットメント契約を締結
しております。これらの契約に基づ
く当事業年度末の借入未実行残高は
次のとおりであります。 

 
当座貸越極度額 

及び貸出コミッ 

トメントの総額 

3,380,000千円

借入実行残高 3,280,000千円

差引額 100,000千円
 

   
※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
た当第１四半期会計期間末の主な
資産及び負債は下記のとおりであ
ります。 

 たな卸資産     278,482千円 
（販売用不動産） 
長期借入金     280,500千円 

 

※５．合同会社リプラス・レジデンシ
ャル・コンストラクションマネジメ
ント１号に対して、依頼者の意向に
基づき当社が一旦所有権を取得した
不動産信託受益権を譲渡した取引に
ついては、「特別目的会社を活用し
た不動産の流動化に係る譲渡人の会
計処理に関する実務指針」（日本公
認会計士協会 会計制度委員会報告
書第15号）に準じて、金融取引とし
て会計処理しております。なお、当
該処理により計上された当第１四半
期会計期間末の主な資産及び負債は
下記のとおりであります。 

 たな卸資産     278,482千円
（販売用不動産） 
長期借入金     280,500千円
 

※５．合同会社リプラス・レジデンシ
ャル・コントラクションマネジメン
ト１号に対して、依頼者の意向に基
づき当社が一旦所有権を取得した不
動産信託受益権を譲渡した取引につ
いては、「特別目的会社を活用した
不動産の流動化に係る譲渡人の会計
処理に関する実務指針」（日本公認
会計士協会 会計制度委員会報告書
第15号）に準じて、金融取引として
会計処理しております。なお、当該
処理により計上された当事業年度末
の主な資産及び負債は下記のとおり
であります。 
販売用不動産     278,482千円
長期借入金     280,500千円

※６．財務制限条項 

（1）短期借入金合計額のうち157,000

千円（貸出コミットメントの総額

180,000千円）には、以下の財務制

限条項が付されており、各条項のい

ずれかに抵触した場合には、当該借

入金の借入先に対し該当ある借入

金額を一括返済することがありま

す。 

①各事業年度の決算期または中間決

算期の末日における貸借対照表に

おける純資産額の90％未満となっ

た場合。 

②合併・事業譲渡またはその他の事情

により業務内容または資本構成に

大幅な変更が生じるような場合。 

③経常利益維持（複数年） 

年度決算期末における損益計算書

における経常損益の額が２期連続

してマイナスとならないこと。 

※６．財務制限条項 

（1）当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

おける純資産額が前期末比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）当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

おける純資産額が前期末比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１四半期会計期間末 
（平成19年３月31日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成20年３月31日） 

前事業年度末 
（平成19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） 

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)当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各事業年度の決算期または中間決

算期の末日における貸借対照表に

おける純資産額が前期末比90％未

満となった場合。 

②合併・事業譲渡またはその他の事情

により業務内容または資本構成に

大幅な変更が生じるような場合。 

③経常利益維持（複数年） 

  年度決算期末における損益計算

書における経常損益の額が２期連

続してマイナスとならないこと。 

④レバレッジ倍率維持 

  年度決算期末における貸借対照

表及び損益計算書において算出さ

れるレバレッジ倍率が15倍を上回

らないこと。なお、レバレッジ倍率

は次の式にて算出されます。 

レバレッジ倍率＝（短期借入金＋長

期借入金＋社債）÷（営業利益＋減

価償却費） 

 

(2)当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各事業年度の決算期または中間決

算期の末日における貸借対照表に

おける純資産額が前期末比90％未

満となった場合。 

②合併・事業譲渡またはその他の事情

により業務内容または資本構成に

大幅な変更が生じるような場合。 

③経常利益維持（複数年） 

  年度決算期末における損益計算

書における経常損益の額が２期連

続してマイナスとならないこと。 

④レバレッジ倍率維持 

  年度決算期末における貸借対照

表及び損益計算書において算出さ

れるレバレッジ倍率が15倍を上回

らないこと。なお、レバレッジ倍率

は次の式にて算出されます。 

レバレッジ倍率＝（短期借入金＋長

期借入金＋社債）÷（営業利益＋減

価償却費） 

 

 (3)当社の長期借入金合計額のうち

1,830,800千円、１年以内返済予定

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％及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)当社の長期借入金合計額のうち

1,889,450千円、１年以内返済予定

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％及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。 
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前第１四半期会計期間末 
（平成19年３月31日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成20年３月31日） 

前事業年度末 
（平成19年12月31日） 

 ②当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％及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当社単

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。 

②当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％及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当社単

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)当社の短期借入金合計額のうち

300,000千円（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18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％及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当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18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％及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、連結の経常損益が損失となら

ないようにすること。 

④平成18年12月の決算以降の決算に

つき、単体の経常損益が損失となら

ないようにすること。 

⑤平成18年12月の決算以降の決算（ま

たは中間決算）の末日における連結

の借入依存度を70％以下にするこ

と。 

(4)当社の短期借入金合計額のうち

400,000千円（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18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％及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当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18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％及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、連結の経常損益が損失となら

ないようにすること。 

④平成18年12月の決算以降の決算に

つき、単体の経常損益が損失となら

ないようにすること。 

⑤平成18年12月の決算以降の決算（ま

たは中間決算）の末日における連結

の借入依存度を70％以下にするこ

と。 
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前第１四半期会計期間末 
（平成19年３月31日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成20年３月31日） 

前事業年度末 
（平成19年12月31日） 

 ⑥平成18年12月の決算以降の決算（ま

たは中間決算）の末日における単体

の借入依存度を70％以下にするこ

と。 

 

⑥平成18年12月の決算以降の決算（ま

たは中間決算）の末日における単体

の借入依存度を70％以下にするこ

と。 

 

 (5)当社の長期借入金合計額のうち

100,000千円、１年以内返済予定長

期借入金合計額のうち200,000千円

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当社単体の半期ごとの貸借対照表

において純資産を前期比90％以下

としないこと。 

②当社単体の半期ごとの損益計算書

において経常損失にならないよう

にすること。 

③当社単体の半期ごとの財務諸表に

おいて、以下の算式で算出される債

務償還年数が、３年を超過しないこ

と。 

債務償還年数＝（有利子負債（長短

借入金＋社債＋コマーシャルペー

パー）－（現金及び預金＋売掛金の

50％＋短期貸付金の50％＋たな卸

資産の50％））÷（当期純損益＋減

価償却費） 

（ただし、中間決算においては、便

宜上、減価償却費と当期純損益を２

倍する。） 

(5)当社の長期借入金合計額のうち

200,000千円、１年以内返済予定長

期借入金合計額のうち100,000千円

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当社単体の半期ごとの貸借対照表

において純資産を前期比90％以下

としないこと。 

②当社単体の半期ごとの損益計算書

において経常損失にならないよう

にすること。 
③当社単体の半期ごとの財務諸表に

おいて、以下の算式で算出される債

務償還年数が、３年を超過しないこ

と。 

債務償還年数＝（有利子負債（長短

借入金＋社債＋コマーシャルペー

パー）－（現金及び預金＋売掛金の

50％＋短期貸付金の50％＋たな卸

資産の50％））÷（当期純損益＋減

価償却費） 

（ただし、中間決算においては、便

宜上、減価償却費と当期純損益を２

倍する。） 

なお、当社は、当事業年度末現在、

当該財務制限条項に一部抵触して

おりますが、財務制限条項が付され

た借入金の貸出先である富士火災

海上保険株式会社から、本条項に基

づく期限の利益喪失の請求を行わ

ないことについて、承認を受けてお

ります。 
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前第１四半期会計期間末 
（平成19年３月31日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成20年３月31日） 

前事業年度末 
（平成19年12月31日） 

 (6)当社の長期借入金合計額のうち

350,000千円には、以下の財務制限

条項が付されており、条項に抵触し

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平成20年12月期以降の各年度の決

算期の末日における連結の貸借対

照表及び損益計算書における、長期

借入金、短期借入金及び社債の合計

額を、営業損益及び減価償却費の合

計額でもって除した値を15以内に

維持すること。 

 

(6)当社の短期借入金合計額のうち

680,000千円には、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平成19年12月期以降の連結貸借対

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18年12

月期における連結貸借対照表（また

は中間連結貸借対照表）の純資産の

部の金額の75％及び直前の決算期

末日における連結貸借対照表（また

は中間連結貸借対照表）の純資産の

部の金額の75％のいずれか高い方

の金額以上に維持すること。 

②平成19年12月の決算以降の決算に

つき、決算期の末日において当社の

連結損益計算書上の営業損益もし

くは経常損益を０以上に維持する

こと。 

 
※７．消費税等の取扱 ※７．消費税等の取扱 ※７．────────── 

仮受消費税等と控除対象の仮払消費
税等は相殺のうえ、金額的重要性が乏
しいため、流動負債の「その他」に含
めて表示しております。 

同左  
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（四半期損益計算書関係） 

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

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19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 26,304千円 

  
 

受取利息 17,638千円

  受取配当金 34,201千円
 

受取利息 100,824千円

  受取配当金 518,098千円
 

※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 17,923千円 

コマーシャルペ

ーパー利息 

13,871千円 

  
 

支払利息 79,712千円

 

 

 
 

支払利息 173,403千円

 
 

※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．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 

51,798千円

※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

 
※４．  ───────── 

 

※４．特別損失のうち主要なもの 

その他の関係会
社有価証券売却
損 

60,000千円

 

※４．特別損失のうち主要なもの 

その他の関係

会社有価証券

売却益損 

425,760千円

投資有価証券評

価損 

164,034千円

 
※５．法人税、住民税及び事業税 

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

※５．法人税、住民税及び事業税 

同左 
※５．  ───────── 

※６．減価償却実施額 ※６．減価償却実施額 ※６．減価償却実施額 

有形固定資産 9,097千円 

無形固定資産 8,256千円 

  
 

有形固定資産 11,483千円

無形固定資産 9,558千円

 
 

有形固定資産 44,416千円

無形固定資産 34,404千円

 
 

 

 

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

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

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

当第１四半期会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 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１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

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 

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 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額

相当額及び第１四半期末残高相当

額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額

相当額及び第１四半期末残高相当

額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償 
却累計 
額相当 
額 

（千円） 

第１四半

期末残高

相当額 

（千円） 

建物 38,355 12,348 26,007

器具備品 521,500 119,257 402,243

ソフト 

ウェア 
510,633 93,943 416,689

合計 1,070,489 225,549 844,940

 

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 

（千円）

第１四半

期末残高

相当額

（千円）

建物 38,355 18,904 19,451

器具備品 837,832 241,636 596,195

車輌 8,499 1,361 7,137

ソフト

ウェア
663,793 204,774 459,018

合計 1,548,481 466,6771,081,803

 

 
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 17,265 21,090

器具備品 658,656 205,690 452,965

車輌 8,499 851 7,648

ソフト 

ウェア 
567,402 173,647 393,754

合計 1,272,914 397,454 875,459

 
(2)未経過リース料第１四半期末残高

相当額等 

未経過リース料第１四半期末残高

相当額 

(2)未経過リース料第１四半期末残高

相当額等 

未経過リース料第１四半期末残高

相当額 

(2)未経過リース料期末残高相当額等 

 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 203,309千円 

１年超 656,192千円 

合計 859,501千円 
 

１年内 304,023千円

１年超 804,831千円

合計 1,108,854千円
 

１年内 247,956千円

１年超 649,423千円

合計 897,380千円
 

(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 56,797千円 

減価償却費相当額 52,004千円 

支払利息相当額 7,502千円 
 

支払リース料 75,396千円

減価償却費相当額 69,223千円

支払利息相当額 8,232千円
 

支払リース料 240,673千円

減価償却費相当額 221,227千円

支払利息相当額 29,530千円
 

(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 

 

 

（減損損失について） 
リース資産に配分された減損

損失はありません。 

(減損損失について） 

同左 

(減損損失について） 

同左 
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（有価証券関係） 

前第１四半期会計期間末（平成 19 年３月 31 日現在） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

 

当第１四半期会計期間末（平成 20 年３月 31 日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度末（平成 19 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１四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年３月31日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年３月31日） 

前事業年度 

（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 29,320円27銭 

１株当たり第１四半

期純損失金額 
516円55銭 

  

  

 

１株当たり純資産額 27,440円72銭

１株当たり第１四半

期純損失金額 
134円87銭

 

  

 

１株当たり純資産額 29,646円51銭

１株当たり当期純利

益金額 
2,361円29銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

2,267円03銭

  
なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半

期純利益金額については、潜在株式は存在

するものの、１株当たり第１四半期純損失

であるため、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半

期純利益金額については、潜在株式は存在

するものの、１株当たり第１四半期純損失

であるため、記載しておりません。 

 

（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１四半期会計期間 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(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） 8,514,517 8,117,378 8,759,208 

純資産の部から控除する金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る第１四半期末（期末）の純

資産額（千円） 
8,514,517 8,117,378 8,759,208 

第１四半期末（期末）の普通株式の数（株） 290,397 295,815 295,455 

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

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

項目 
前第１四半期会計期間 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額    

第１四半期（当期）純利益または純損失

（△）（千円） 
△149,825 △39,848 685,977 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る第１四半期（当期）純利

益または純損失（△）（千円） 
△149,825 △39,848 685,977 

期中平均株式数 （株） 290,052 295,471 290,510 

    

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当

期）純利益金額 
   

第１四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ― ― 

普通株式増加数（株） ― ― 12,079 

（うち新株予約権）（株） ― ― （12,079） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第１四半期（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権 ５種類 
・平成15年７月31日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション 

（新株予約権の数348個）
・平成15年12月８日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション 

（新株予約権の数309個）
・平成16年６月30日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション 

（新株予約権の数115個）
・平成16年11月１日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション 

（新株予約権の数41個） 
・平成18年12月11日 
取締役会決議 
株式会社リプラス第１
回無担保転換社債型新
株予約権付社債（転換社
債型新株予約権付社債
間限定同順位特約付） 
額面金額2,000,000千円
（新株予約権の数20個）

 

新株予約権 ２種類 
・平成15年12月８日 

臨時株主総会決議 
ストックオプション 

（新株予約権の数177個） 
・平成18年12月11日 

取締役会決議 
株式会社リプラス第１
回無担保転換社債型新
株予約権付社債（転換社
債型新株予約権付社債
間限定同順位特約付） 
額面金額2,000,000千円 
（新株予約権の数20個） 

 

株式会社リプラス第１回
無担保転換社債型新株予
約権付社債（転換社債型新
株予約権付社債間限定同
順位特約付） 
額面金額2,000,000千円 
（新株予約権の数20個）
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（重要な後発事象） 

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

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

 

───────── 

 

 

１．平成20年５月９日開催の当社取締
役会において、以下のように第三
者割当による新株式を発行するこ
とを決議しております。 

（1）発行株式数  普通株式 16,138株
（2）発行価額   １株につき76,100円
（3）発行価額の総額  1,228,101千円
（4）資本組入額 １株につき38,050円
（5）資本組入額の総額  614,050千円
（6）申込期日     平成20年５月26日
（7）払込期日     平成20年５月26日
（8）割当先及び割当株式数 

株式会社アトリウム     13,140株
富士火災海上保険株式会社 657株
三井住友海上火災保険株式会社 

394株
リプラス取引先持株会    1,947株

（9）資金の使途  
賃貸住宅にかかわる保証・保険サ
ービスの提供を営むレントゴー事
業の更なる拡大を目指し、不動産
管理会社及び個人大家に向けた新
たなサービスの提供を目的とした
戦略的Ｍ＆Ａを進めるための資金
に全額充当する予定 

 

１．平成20年２月25日開催の当社取締
役会において、以下のように有限
会社リプラスロード８に対する
ローン債権の買取予約契約を締
結することを決議しております。

（1）目的・理由  
アセットマネージャーの親会社
として、アセットマネジメント事
業の業務を円滑に進めるため 

（2）譲渡日   平成20年２月29日 
（3）契約の内容  

有限会社リプラスロード８に対
するファーストクレジット株式
会社のシニアメザニンローン債
権2,500,000千円及びフィンテッ
クグローバル株式会社のジュニ
アメザニンローン債権500,000千
円の平成20年６月20日を予定日
とした債権買取契約 

（4）業績に与える影響 
現時点では業績に与える影響は
軽微であります。 

 

 ２．平成20年５月９日開催の当社取締
役会決議に基づき、レントゴー事
業におけるサービスの更なる浸透
と事業拡大を企図し、以下のよう
に株式会社ビジュアルリサーチの
株式を取得し、子会社化すること
を前提とした基本合意書を株式会
社アトリウムと締結しておりま
す。 

（1）株式の取得先 
株式会社アトリウム 

（2）取得する会社の概要 
名称 

株式会社ビジュアルリサーチ
事業内容 

家賃立替サービス事業、不動
産賃貸物件に係る業務管理シ
ステムの開発･販売･保守事
業、Web 関連事業、ASP 関連
事業、カード関連事業 

資本の額 
423,425千円 

（3）株式取得の時期 
平成20年７月１日（予定） 

（4）取得する株式数    4,632株
（5）取得価額       未定 
（6）取得後の持分比率   73.7％

 

２．当社が保有するリプラス・レジデ
ンシャル・ウェアハウス匿名組合
の匿名組合出資持分を平成20年
３月18日付けで、下記のとおり地
位譲渡する契約を締結いたしま
した。 

（1）目的・理由 譲渡先との関係強
化のため 

（2）譲渡予定日 平成20年３月31日
（3）子会社の概要 

リプラス・レジデン
シャル・ウェアハウ
ス匿名組合匿名組
合財産の運用及び
管理 

（4）匿名組合出資持分 
2,040,150千円 

（5）譲渡対象額 2,040,150千円 
 

 


