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（百万円未満切捨て） 
１．平成 20 年６月中間期の連結業績（平成 20 年１月１日～平成 20 年６月 30 日） 
(1) 連結経営成績                           （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高     営 業 利 益 経 常 利 益 中間（当期）純利益

 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％

20 年６月中間期 10,639  25.6 △669   ─ △1,287   ─ △3,204   ─ 
19 年６月中間期 8,473  63.0 1,777  29.0 1,730  28.0 1,175  104.3 
19 年 12 月期 35,128     3,373    3,048     1,183     
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
潜在株式調整後１株当 た り

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

 円  銭 円  銭

20 年６月中間期 △10,726 61  ─ ─  

19 年６月中間期 4,050 89  3,948 51  

19 年 12 月期 4,075  46  3,912 77  

（参考）持分法投資損益 20 年６月中間期   △５百万円  19 年６月中間期  ― 百万円  19 年 12 月期  △４百万円 

(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

20 年６月中間期 89,684 7,650 8.2 23,551 81  
19 年６月中間期 23,741 9,994 41.2 33,692 08  

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

（参考）自己資本    20 年６月中間期   7,337 百万円 19 年６月中間期 9,785 百万円 19 年 12 月期 8,841 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

20 年６月中間期 △16,074 △2,606 695 6,193 
19 年６月中間期 △110 △26,629 △3,573 2,674 

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（実績） ―  
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） 

（％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円  銭

通 期 30,000 △14.6 1,100 △67.4 300 △90.2 △1,000  ─  △3,209 68  
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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) 中間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（｢中間連結財務諸表作成

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） 

20年６月 

中間期 
311,558株

19年６月 

中間期 
290,442株 19年12月期 295,455株

② 期末自己株式数 
20年６月 

中間期 
―株

19年６月 

中間期 
―株 19年12月期 ―株

（注） １株当たり中間（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．平成 20 年６月中間期の個別業績（平成 20 年 1月 1日～平成 20 年６月 30 日） 
(1) 個別経営成績                            （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高     営 業 利 益 経 常 利 益 中間（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年６月中間期 6,885   6.8 △324   ─ △413   ─ △1,330   ─ 
19 年６月中間期 6,445  48.1 1,206  37.9 1,226  43.0 718  64.1 
19 年 12 月期 12,307     1,434     1,817     685     
 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 

 円   銭

20 年６月中間期 △4,454 31  

19 年６月中間期 2,476 16  

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６月中間期 30,580 8,768 28.7 28,142 72  
19 年６月中間期 22,510 9,269 41.2 31,914 33  

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

（参考）自己資本    20 年６月中間期   8,768 百万円 19 年６月中間期 9,269 百万円 19 年 12 月期 8,759 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） 
（％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円   銭

通 期 16,000  30.1  1,200  △34.6 900  △50.1  540  △21.3  1,733 22  

 

 

※ 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 20 年６月末日の発行済株式数をベースに計算しております。

通期の個別業績予想につきましては、平成 19 年 12 月末日以降の新株予約権の権利行使及び第三者割当増資

による新株発行によって増加した株式数に基づき、１株当たり当期純利益を修正しております。 
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１． 経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

①当中間連結会計期間の経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、昨年度より引き続き収益向上傾向にある企業部門

が牽引となり設備投資を徐々に増加させるなど、個人消費の緩やかな伸びとともに景気回復基調

でのスタートをきったものの、長期化する原油高騰などエネルギー資源や原材料の価格高騰が引

き金となり、物価上昇懸念などから消費の伸びが鈍化し、景気後退を懸念する状況となっており

ます。更に、円高や株価低迷など金融市場の混乱や低迷が消費者マインド低下に拍車をかけるだ

けでなく、原料費高騰によるコスト上昇、円高・ドル安による収益の圧迫、完全失業率が 4.0%に

達し雇用環境の改善にも足止めがかかるなど企業業績への悪影響に対する懸念も生まれ景気低迷

感が増しております。 

当企業集団の所属する不動産業界におきましては、住宅着工件数の長期にわたる減少や最近の

マンション販売の落ち込みなど継続的な住宅投資の低下だけでなく、後半には、オフィスの空室

率に上昇傾向が見え始めるなど、賃料の高止まりに対する懸念も生まれつつある厳しい状況には

いってまいりました。しかしながら、直近で発表された路線価でも平均路線価が 10%の上昇をみ

せるなど、その伸び率が鈍化し頭打ち感も出始めてきているものの非適格物件を除く多くの不動

産は未だ一定の価格水準を保っており、不動産投資市場が全面的に低迷しているといったレベル

にまでは至っていない状況となっております。その一方で、サブプライム（信用力の低い個人向

け住宅融資）問題に端を発した世界的な金融機関の信用収縮などによる資金調達の厳格化や国内

外の株式・金融市場の混乱による運用難に苦しむ機関投資家からの資金流入など、資金調達面で

の二極化が進んでおります。不動産業界ではそういった資金調達・確保の状況によって業績や事

業の拡大が大きく左右される状況が継続しており、個別不動産に対する評価もその物件の稼働率

などによって優良物件と投資不適格物件の差がより明確化しつつある環境となってまいりました。 

このように厳しい事業環境の中、当社が営む賃貸住宅を中心とした不動産資産に関わる各種の

金融サービスを提供する２つのコア事業を継続的な事業展開の柱として、その規模拡大を目指し

てまいりました。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」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、滞納家賃保証のみならず、入金管理等も含めた総合的な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、コンストラクションマネジメント

などの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、年金基金なども含めた投資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。 

種類別セグメントの事業状況につきまして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、昨年度までの前倒しでの組織構築による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 G

２、中堅・中小の賃貸住宅管理会社を G３、に分類し、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してお

ります。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少額短期保険事業の開始や賃貸

住宅管理会社向けの業務支援サービスの拡充など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システムの市場への浸透を加速させました。そういった状況に対して、

賃貸住宅管理会社との業務提携を進め、相互のリソースの共有などを通じて、更なる浸透率の向

上に努めます。 
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当中間連結会計期間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、集金代行セット型商品の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ます。当中間連

結会計期間では賃貸住宅管理会社との業務提携構築を積極的に進め、滞納家賃保証システム

を包括的に提供できる先を増やしております。また、不動産管理会社向けの業務支援サービ

スを行う会社とも業務提携を結び、賃貸住宅管理会社の利便性にも資するサービス提供も展

望してまいります。 

 

３）業務処理能力の抜本的な拡充と変更 

レントゴー事業における今後の急速な業務量拡大に対応するため、保証業務に係る受付審

査の効率化を目的として、ジェンパクト社と業務委託契約を締結いたしました。受付審査時

間を短縮化することで、顧客満足度の向上を目指します。 

また、コールセンターによる滞納家賃に対する入金案内業務について、これまでは首都圏

を中心とした対応でしたが、全国展開させることで迅速な入金案内を可能とする体制を構築

いたしました。 

 

４）カバーエリアの拡大と業務効率化 

本社及び支店などの 17 営業拠点に加え、首都圏エリアにおけるレントゴー事業の拡大のた

め、横浜、さいたま、千葉の３支店を新たに開設し、合計 20 拠点といたしました。督促の拠

点としてのサテライト・オフィス 13 拠点、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 

当社の 100％子会社であるリプラス少額短期保険株式会社を通じて、少額短期保険事業へ

進出いたしました。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、当該子会社が家財保険を商品設

計し、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

を販売しております。少額短期保険事業においては、レントゴー事業の営業ネットワークや

業務プロセスを活用し、効果的なマーケティング活動及びコスト効率化を図ることで、保証

と保険の両面での事業拡大を目指してまいります。 

 

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事業を進めております。 

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ってまいりましたが、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。 
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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９月にはコンバージョン複合施設「HUNDRED CIRCUS」（新宿区百人町）がグラ

ンドオープンする予定であります。 

当中間連結会計期間において、世界的な金融市場の混乱、不動産市場の調整による影響を受け、

国内外で当初計画していた規模の物件の取得や移管を進めることが困難でありました。その結果、

ファンドの不動産販売にかかる売上高や、物件取得時のセットアップフィー、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につきましては当初の

見込みを下回りました。 

 

当中間連結会計期間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 

従来はレントゴー事業における提携先をはじめとする物件取得ルートを確保していること

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社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した。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、レントゴー事業におけるリレ

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

築を進めておりましたが、金融機関の不動産業界に対する融資の厳格化により、不動産の流

動性は著しく低くなり、当社の新規物件取得、物件移管は困難となりました。 

 

２）持ち続ける資産 

当企業集団では、物件を保有し続けることで安定した配当を行うモデルで、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

家にサービスを提供し、フィーを獲得してまいりました。実際、当企業集団の AUM（管理下

資産）に入った資産のうち、今までに転売しを実行した資産は、数パーセントに留まってお

ります。 

 

３）事業枠組み構築の進展 

これまでは、REIT（不動産投資信託）の外部成長を図る事業の枠組みを確立してまいりま

した。 

Ａ：REIT 事業の進化 

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。米国のサブプライム問題に起因する不動産投資信託証券市場の低迷に

より、今後もリプラス・レジデンシャル投資法人を中心に据えて全国の賃貸住宅を投資

対象とした運用を継続し、長期かつ安定した配当を継続するための事業推進体制を維持

するために、当社、アップルリンゴ・ホールディングス・ビー・ヴィ、リンゴ・レジデ

ンシャル特定目的会社、リプラス・レジデンシャル投資法人及びリプラス･リート･マネ

ジメント株式会社の 5社は、同投資法人の更なる事業・資産価値向上について、協力体

制を確立していくこと等を検討していく方針です。具体的には、混乱する金融環境の中

で、財務基盤の安定化を図って、環境が整った段階で、次の事業機会を失わないように

体制の強化を図っております。なお、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、運

用開始以来約２年半の間に 133 物件（取得価格の合計額：約 1,080 億円）の取得を行う

とともに、約 60 億円の保有物件の売却を行い、現在約 1,020 億円の不動産ポートフォリ

オを構築しております。 

 

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役割 

REIT に物件を効率的に組み込んでいくため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」を担うファンドとして、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、
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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あります。 

 

Ｃ：スペシャル・シチュエーションファンド 

従来の賃貸住宅の進展した形として、サービスオフィス、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を目的と

しております。 

 

Ｄ：極東地域を中心とした海外投資戦略の枠組みの進展 

当社では極東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。当企業集団は、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北京経済中心地域のオフィスビル２棟のリーシング

は順調に推移しております。また、平成 19 年９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行いました。平成 19 年９月には当社が出資する特別目

的会社（SPC）を通じて、中国のデヴェロッパーである北京国華置業有限公司の持分の一

部を取得して同社を通じた継続的なパイプラインを確保しております。 

 

以上より、当中間連結会計期間末において、AUM は総額で約 4,790 億円に達しましたが、金融

市場の混乱や不動産市場の調整による影響のため、当初計画どおりの物件取得・移管が進まなか

ったため、不動産販売売上高や、物件取得時のセットアップフィー、ストック型のアセットマネ

ジメントフィー等は当初計画を下回りました。 

 

これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は 10,639,542 千円（前年同期比 25.6%増）、営業

損失は 669,154 千円（前年同期営業利益 1,777,197 千円）経常損失は 1,287,274 千円（前年同期

経常利益 1,730,569 千円）、中間純損失は 3,204,649 千円（前年同期中間純利益 1,175,717 千円）

となりました。 

 

当中間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 5,072,710 47.7 

アセットマネジメント事業 5,566,831 52.3 

合計 10,639,542 100.0 

 

②当期の見通し 

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

界においても、金融機関の不動産業界に対する融資は厳しくなっており、資金調達環境は更に厳し

い状況が続くものとなり、結果不動産の流動性は著しく低い水準が続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、滞納家賃保証システムを提供する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。また、平成 20 年７月、事業成長に応

じたオフィス設備やスタッフスペースなどの環境整備を目的として、新宿オフィスへ移転いたしま

した。新宿オフィスでは、レントゴー事業を推進する基盤として、家賃の入金案内を行うコールセ

ンターの充実を行い、規模の拡大とともに新しい架電システムである PD ダイアラーの導入、オペレ

ーター研修システムを充実させコールセンターの全国展開を図ることにより、安全・確実な入金確

認体制を構築し、業務効率の向上を図るものであります。加えて、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、事業を取り巻く環境の変化を受け、事業の再構築
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を図ってまいります。国内外で当初計画していた規模の物件の取得や移管を進めることが困難であ

ると考え、傘下のファンドであるリプラス・ウェアハウジング・ファンドの活動を低下させる方針

です。そのため、不動産の売却による売上高が連結から外れる可能性を鑑み、売上高は中間期の売

上高とあわせて当初計画よりも 40,000 百万円下回る 30,000 百万円になることとなりました。 

 

これを受け、レントゴー事業は、平成 20 年度は新規獲得件数 35 万件を見込み、12,000 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、18,000 百万円の売

上高を見込んでおります。アセットマネジメント事業の再編にあたり、同事業における匿名組合出

資の整理などにより特別利益の計上を行なう予定ではありますが、一方で当企業集団が保有する投

資有価証券の減損処理や既に支払い済の手付金や不動産売買契約の解約を行うことなどにより特別

損失を計上し、通期見通しで残念ながら当期純損失を計上する見通しであります。 

 

以上より、平成 20 年度は売上高 30,000 百万円、営業利益 1,100 百万円、経常利益 300 百万円、

当期純損失 1,000 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、純資産の状況 

当中間連結会計期間末における資産につきましては、89,684,359 千円（前連結会計年度末

88,159,957 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、82,033,870 千円（前連結会計年度末 79,160,711

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、7,650,489 千

円（前連結会計年度末 8,999,246 千円）となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間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、前連結会計年

度末比 18,008,936 千円減少し、6,193,712 千円となりました。 

なお、平成 19 年９月 30 日の金融商品取引法の施行に伴い連結の範囲の見直しを行った結果、

一定の条件のもと特別目的会社が連結対象となったため、当中間連結会計期間と前中間連結会計

期間の連結の範囲が異なっております。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において営業活動により使用した資金は 16,074,333 千円（前年同期

110,618 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損失が 4,613,909 千円

計上されましたが、投資有価証券の評価損が 2,075,538 千円、支払利息が 581,502 千円計上され

るなどした一方、たな卸資産が 12,517,191 千円、前渡金が 1,612,102 千円増加したことによるも

のであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において投資活動により使用した資金は 2,606,007 千円（前年同期

26,629,732 千円使用）となりました。これは主として、その他の関係会社有価証券の譲渡による

収入が 1,346,000 千円あったものの、短期貸付金の増加額が 1,470,629 千円、関係会社出資金の

出資による支出が 925,292 千円、敷金保証金の差入れによる支出が 839,195 千円、無形固定資産

の取得による支出が 724,931 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） 

当中間連結会計期間において財務活動により獲得した資金は695,709千円（前年同期3,573,857

千円使用）となりました。これは主として、匿名組合出資払戻しによる支出が 5,730,191 千円、

長期借入金の返済による支出が 4,868,874 千円、社債償還による支出が 1,364,000 千円、配当金
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の支払額が 268,854 千円あったものの、匿名組合預りによる収入が 5,739,650 千円、社債発行に

よる収入が 2,980,000 千円、長期借入れによる収入が 1,694,732 千円、短期借入金の増加額が

1,410,135 千円、株式発行による収入が 1,198,252 千円あったことによるものであります。 

 

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

当企業集団のキャッシュ･フロー指標の推移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 

平成 20 年

12 月期 

  通期 通期 通期 中間 

自己資本比率 （％） 61.0 11.8 10.0 8.2 

時価ベースの自己資本比率 （％） 989.5 118.6 40.2 16.6 

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 

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、平成 18 年 12 月期及び平成 20 年 12 月期中間において、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の配当 
当社は利益配分につきましては、経営の最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、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、平成 20 年 12 月期の配当につきまして、前期に引き続き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、当中間連結会計期間末において当社が判断したものであります。 

 

<当社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企業集団のビジネスに重要な影響を与えます。米国のサブプライムロー

ン問題に端を発した信用収縮による影響により、物件の流動性が低下し、不動産流動化のマーケ

ットは現在、低迷しております。一方、当社が対象とする賃貸住宅に関する賃料収入は比較的堅

調な推移を見せています。しかし、現在の金融機関の不動産に対する融資環境の厳格化が長期化

し、不動産の流動性の低下が長期にわたる場合には、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。 



 

 

株式会社リプラス（8936） 平成 20 年 12 月期 中間決算短信 

- 9 - 

 

（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、当企業集団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、当企業集団の業績に影

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において、今後金利が想定外に上昇した場合には、資金調達

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が影響を受け、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
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りに進捗しない場合、当社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

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。 

 

<当社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。 
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(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

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 20 年６月末現在での従業員数がレントゴー事業 645 名、アセットマネジメ

ント事業 222 名、経営管理本部など 134 名、内部監査室 12 名の計 1,013 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 

当企業集団は、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。当企業集団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、当企業集団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 20年６月末時点において、係争中のものが 21 件あり、訴訟金額は 28,203 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。 



 

 

株式会社リプラス（8936） 平成 20 年 12 月期 中間決算短信 

- 12 - 

なお、平成 20 年６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 20 年６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 

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、当該法令の届出の手続きを完了しておりま

す。当該法令のもと、私募型の不動産投資ファンドの運用状況に関する監督官庁からの調査指導

を受ける可能性があり、その結果次第では、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。 
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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％）

及びリプラス・チャイナ・アセットマネジメント株式会社（出資比率 65.0％）、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、最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、

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
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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（注） 

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 

360,000 
不動産の管理業 

不動産仲介業 
100.0％ 

当社の取締役１

名、監査役１名及

び従業員３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 

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。 

リプラス少額短期

保険株式会社 

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 

450,000 
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３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 

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２

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・ホスピ

タリティ株式会社 

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 
サービスアパー

トメントの運営 
100.0％ 

当社の取締役２

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。 

（注） 当社はリプラス・リート・マネジメント株式会社の保有株式の 35.0％を平成 20 年８月 28

日付で譲渡する契約を、平成 20 年８月 12 日に締結しております。 
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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。 

 

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 
・保険サービスの提供 

（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㈱ 
リプラス・ホスピタリティ㈱ 
 

 

保証料・ 
保険料 

提携・ 
代理店 

家賃滞納時 
代位弁済・ 
保険金 

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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３．経営方針 
（１）会社の経営の基本方針 

当企業集団は、賃貸住宅市場に基盤を置く二つの事業から成り立っております。賃貸住宅の滞納

家賃保証システムの提供事業を行う賃貸保証事業及び不動産ファンドのアセットマネジメント事業

を行うアセットマネジメント事業です。 

この二つの事業は、ともに独自のポジションを持つのみならず、成長ポテンシャルの大きな事業

だと認識しております。したがって、この両事業を真に影響力を持つ事業として育て上げることを

経営の基本方針として掲げております。 

 

専門性をもったチーム、自立的成長をする組織、それがリプラスの拠って立つ基盤です。 

■働くプライドを持つ 

１：社会的意義が認められる事業領域で活動していること 

２：存在感を高め続ける競争力を保有すること 

３：継続した成長をもたらし続ける実行力を保有すること 

■尊敬される存在になる 

１：お客様から信頼されていること、頼りにされていること 

２：圧倒的な No.1 プレイヤーとしての存在感を保有していること 

３：高い成長率・収益率を株主に示し続けること 

この二つをキーワードとして、自分達が保有する専門性を確実に育み、ユニークさを持った組織

体を築き上げていく所存であります。 

 

（２）目標とする経営指標 

当企業集団は成長過程にあり、期間業績を比較するに足る十分な財務数値が得られにくいため、

具体的な経営指標を経営の判断基準として掲げることに代えて、二つの事業のそれぞれにおいて、

以下の数値を事業の進捗度合いを測定する基準としてとらえております。 

①レントゴー事業 

保証契約に基づく保証料収入に収益基盤をおく滞納家賃保証システムにおいては、その新規

の契約件数の推移が収益基盤の構築レベルと相関することから、契約件数の増加に努めており

ます。 

 

②アセットマネジメント事業 

中長期保有型の不動産ファンド運営においては、その管理下資産（Assets Under Management、

以下「AUM」という。）の推移が収益基盤の構築レベルと相関することから、AUM の安定に努めて

おります。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当企業集団においては、二つの事業基盤を確固たるものとすることが最大の優先課題となります。

具体的には、レントゴー事業においては、当社の滞納家賃保証システムの利用率を 50％以上になる

ように浸透を図り、必要になる商品枠組みの拡充を行いながら家賃回収のインフラとしての地位を

獲得することを目指します。アセットマネジメント事業においては、当企業集団での管理下資産

（AUM）の安定化を目指し、機関投資家から見て信頼のおけるファンドマネジャーたることを目指し

ます。 

結果として、賃貸住宅の流通に関わる様々なリスクをコントロールする力を磨き、 

①賃貸住宅の保有に関わるリスクのコントロール：エクィティアレンジ、メザニンローンアレンジ、

シニアローンアレンジ 

②賃貸住宅の賃借に関わるリスクのコントロール：滞納家賃保証、原状回復保証、家財保険など 

といった、領域での事業深堀を行っていく方針です。 

 

当企業集団のマネジメントの特徴は、構造変革が起きつつある市場において、その構造的な歪み

をいち早くとらえる能力にあります。そして、そういった市場の構造的な歪みに基づき成長する事

業とその成長を支える組織能力の培養が、リプラスの本業だと定義しております。なお、今後その

ような観点に基づき、株主資本の効率的な活用をもたらす事業領域の拡大を行う可能性はあります。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

当企業集団におきましては、事業のステージとして始まったばかりの段階であるため、事業枠組
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みの整備、商品開発の進展を通じて、全体構想を明確にすること、そして加速している成長を支え

る組織能力の拡充・強化を行うことが求められていると考えております。 

 

１．事業枠組みの整備、商品開発の進展 

（レントゴー事業） 

１）賃貸住宅管理会社との業務連携のレベルの向上 

賃貸住宅管理会社との家賃に関する各種の業務プロセスのマッチングレベルの向上が進行

中です。更にレベルを向上させ、家賃回収に関わる業界全体の非効率除去に専念することに

より、家賃回収インフラとしての各賃貸住宅管理会社固有のプロセスとの親和性向上を目指

しております。全国展開をしている大手賃貸住宅管理会社を G1、上位 250 社の中堅賃貸住宅

管理会社及び各地域での有力な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

とし、ターゲットグループ毎に分類し、戦略・体制の再構築を図ることにより、更なる浸透

率の向上を目指してまいります。 

 

２）原状回復保証の取り込み 

敷金制度を完全に撤廃するには、滞納家賃保証システムと原状回復業務サービスを取り込

むことが不可欠だと考えております。そのために、原状回復業務サービスを実施するにあた

り同業務を専門的に行うことを目的としたリプラス・リニューアルサービス株式会社を平成

20 年１月 15 日に設立いたしました。 

 

３）エリア浸透 

これまで政令指定都市を中心に戦略的に有益と認められる地域、あるいは当社の滞納家賃

保証システムがその地域の賃貸契約の商習慣上、有益と認められる地域、大手賃貸住宅管理

会社との事業提携を進めるために前提となる地域に出店してまいりました。今後は、残る幾

つかのエリアに出店すると同時に、既に出店したカバーエリアにおいて、サービス向上のた

めのサテライトオフィスを充実させることで、それらの地域において滞納家賃保証システム

の更なる浸透を図ってまいります。 

 

４）ファイナンス枠組みの向上 

保証件数が増えるにつれ、資金の流れ、家賃遅延のパターン化に関する情報の蓄積レベル

も上がり始めています。この全体を支える資金効率化と安定性の確保を行う財務マネジメン

ト力、ストラクチャー構築能力を磨き、枠組み全体の完成度を高めていきます。レントゴー

事業においては、年間保証委託料将来債権の証券化による資金調達の枠組みを設置し、資金

調達を実施いたしました。 

 

（アセットマネジメント事業） 

１）財務基盤の安定化 

サブプライム問題に端を発する金融市場の混乱のもと、資本調達による財務基盤の強化によ

り、金融機関との友好的な関係を強固にし、次の事業機会を失わない体制を整備していく必要

があります。 

 

２）保有物件の内部成長を促進するブランド構築 

顧客たる投資家に対して、継続的なサービスを提供し続けるためには、保有物件の収益が安

定・成長するための価値の構築が必要だと考えています。また、そういった施策を打てるだけ

のベースが現在、構築できたと考えています。 

Ａ：住宅に付随するコンテンツの定着 

住宅の開発を進めていくにあたり、特に東京都心部において、住宅に付随するコンテン

ツが存在することで、入居者の方への訴求度が違ってくると考えています。具体的には、

サービスアパートメント、サービスオフィスの二つのコンテンツになります。リプラス独

自ブランド・統一オペレーションのもと、当該コンテンツの確立を図っていきます。 

 

Ｂ：運用対象物件への品質と連動するブランディング開始 

賃貸住宅は、残念ながらその性能品質に関して、消費者たるテナントからみて信頼でき

る指標が無いのが現状です。保有物件に関して、その性能の安定性・安心性をクリアした

ものに関して、リプラス・チョイスという品質保証のブランドを、更に空間の快適性に関
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して一定の基準をクリアしたものに関して、統一のブランドを付与することで、物件指標

たるブランドの構築を目指します。 

 

２．組織能力の拡充・強化 

（レントゴー事業） 

①営業 

様々な賃貸住宅管理会社内部における入金処理プロセスに対する知見を深め、提案営業の

質を高めていくことが必須です。そのために、G1 から G3 といったターゲットタイプ別の営

業チームを組成すると同時に、エリアの枠を超えた G1 グループについては、本社と各営業エ

リアで情報共有を図りながら、統一的な戦略を用いて攻略を進めていく方針であります。 

 

②業務処理 

契約に係る業務では、増大する申し込みに対して、当社独自にデータベースの充実を図る

ことで審査精度をあげていく方針です。また、それに対応した契約の管理業務のうち、シシ

テムへの入力をアウトソーシングすることで業務の更なる効率化に努めてまいります。 

滞納家賃回収に係る業務では、安定した質の高い遅延対応を迅速に行うため、家賃滞納に

対する初回督促対応をコールセンターで行う体制を全国で確立する方針です。業務処理が複

雑性を増してきましたので、基幹システムの刷新と同時に行われた部門改革を継続的に行い、

効率化を図っていく方針であります。 

 

③コールセンターの全国展開 

レントゴー事業を推進する基盤として、家賃の入金案内を行うコールセンターの充実を図

り、規模の拡大とともに新しい架電システムである PD ダイアラーの導入、オペレーター研修

システムを充実させることにより、安全・確実な入金確認体制を構築します。また、架電シ

ステムの導入により、業務効率の向上を図ります。 
 
（アセットマネジメント事業） 

アセットマネジメント事業を支えるシステム基盤を確立し、情報の一元化による業務効率

の向上を図り、安定したアセットマネジメント業務を行います。 
 
（経営管理本部） 

各事業の遂行能力を高めていくために、全社の経営状況の把握能力も拡充・強化する必要

があると考えております。具体的には、人事・経理・総務面はもちろんのこと、財務・経営

企画といった側面に関しての加速度的な強化を図っていく方針であります。 

特に財務面に関しては、積極的に枠組み構築に関する施策を行っていく方針です。 

 

３．組織文化の構築 

業容の急拡大に伴い、従業員が急激に増加しました。そのような中で成長を維持するため、ど

のような DNA、組織文化、価値観を構築していくのかという内部コンセンサスが不可欠です。社内

における議論を深め、当社の文化を体現するマネジャー層の確立を通じて、組織文化の構築を行

っていく方針であります。そのために、四半期毎の従業員個別の人事評価による中期的なキャリ

アプランの設定、内部研修制度の拡充といった点に注力し、事業を通じて何を目指すのかに関す

る共有の徹底を図っております。また、顧客に対しての誠実性・信頼感の向上を常に各現場にお

いて意識し続ける文化の構築を目指します。この、何に対する誠実性・信頼性を構築していくの

かということの共有から始まる文化の構築こそが、組織の継続的な進化を促すものだと考えてお

ります。 

 

（レントゴー事業） 

賃借人・賃貸人の双方から見てより信頼のおける体制の構築を目指して、更なる信用補完

体制の充実、内部の法令遵守体制の確立を行うと同時に、その内実について積極的に賃借人・

賃貸人とコミュニケーションを図って行くことが必要だと考えております。 

 

（アセットマネジメント事業） 

顧客たる機関投資家に対してのサービスレベル・信頼の向上を目指して、レポーティング、

各種問い合わせなどの対応、リスクの開示の徹底などに関するレベルの向上を目指します。 
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４．ガバナンス体制の進化 

業容の拡大を支えていくために、 

（１）事業マネジメントの体制をより強化する 

（２）財務マネジメント能力をより強化し、外部からの専門性を注入する 

 

（５）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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４．中間連結財務諸表等 

(1）中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
（平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成20年６月30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   2,674,954 6,193,712   24,202,649

２．売掛金   2,170,856 2,469,320   2,318,951

３．たな卸資産 ※２  327,777 45,657,263   35,399,502

４．繰延税金資産   ― 1,440,522   461,490

５．短期貸付金   3,301,765 2,513,076   711,447

６．立替金   2,346,684 3,228,005   3,897,659

７．その他   1,990,588 3,942,838   2,652,867

貸倒引当金   △1,476 △474,122   △4,158

流動資産合計   12,811,149 54.0 64,970,616 72.5  69,640,408 79.0

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

（１）建物  ― 1,410,773  289,692 

（２）器具備品  ― 82,883  41,425 

（３）建設仮勘定  ― 468,814  2,730 

（４）土地  ― 2,792,216  ― 

（５）その他 ※１ 246,193 246,193 ― 4,754,687  ― 333,847

２．無形固定資産 ※２    

（１）のれん  ― 953,917  1,170,630 

（２）その他  365,422 365,422 3,083,381 4,037,299  1,526,655 2,697,286

３．投資その他の資

産 
    

（１）投資有価証券 ※２ 3,701,719 1,283,850  3,495,903 

（２）その他の関係

会社有価証券 
※２ 5,237,731 9,806,849  9,715,045 

（３）敷金保証金  ― 2,017,736  1,265,354 

（４）長期貸付金  ― 238,568  171,450 

（５）繰延税金資産  ― 1,107,699  22,481 

（６）その他  1,376,155 10,315,606 807,365 15,262,069  422,688 15,092,923

固定資産合計   10,927,222 46.0 24,054,056 26.8  18,124,057 20.6

Ⅲ 繰延資産   2,805 0.0 659,686 0.7  395,491 0.4

資産合計   23,741,177 100.0 89,684,359 100.0  88,159,957 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成20年６月30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, 

4,5,6 
 3,360,400 24,134,375   25,678,220

２．１年以内償還予

定社債 
※２  ― 1,090,000   2,454,000

３．未払金   1,401,177 2,309,221   2,182,271

４．未払法人税等   983,814 638,943   422,022

５．預り金   1,136,575 2,316,570   1,713,499

６．保証履行引当金   554,790 541,437   480,236

７．その他   599,322 581,791   1,080,352

流動負債合計   8,036,081 33.8 31,612,339 35.3  34,010,603 38.6

Ⅱ 固定負債     

１．社債 ※２  2,000,000 11,900,000   8,690,000

２．長期借入金 ※2,6  3,520,960 9,963,559   9,438,721

３．匿名組合預り金   ― 27,322,595   26,328,353

４．その他 ※２  189,621 1,235,375   693,034

固定負債合計   5,710,581 24.1 50,421,530 56.2  45,150,108 51.2

負債合計   13,746,662 57.9 82,033,870 91.5  79,160,711 89.8

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   3,269,075 13.8 3,869,655 4.3  3,270,528 3.7

２．資本剰余金   3,233,747 13.6 3,834,326 4.3  3,235,200 3.7

３．利益剰余金   3,218,915 13.5 △356,409 △0.4  3,175,353 3.6

株主資本合計   9,721,737 40.9 7,347,573 8.2  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 
  63,856 △3,384   △859,234

２．繰延ヘッジ損益   ― △6,434   19,576

評価・換算差額等 

合計 
  63,856 0.3 △9,819 △0.0  △839,657 △1.0

Ⅲ 少数株主持分   208,920 0.9 312,735 0.3  157,821 0.2

純資産合計   9,994,515 42.1 7,650,489 8.5  8,999,246 10.2

負債純資産合計   23,741,177 100.0 89,684,359 100.0  88,159,957 100.0
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（2）中間連結損益計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年６月30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  8,473,159 100.0 10,639,542 100.0  35,128,971 100.0

Ⅱ 売上原価  1,978,655 23.4 2,363,611 22.2  20,609,008 58.7

売上総利益  6,494,504 76.6 8,275,930 77.8  14,519,963 41.3

Ⅲ 販売費及び一般 

管理費 ※１  4,717,306 55.6 8,945,085 84.1  11,146,421 31.7

営業利益または

営業損失（△） 
 1,777,197 21.0 △669,154 △6.3  3,373,541 9.6

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  38,593 33,749  53,003 

２．受取配当金  93,769 120,378  192,738 

３．消費税等差益  15,797 ―  ― 

４．その他  7,952 156,112 11,993 166,121 1.6 23,518 269,260 0.8

Ⅴ 営業外費用   

1.8

  

１．支払利息  91,103 581,502  338,141 

２．コマーシャルペ

ーパー利息  22,114 ―  45,141 

３．支払手数料  82,104 78,817  147,481 

４．繰延資産償却費  ― 82,574  ― 

５．その他  7,418 202,740 2.4 41,347 784,241 7.4 63,162 593,927 1.7

経常利益または

経常損失（△） 
 1,730,569 20.4 △1,287,274 △12.1  3,048,874 8.7

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 96,713 ―  96,713 

２．その他の関係会

社有価証券売却

益 

160,277 10,399  213,100 

３．前期損益修正益 ― 141,052  ― 

４．その他 ― 256,990 3.0 10,453 161,905 1.5 6,694 316,508 0.9

Ⅶ 特別損失    

１．投資有価証券評

価損 ― 2,075,538  164,034 

２．その他の関係会社

有価証券売却損 ― ―  425,760 

３．貸倒引当金繰入額 ― 470,000  ― 

４．その他 ― ― ― 520,206 3,065,745 28.8 8,437 598,232 1.7

匿名組合損益分配

前税金等調整前中

間（当期）純利益

または匿名組合損

益分配前税金等調

整前中間純損失

（△） 

 1,987,560 23.4 △4,191,114 △39.4  2,767,150 7.9

匿名組合損益分配

額 
 7,935 0.0 422,794 4.0  442,472 1.3

税金等調整前中間

（当期）純利益 

または税金等調整

前中間純損失（△）

 1,979,624 23.4 △4,613,909 △43.4  2,324,678 6.6

法人税、住民税 

及び事業税 
972,102 665,902  1,093,234 

法人税等調整額 △221,866 750,236 8.9 △2,057,254 △1,391,352 △13.1 △62,316 1,030,918 2.9

少数株主利益また

は少数株主損失

（△） 
 53,670 0.6 △17,907 △0.2  109,800 0.3

中間（当期）純利

益または中間純損

失（△） 
 1,175,717 13.9 △3,204,649 △30.1  1,183,959 3.4
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（3）中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

 株主資本 
評価・換算差
額等 

 資本金 
資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

株主資本
合計 

その他有価
証券評価差
額金 

少数株主
持分 

純資産 
合計 

平成18年12月31日 残高（千円） 3,268,685 3,233,356 1,985,836 8,487,878 △310,500 92,494 8,269,873

中間連結会計期間中の変動額  

新株の発行（千円） 390 390 ― 780 ― ― 780

中間純利益（千円） ― ― 1,175,717 1,175,717 ― ― 1,175,717

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中間連結

会計期間中の変動額（純額） 

（千円） 

― ― ― ― 374,356 116,426 490,782

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
390 390 1,233,078 1,233,859 374,356 116,426 1,724,642

平成19年６月30日 残高（千円） 3,269,075 3,233,747 3,218,915 9,721,737 63,856 208,920 9,994,515

 

当中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

 株主資本 評価・換算差額等 

 資本金 資本剰余金
利益 

剰余金

株主資本

合計 

その他有価

証券評価差

額金 

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

中間連結会計期間中の変動額 

新株の発行（千円） 599,126 599,126 ─ 1,198,252 ─ ─ ─ ─ 1,198,252

剰余金の配当（千円） △295,455 △295,455 △295,455

中間純損失（千円） ─ ─△3,204,649△3,204,649 ─ ─ ─ ─△3,204,649

連結子会社増加に伴う利益

剰余金増加高（千円） 
─ ─ 12,276 12,276 ─ ─ ─ ─ 12,276

連結子会社減少に伴う利益

剰余金増加高（千円） 
─ ─ 15,458 15,458 ─ ─ ─ ─ 15,458

連結子会社減少に伴う利益

剰余金減少高（千円） 
─ ─ △59,392 △59,392 ─ ─ ─ ─ △59,392

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額（純

額）（千円） 

─ ─ ─ ─ 855,850 △26,011 829,838 154,914 984,752

中間連結会計期間中の変動額

合計（千円） 
599,126 599,126△3,531,762△2,333,509 855,850 △26,011 829,838 154,914△1,348,756

平成20年６月30日 残高（千円） 3,869,655 3,834,326 △356,409 7,347,573 △3,384 △6,434 △9,819 312,735 7,650,489
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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



 

 

株式会社リプラス（8936） 平成 20 年 12 月期 中間決算短信 

- 25 - 

（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年６月30日） 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自 平成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．税金等調整前中間（当期）純利益また

は税金等調整前中間純損失（△） 

 
1,979,624 △4,613,909 2,324,678 

２．匿名組合損益分配額  ─ 422,794 442,472 

３．減価償却費  36,423 90,839 81,003 

４．のれん償却額  7,919 212,982 119,664 

５．貸倒引当金の増加額  ─ 469,964 3,161 

６．保証履行引当金の増加額  117,511 61,200 42,957 

７．賞与引当金の減少額  ─ △5,363 ― 

８．受取利息及び配当金  △132,362 △154,127 △245,742 

９．支払利息  113,217 581,502 383,283 

10．支払手数料  82,104 78,817 147,481 

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 △10,453 △213,100 

13．その他の関係会社有価証券売却損  ─ 205,351 425,760 

14．投資有価証券評価益  ─ △10,399 ─ 

15．投資有価証券評価損  ─ 2,075,538 164,034 

16．固定資産除却損  ─ 8,567 4,074 

17．売上債権の増加額  △208,247 △150,369 △403,077 

18．たな卸資産の増減額（△：増加額）  ― △12,517,191 5,017,036 

19．前渡金の増減額（△：増加額）  254,284 △1,612,102 △81,441 

20．未収入金の増減額（△：増加額）  △106,129 559,542 11,758 

21．立替金の増減額（△：増加額）  △910,496 338,654 △2,481,216 

22．その他の関係会社有価証券の増減額

（△：増加額） 

 
△202,237 56,075 △351,490 

23．未払金の増加額  532,835 84,770 670,798 

24．未払消費税等の減少額  △100,358 △363,674 △54,054 

25．預り金の増加額  226,091 170,082 451,857 

26．その他  △118,568 △379,158 △289,712 

小計  1,314,620 △14,400,065 6,073,472 

27．利息及び配当金の受取額  115,164 143,347 271,189 

28．利息の支払額  △126,100 △556,810 △359,759 

29．手数料の支払額  △138,115 △94,428 △174,895 

30．匿名組合利益の支払額  ─ △679,751 △690,536 

31．法人税等の支払額  △1,276,187 △486,625 △2,090,429 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △110,618 △16,074,333 3,029,041 
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年６月30日） 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書
（自 平成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  △38,357 △569,885 △128,405 

３．有形固定資産の売却による収入  2,790,000 48,229 2,790,000 

４．無形固定資産の取得による支出  △23,729 △724,931 △1,045,222 

５．投資有価証券の売却による収入  ─ 10,400 ― 

６．投資有価証券の取得による支出  ─ △500,000 ― 

７．その他の関係会社有価証券の取得によ

る支出 

 
△716,791 ─ △10,309,364 

８．投資有価証券の取得による支出  △164,034 ─ △1,254,268 

９．その他の関係会社有価証券の払戻しに

よる収入 

 
71,831 ─ 436,872 

10．その他の関係会社有価証券の譲渡によ

る収入 

 
220,000 1,346,000 715,000 

11．関係会社への出資による支出  △130,100 △10,000 △389,750 

12．短期貸付金の増減額（△：増加額）  △332,091 △1,470,629 1,989,978 

13．長期貸付けによる支出  △51,710 △67,118 △142,050 

14．長期貸付金の回収による収入  263,173 ─ 463,523 

15．敷金保証金の差入れによる支出  △129,981 △839,195 △373,557 

16．敷金保証金の返還による収入  ― 71,887 20,264 

17．関係会社出資金の出資による支出  ― △925,292 ─ 

18．関係会社出資金の払戻しによる収入  ― 577,616 ─ 

19．連結除外子会社有価証券の売却に伴う

支出 

 
△28,757,280 ― ― 

20．新規連結子会社株式等の取得に伴う支

出 
※２ ― △451,685 ─ 

21．連結除外子会社有価証券の売却に伴う

収入 
※３ ― 791,777 440,105 

22．その他 ※2,4 1,683 106,818 △28,227,323 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △26,629,732 △2,606,007 △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）  △3,692,496 1,410,135 3,187,704 

２．コマーシャルペーパーの返済による支

出 
 △2,500,000 ─ △8,000,000 

３．長期借入れによる収入  4,990,000 1,694,732 12,130,000 

４．長期借入金の返済による支出  △2,115,250 △4,868,874 △3,216,910 

５．割賦未払金の返済による支出  ─ △95,135 △24,282 

６．株式の発行による収入  780 1,198,252 3,687 

７．株式の発行に伴う支出  △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．社債発行による収入  ― 2,980,000 ─ 

10．社債償還による支出  ─ △1,364,000 △3,121,980 

11．匿名組合出資預りによる収入  ─ 5,739,650 7,630,395 

12．匿名組合出資払戻しによる支出  △137,793 △5,730,191 △4,059,293 

13．配当金の支払額  ― △268,854 ─ 

14．その他   △4,833 ─ 5,500,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,573,857 695,709 8,658,414 

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減少額  △30,314,208 △17,984,632 △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 連結の範囲変更に伴う現金及び現金同等

物の減少額 
 △10,839 △24,304 △10,839 

Ⅸ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高 
※１ 2,674,954 6,193,712 24,202,649 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項  

項 目 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30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)連結子会社の数  ８社 

連結子会社の名称 

リプラス・リート・マネジメ

ント株式会社 

リプラス・インベストメンツ

株式会社 

リプラス・チャイナ・アセッ

トマネジメント株式会社 

他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、当中間連結

会計期間に組成されたため、

当中間連結会計期間より連

結の範囲に含めております。

RCA01、RCAFund01,L.P.及

びその他の３社は、当中間連

結会計期間に持分の一部を

売却し、その持分比率が当社

規定の基準未満になったた

め、当中間連結会計期間から

連結の範囲より除外してお

ります。 

なお、注記事項「（中間連

結貸借対照表関係）３．偶発

債務（２）保証債務」に記載

のとおり、RCA01に対して中

間連結財務諸表提出会社が

多額の保証債務を行ってお

りますが、一時的な契約のた

め、連結の範囲から除外して

おります。 

匿名組合KATSURAGAWA及び

匿名組合MASUKAGAMIは、当中

間連結会計期間に持分の一

部を売却し、その持分比率が

当社規定の基準未満になっ

たため、当中間連結会計期間

末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  31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

結の範囲を見直しておりま

す。 

なお、注記事項「（中間連

結貸借対照表関係）３．偶発

債務（２）保証債務」に記載

のとおり、RCA01に対して中

間連結財務諸表提出会社が

多額の保証債務を行ってお

りますが、一時的な契約のた

め、連結の範囲から除外し

て、持分法適用子会社として

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。 

 

１．連結の範囲に関す

る事項 

(2)非連結子会社の数 27社 

主要な非連結子会社 

リプラス・インシュアランス

株式会社 

他26社 

（連結の範囲から除いた理

由） 

リプラス・インシュアラン

ス株式会社他２社は小規模

であり、合計の総資産、売上

高、中間純損益、利益剰余金

等は、いずれも中間連結財務

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 37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35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35社は、小規模であ

り、合計の総資産、売上高、

中間純損益、利益剰余金等

は、いずれも中間連結財務諸

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 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30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） 

 また、リプラス・レジデン

シャル・ウェアハウス匿名組

合他23社は、当企業集団が業

務執行権を有していることか

ら子会社に該当しますが、そ

の持分比率が当社規定の基準

未満であり子会社の大部分の

損益が当社に帰属しないた

め、利害関係者の判断を著し

く誤らせるおそれがあること

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。 

   

(1)  ───────── (1)持分法適用の関連会社数 28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27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．持分法の適用に関

する事項 

(2)非連結子会社    27社 

（持分法を適用していない理

由） 

リプラス・インシュアラン

ス株式会社他２社は小規模

であり、合計の中間純損益、

利益剰余金等はいずれも中

間連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためで

あります。 

また、リプラス・レジデン

シャル・ウェアハウス匿名組

合他23社は匿名組合等とし

て組成された投資事業組合

であり、匿名組合の損益で当

社及び連結子会社に帰属す

る持分相当額を売上高に計

上するとともに「その他の関

係会社有価証券」を加減する

処理を行っていることから

持分法を適用しておりませ

ん。 

(2)持分法を適用していない非連

結子会社 37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35社は、小規模であ

り、中間純損益、利益剰余金

等は、いずれも中間連結財務

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。 
 

 

 



 

 

株式会社リプラス（8936） 平成 20 年 12 月期 中間決算短信 

- 29 - 

 

項 目 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30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)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、

中間純損益、利益剰余金等

は、いずれも中間連結財務諸

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、

中間純損益、利益剰余金等

は、いずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。 

 

(3)持分法を適用していない関連

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。 

 

３．連結子会社の中間

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。中間連

結財務諸表の作成にあたっては、

中間連結決算日において、中間連

結財務諸表作成の基礎となる財務

諸表を作成するために必要とされ

る決算を行っております。 

その他の連結子会社の中間決算

日は、中間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15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、中間連結財務諸表の作成にあ

たっては、中間連結決算日におい

て、中間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

子会社の中間会計期間に係る財務

諸表を使用し、中間連結決算日と

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中

間決算日は、中間連結決算日と一

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 

中間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 
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項 目 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30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） 

 匿名組合出資金 

匿名組合の損益のうち当

社及び連結子会社に帰属す

る持分相当額を売上高に計

上するとともに「その他の

関係会社有価証券」を加減

する処理を行っておりま

す。 

匿名組合出資金 

同左 

 

匿名組合出資金 

同左 

 

 

 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 

最終仕入原価法によってお

ります。 

 

③たな卸資産 

販売用不動産 

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       ９～15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 

 (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 

 ⑤ ───────── 

 

⑤保険業法第113条繰延資産 

 リプラス少額短期保険株式

会社の保険業法第113条繰延資

産の償却額の計算は、法令及び

定款の規定に基づき行ってお

ります。 

 

⑤ ───────── 
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項 目 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30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  

 当社は債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上し

ております。 

 

(4)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金  

 当社及び連結子会社は債権

の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

(4)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金  

同左 

 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 

 (5)  ───────── 

 

(5)中間連結財務諸表の作成の基礎

となった連結会社の中間財務諸

表の作成に当たって採用した重

要な外貨建の資産または負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。 

 

(5)  ───────── 

 

 

 (6)収益及び費用の計上基準 

 賃貸保証事業の収益は、当中

間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。 

(6)収益及び費用の計上基準 

 レントゴー事業の収益は、当

中間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。 

 

(6)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。 

 

 (7)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。 

 

(7)重要なリース取引の処理方法 

同左 

 

(7)重要なリース取引の処理方法 

同左 

 

 (8)  ────────── （8）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及び金

利キャ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 

金利スワップ及び金利キャッ

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「デリ

バティブ取引管理規程」に基づ

き、金利変動リスクをヘッジし

ております。 

 

 

（8）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

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。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30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）

及び金利キャップ（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 

 

 

 (9)その他の中間連結財務諸表作成

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、当中間連結会計期間

の費用として処理しておりま

す。 

(9)その他の中間連結財務諸表作成

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 

(9)その他の連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

 なお、控除対象外消費税等に

ついては、当連結会計年度の費

用として処理しております。 

 

５．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、部分時価評価法を採

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年間で均等償

却しております。 

同左 

７．中間連結キャッシ

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 

前中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
  至 平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 
  至 平成20年６月30日） 

(中間連結損益計算書） 

前中間連結会計期間において、「支払利息」に含めて表示してお

りました「コマーシャルペーパー利息」は、当中間連結会計期間に

おいて、「コマーシャルペーパー利息」として表示しております。

なお、前中間連結会計期間における「コマーシャルペーパー利 

息」の金額は9,293千円であります。 

 

(中間連結損益計算書） 

前中間連結会計期間において、「その他」に含めて表示しており

ました「繰延資産償却費」は、当中間連結会計期間において、「繰

延資産償却費」として表示しております。 

なお、前中間連結会計期間における「繰延資産償却費」の金額は

22,114千円であります。 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

前中間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、当中間連結会計期間から「のれん償却額」と

表示しております。 

 

前中間連結会計期間まで営業活動よるキャッシュ・フローに表示

しておりました「ソフトウェア償却費」は当中間連結会計期間にお

いて、「減価償却費」に含めて表示しております。 

なお、当中間連結会計期間における「ソフトウェア償却費」の金

額は17,100千円であります。 

 

前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ・フローに表

示しておりました「繰延資産償却」は当中間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、当中間連結会計期間における「繰延資産償却」の金額は620

千円であります。 

 

前中間連結会計期間まで営業活動よるキャッシュ・フローに表示

しておりました「貸倒引当金の増加額」は当中間連結会計期間にお

いて、「その他」に含めて表示しております。 

なお、当中間連結会計期間における「貸倒引当金の増加額」の金

額は479千円であります。 

 

前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ・フローに表

示しておりました「たな卸資産の増加額」は当中間連結会計期間に

おいて、「その他」に含めて表示しております。 

なお、当中間連結会計期間における「たな卸資産の増加額」の金

額は△23,624千円であります。 

 

 

────────────────── 
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注記事項  

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成20年６月30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    

46,797 千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

                         101,356千円 

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

73,974千円

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

担保に供している資産 

投資有価証券 3,521,700千円 

無形固定資産 180,117千円 

(ソフトウェア仮勘定)  

合計 3,701,817千円  

担保に供している資産 

たな卸資産 

（販売用不動産） 
33,588,876千円 

投資有価証券 1,276,350千円 

その他の関係会社 

有価証券 
4,957,367千円 

合計 39,822,593千円  

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 334,440千円 

未払金 37,502千円 

長期借入金 2,006,750千円 

固定負債｢その他｣ 

(長期未払金) 
138,046千円 

合計 2,516,739千円  

担保付債務 

短期借入金 10,527,840千円

１年以内返済予定 

長期借入金 
2,111,277千円

１年以内償還予定 

社債 
1,090,000千円

長期借入金 6,753,400千円

社債 6,690,000千円

合計 27,172,517千円 

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 ３．偶発債務 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 52,738,563 千円 

 

(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 77,401,344 千円 

(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

を行う特定目的会社の信用補完を目

的に債務保証に関する確約書を差し

入れております。 

リプラス・レジデンシャル・コン

ストラクション２号特定目的会社 

3,297,787千円 

下記の会社の借入金に対する債務

保証 

当社がコンサルティングサービ

スを行うRCA01(SPC) 

なお、当該債務保証は同SPCが保

有する中国不動産の登記手続完了

時点で解消される契約となってお

りますが、中国当局における行政

手続の遅れにより、当中間連結会

計期間末に、下記の残高がありま

す。 

32,200,000千円 

当社がアセットマネジメント業務

を行うリプラス・レジデンシャ

ル・コンストラクション７号特定

目的会社 

872,000千円 

当社がアセットマネジメント業務

を行うリプラス・レジデンシャ

ル・コンストラクション８号特定

目的会社 

1,017,000千円 

 

(2)保証債務 

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

る中国不動産の抵当権設定登記完了時

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に時間

がかかることから、当中間連結会計期

間末日現在、下記の債務保証残高があ

ります。 

43,500,000千円

(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 

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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前中間連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成20年６月30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中間

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 

2,780,000 千円 

借入実行残高 467,000 千円 

差引額 2,313,000 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中間

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 

2,700,000 千円

借入実行残高 2,345,000 千円

差引額 355,000 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中

間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．特定目的会社を活用した不動産の流動

化取引 

① ────────────── 

 

※５．特定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） 

短期借入金      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 

 

 ③当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企業

集団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      900,000千円 

（販売用不動産） 

短期借入金      900,000千円 

 

③ ────────────── 
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前中間連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成20年６月30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)  ────────── 

※６．財務制限条項 

(1)  ────────── 

※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)中間連結財務諸表提出会社の短期借入

金合計額のうち50,000千円（貸出コミット

メントの総額500,000千円）には、以下の財

務制限条項が付されており、各条項のいず

れかに抵触した場合には、当該借入金の借

入先に対し該当の借入金額を一括返済する

ことがあります。 

①中間連結財務諸表提出会社の連結貸借対

照表（または中間連結貸借対照表）におけ

る純資産額が、直前の決算期の末日におけ

る連結貸借対照表における純資産額の90％

未満となった場合。 

②合併・事業譲渡またはその他の事情によ

り業務内容または資本構成に大幅な変更が

生じるような場合。 

③経常利益維持（複数年） 

中間連結財務諸表提出会社の連結損益計算

書における経常損益の額が２期連続してマ

イナスとならないこと。 

④レバレッジ倍率維持 

中間連結財務諸表提出会社の連結貸借対照

表及び連結損益計算書において算出される

レバレッジ倍率が15倍を上回らないこと。

なお、レバレッジ倍率は次の式にて算出さ

れます。 

レバレッジ倍率＝（短期借入金＋長期借入

金＋社債）÷（営業利益＋減価償却費） 

 

(2)   ────────── (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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前中間連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年12月31日） 

(3)中間連結財務諸表提出会社の短期借

入金合計額のうち167,000千円（貸出

コミットメントの総額500,000千円）

には、以下の財務制限条項が付されて

おり、各条項のいずれかに抵触した場

合には、当該借入金の借入先に対し該

当の借入金額を一括返済することが

あります。 

①連結貸借対照表（または中間連結貸

借対照表）における純資産の部の金

額を、前年同期比75％以上に維持す

ること。 

②中間連結財務諸表提出会社単体の貸

借対照表における純資産の部の金額

を、前年同期比75％以上に維持する

こと。 

③各連結会計年度における連結損益計

算書に示される経常損益が平成19年

12月期以降の決算期において、損失

とならないようにすること。 

④中間連結財務諸表提出会社単体の損

益計算書に示される経常損益が平成

19年12月期以降の決算期において、

損失とならないようにすること。 

⑤連結貸借対照表（または中間連結貸

借対照表）上の借入依存度を70％以

下に維持すること。 

⑥中間連結財務諸表提出会社単体の貸

借対照表（または中間貸借対照表）

上の借入依存度を70％以下に維持す

ること。 

(3)当社の短期借入金合計額のうち

470,000千円（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。 

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。 

 

(3)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。 

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。 

(4)中間連結財務諸表提出会社の長期借

入金合計額のうち2,006,750千円、短

期借入金合計額のうち234,600千円に

は、以下の財務制限条項が付されてお

り、各条項のいずれかに抵触した場合

には、当該借入金の借入先に対して該

当の借入金額を一括返済することが

あります。 

①連結貸借対照表（または中間連結貸借

対照表）の純資産の部の金額を、平成

17年12月期決算期末日における連結

貸借対照表の資本の部の金額の75％

および直前の決算期末日における貸

借対照表の資本の部の金額または純

資産の部の金額の75％のいずれか高

い方の金額以上に維持すること。 

②中間連結財務諸表提出会社単体の貸

借対照表（または中間貸借対照表）の

純資産の部の金額を、平成17年12月期

決算期末日における貸借対照表の資

本の部の金額の75％および直前の決

算期末日における貸借対照表の資本

の部の金額または純資産の部の金額

の75％のいずれか高い方の金額以上

に維持すること。 

 

 

 

(4)当社の長期借入金合計額のうち

1,772,150千円には、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)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。 

 

 



 

 

株式会社リプラス（8936） 平成 20 年 12 月期 中間決算短信 

- 38 - 

 

前中間連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年12月31日） 

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中間連結財

務諸表提出会社単体の損益計算書上

の税引後当期損益につき、２期連続し

て損失を計上しないこと。 

 

④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。 

(5)   ────────── (5)当社の長期借入金合計額のうち

50,000千円、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。） 

なお、当社は、当中間連結会計期間末現

在、当該財務制限条項に抵触しており

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

株式会社と、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、交渉中であります。 

 

(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)   ────────── (6)当社の長期借入金合計額のうち

131,250千円、１年以内返済予定長期

借入金合計額のうち175,000千円に

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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前中間連結会計期間末 

（平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年12月31日） 

(7)   ────────── (7)当社が債務保証を行っている長期借

入金合計額のうち43,500,000千円に

は、以下の財務制限条項が付されてお

ります。 

①流動比率テスト 

平成21年１月１日以降、四半期ごと、

満期まで、流動比率÷流動負債の比

率が１以上であること。 

②EBITDAカバレッジ・レシオ・テスト 

平成21年１月１日以降、四半期ごと、

満期まで、EBITDA÷支払利息の比率

が４以上であること。 

 

(7)   ────────── 

 
 
（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30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         1,515,553千円 

地代家賃        507,500千円 

賞与             409,120千円 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりでありま

す。 

給与手当         2,565,860千円

地代家賃        605,991千円

賞与             758,913千円

※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

賞与              964,552千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 
前中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株数に関する事項 

 前連結会計年度末 
株式数(株) 

当中間連結会計期間 
増加株式数(株) 

当中間連結会計期間 
減少株式数(株) 

当中間連結会計 
期間末株式数(株) 

発行済株式  

普通株式（注） 289,038 1,404 ─ 290,442

合計 289,038 1,404 ─ 290,442

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1,404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 

当中間連結
会計期間増加

当中間連結 
会計期間減少 

当中間連結
会計期間末

当中間連結
会計期間末
残高 
（千円） 

第１回無担保転
換社債型新株予
約権付社債 

普通株式 （注） ─ ─ （注） ─ 
提出会社 

（親会社） ストック・オプ
ションとしての
新株予約権 

─ ─ ─ ─ ─ ─ 

連結子会社 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
合 計 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

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

たがい当社が適当と判断する金額に調整されます。ただし、かかる算出の結果、調整価額が236,390円（以下「下

限転換価額」という。）を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とします。本社債の当中間連結

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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当中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株数に関する事項 

 前連結会計年度末 
株式数(株) 

当中間連結会計期間 
増加株式数(株) 

当中間連結会計期間 
減少株式数(株) 

当中間連結会計 
期間末株式数(株) 

発行済株式  

普通株式（注） 295,455 16,103 ─ 311,558

合計 295,455 16,103 ─ 311,558

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16,103株は、新株予約権の権利行使による新株発行による増加360株、第三者

割当による新株発行による増加15,743株であります。 

 

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 

当中間連結
会計期間 
増加 

当中間連結
会計期間 
減少 

当中間連結
会計期間末

当中間連結
会計期間末
残高 
（千円） 

第１回無担保転換
社債型新株予約権
付社債 

普通株式 （注） ─ ─ （注） ─
提出会社 

（親会社） ストック・オプシ
ョンとしての新株
予約権 

─ ─ ─ ─ ─ ─

連結子会社 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

合  計 ─ ─ ─ ─ ─ ─

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

たがい当社が適当と判断する金額に調整されます。ただし、かかる算出の結果、調整価額が236,390円（以下「下

限転換価額」という。）を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とします。本社債の当中間連結

会計期間末における新株予約権の数は20個であります。 

 
２． 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１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 

したがい当社が適当と判断する金額に調整されます。ただし、かかる算出の結果、調整価格が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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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30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中間期末残高

と中間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６月30日現在）  

現金及び預金勘定 2,674,954 千円 

現金及び現金同等物 2,674,954 千円 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間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６月30日現在）  

現金及び預金勘定 6,193,712 千円

現金及び現金同等物 6,193,712 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．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。

※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） 

リプラス・レジデンシャル・コンストラク

ション３号特定目的会社 

有限会社中野坂上PJ 

流動資産 1,789,654千円

固定資産 2,454千円

のれん 25,909千円

流動負債 △174,113千円

固定負債 △833,027千円

少数株主持分 △263,601千円

利益剰余金 △12,276千円

出資金の取得額 535,000千円

連結子会社の現金及び

現金同等物 
83,314千円

差引：新規連結子会社

持分の取得に伴

う支出 

△451,685千円

 

（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。 

  （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
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前中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30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． ─────────────  

 

※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） 

前中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30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中

間期末残高相当額 

(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

び中間期末残高相当額 

(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） 

中間 

期末残高 

相当額 

（千円） 

建 物 38,355 13,987 24,368 

器 具 

備 品 618,561 168,864 449,697 

ソフト 

ウェア 522,198 123,934 398,263 

合 計 1,179,115 306,786 872,329 
 

 

 

取得価額

相当額

（千円）

減価償却累

計額 

相当額 

（千円）

中間 

期末残高

相当額

（千円）

建 物 38,355 20,543 17,812

器 具

備 品
883,678 272,386 611,291

車 輌 8,499 1,872 6,627

ソフト

ウェア
882,207 294,738 587,468

合 計 1,812,741 589,540 1,223,200
 

 

 

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)未経過リース料中間期末残高相当額等  

未経過リース料中間期末残高相当額 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

(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 226,241 千円 

１年超 664,600 千円 

合計 890,841 千円  

１年内 357,847 千円

１年超 894,324 千円

合計 1,252,172 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 

(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 123,432 千円 

減価償却費相当額 112,864 千円 

支払利息相当額 15,895 千円  

支払リース料 173,151 千円

減価償却費相当額 159,555 千円

支払利息相当額 18,791 千円 

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） 
前中間連結会計期間末（平成19年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 

(千円) 

中間連結貸借対照表 

計上額(千円) 

差額 

(千円) 

(1)その他有価証券    

①株式 164,034 161,200 △2,834 

②債券 ― ― ― 
③その他 3,250,000 3,360,500 110,500 

合計 3,414,034 3,521,700 107,665 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間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 170,000 

(3)その他の関係会社有価証券 5,237,731 

合計 5,417,750 

 

当中間連結会計年期間末（平成20年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 

(千円) 

中間連結貸借対照表 

計上額(千円) 

差額 

(千円) 

(1)その他有価証券    

①株式 90,234 86,850 △3,384 

②債券 ― ― ― 
③その他 1,189,500 1,189,500 ― 

合計 1,279,734 1,276,350 △3,384 

（注）当中間連結会計年度において、有価証券について2,060,500千円（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。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間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)子会社株式 10,000 

(3)その他の関係会社有価証券 9,806,849 

合計 9,824,349 
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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 

種類 
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。 

 

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） 
前中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

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

 

当中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況  

区分 種類 
契約額等 
（千円） 

契約額等の 
うち 1年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

金利スワップ取引 

支払固定・受取変動
2,173,418 1,872,150 2,157,603 △15,814

市場取引以外の取引 
金利キャップ取引 

 買建 
2,990,000 ― ― 2,912

合計 5,163,418 1,872,150 2,157,603 △12,901

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

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.時価は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

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。 
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（ストック・オプション等関係） 
前中間連結会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

当中間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。 

 

当中間連結会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 

当中間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。 

 

 

（セグメント情報） 
１．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

 

アセットマネ

ジメント事業

（千円） 

賃貸保証事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高及び営業利益  

（1）外部顧客に対する売上高 4,815,601 3,657,557 8,473,159 ─ 8,473,159

（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 4,815,601 3,663,677 8,479,279 △6,119 8,473,159

営業費用 2,290,045 3,477,491 5,767,536 928,425 6,695,962

営業利益 2,525,556 186,185 2,711,742 △934,545 1,777,197

(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．当中間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 

928,425千円であり、その内容は親会社の管理部門に係る費用であります。 

 

当中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

 

アセットマネ

ジメント事業

（千円） 

レントゴー事

業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高及び営業利益  

（1）外部顧客に対する売上高 5,566,831 5,072,710 10,639,542 ─ 10,639,542

（2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
─ 7,930 7,930 △7,930 ─

計 5,566,831 5,080,640 10,647,472 △7,930 10,639,542

営業費用 5,133,377 4,493,851 9,627,228 1,681,468 11,308,697

営業利益または営業損失（△） 433,454 586,789 1,020,243 △1,689,398 △669,154

(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．当中間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 

1,681,468千円であり、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

（千円） 

レントゴー事

業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高及び営業利益  

（1）外部顧客に対する売上高 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 

前中間連結会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

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

 

当中間連結会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

 

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

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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 

前中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

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

 

当中間連結会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 

 ケイマン諸島 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,435,113 1,435,113

Ⅱ 連結売上高（千円） ― 10,639,542

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 13.5 13.5

(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。 

 

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おります。 
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（１株当たり情報） 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年６月30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 33,692円08銭 １株当たり純資産額 23,551円81銭 １株当たり純資産額 29,924円78銭

１株当たり中間純利

益金額 
4,050円89銭 

１株当たり中間純損

失金額 
10,726円61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

当たり中間純利益金

額 

3,948円51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株当たり中間純利

益金額については、潜在株式は存在するもの

の、１株当たり中間純損失であるため、記載

しておりません。 

（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 

前中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 

至 平成20年６月30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） 9,994,515 7,650,489 8,999,246 

純資産の部から控除する金額 208,920 312,735 157,821 

（うち少数株主持分）（千円） (208,920)  (312,735)  (157,821)  

普通株式に係る中間期末（期末）の

純資産額（千円） 
9,785,594 7,337,754 8,841,424 

中間期末（期末）の普通株式の数（株） 290,442 311,558 295,455 

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

間（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 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 
   至 平成20年６月30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株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益または中間純損

失（△）（千円） 
1,175,717 △3,204,649 1,183,959 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益

または純損失（千円） 
1,175,717 △3,204,649 1,183,959 

期中平均株式数 （株） 290,237 298,757 290,510 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 
   

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ― 

普通株式増加数（株） 7,526 ― 12,079 

（うち新株予約権） （7,526）  （―） （12,079） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（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 
（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） 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30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19年８月17日開催の当社取締役

会の決議に基づき、平成19年８月17

日付でリプラス・チャイナ・アセッ

トネジメント株式会社がアセットマ

ネージャーを務めるRCA01が、同社が

手掛ける中国北京の案件に関して

Credit Suisse Internationalから45

億円のノンリコースローンを実行す

るにあたり、当社と同行との間で「保

証契約」を締結しております。 

 

２．平成19年８月17日開催の当社取締役

会の決議に基づき、以下のように平

成19年８月30日付で麹町PJ特定目的

会社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   140,000千円（当社の出

資比率100％） 

(2)債務保証の概要 

①債務保証の内容 麹町PJ特定目的会

社の株式会社東京

スター銀行からの

借入金に対する債

務保証 

②債務保証額   150,000千円 

③債務保証期間  平成19年８月30日

より平成20年４月

30日 

(3)出資及び保証先の概要 

資産の流動化に関する法律に基づく

資産流動化計画に従った特定資産の譲

受け並びにその管理及び処分に係る業

務、並びに特定資産の流動化に係る業

務に付帯する関連する一切の業務を行

うことを目的とする。 

 

１．平成20年７月24日開催の当社取締役

会決議に基づき、以下のように合同

会社リプラス・レジデンシャル・ウ

ェアハウス19号の借入れに対し債務

保証を行っております。 

（1）債務保証の概要 

合同会社リプラス・レジデンシャ

ル・ウェアハウス19号の株式会社東

日本銀行からの借入金に対する債

務保証 

（2）債務保証金額 

350,000千円 

（3）債務保証期間 

平成20年７月31日から平成21年７

月31日まで 

 
２．平成20年7月31日開催の当社取締役会

決議に基づき、以下のように株式会

社レノとの間で金銭消費貸借契約書

を締結し、当社及びリプラス・アド

バイザーズ株式会社が共同で買主と

なり双日株式会社から取得する不動

産に株式会社レノが抵当権の仮登記

を行っております。 

（1）借入の概要 

①借入金額    2,400,000円 

②借入期間    

平成20年７月31日から平成20年

９月29日まで 

③アップフロントフィー 

1.50％ 

④利息      年5.60％ 

⑤資金使途    運転資金 

 
（2）取得及び抵当権仮登記する不動産の

概要 

①所在地 

東京都港区六本木５丁目 

②概要      土地 

③取得価格    4,346,600千円 

④抵当権設定期間 

平成20年７月31日から平成20年9

月29日まで 

 
３．平成20年７月29日及び平成20年８月

６日開催の当社取締役会決議に基づ

き、以下のように合同会社RCA03に対

する匿名組合出資持分を譲渡してお

ります。 
（1）目的・理由 

当社出資割合を低下させるため 

（2）譲渡日 

平成20年８月６日 

（3）子会社の概要 

合同会社RCA03 

匿名組合財産の運用及び管理 

（4）匿名組合出資持分 

3,000,000千円（出資割合：33.9％） 

（5）譲渡対象額 

3,000,000千円（出資割合：33.9％） 

（6）譲渡価額 

3,475,585千円 

 

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．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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前中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30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．平成20年８月15日開催の当社取締役

会決議に基づき、以下のように合同

会社リプラス・レジデンシャル・ウ

ェアハウス８号の借入れに対し債務

保証を行っております。 

（1）債務保証の概要 

合同会社リプラス・レジデンシャ

ル・ウェアハウス８号のフィンテッ

ク グローバル株式会社からの借入

金に対する債務保証 

（2）債務保証金額 

300,000千円 

（3）債務保証期間 

平成20年８月21日から平成20年９

月25日まで 
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６．中間個別財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成19年６月30日） 

当中間会計期間末 

（平成20年６月30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   1,276,666  2,212,689 

２．売掛金  1,653,619 1,251,757  1,050,189 

３．たな卸資産 ※５ 326,061 1,329,387  706,992 

４．前渡金  218,264 2,146,093  533,990 

５．未収入金  829,199 456,430  1,560,030 

６．短期貸付金  5,697,818 3,447,845  2,677,748 

７．立替金  2,402,602 3,382,528  4,122,042 

８．その他  834,147 1,301,362  797,333 

貸倒引当金  △1,487 △474,039  △4,169 

流動資産合計   14,088,708 62.6 14,118,031 46.2  13,656,847 47.7

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1,2  237,863 710,727   303,506

２．無形固定資産 ※２    

(１)ソフトウェ

ア仮勘定 
 

― 2,465,279  1,372,146 

(２)その他  330,460 330,460 607,119 3,072,399  146,589 1,518,735

３．投資その他の資

産  
   

(１)投資有価証

券 
※２ 1,980,719 734,850

 
1,381,500 

(２)関係会社株

式 
 572,000 3,115,392

 
1,915,000 

(３)その他の関

係会社有価

証券 

※２ 3,988,196 5,235,249

 

8,114,685 

(４)長期貸付金  200,350 3,000  3,000 

(５)敷金保証金  933,140 1,844,171  1,437,333 

(６)その他  178,783 7,853,189 1,746,588 12,679,252  325,005 13,176,525

固定資産合計   8,421,513 37.4 16,462,379 53.8  14,998,767 52.3

資産合計   22,510,222 100.0 30,580,410 100.0  28,655,615 100.0
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前中間会計期末 

（平成19年６月30日） 

当中間会計期間末 

（平成20年６月30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 
※2, 

4,5,6 
2,871,840 6,463,965  7,044,000 

２．一年以内返済予

定長期借入金 
※2,6 390,580 1,253,170  1,612,180 

３．未払金 ※２ 1,451,989 1,530,382  1,957,624 

４．未払法人税等  768,816 30,875  27,510 

５．預り金  1,112,204 3,149,746  1,593,853 

６．保証履行引当金  554,790 541,437  480,236 

７．その他 ※７ 501,323 1,303,844  368,476 

流動負債合計   7,651,545 34.0 14,273,420 46.7  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
3,418,940 4,487,272  4,537,650 

３．その他 ※２ 170,473 1,051,630  274,876 

固定負債合計   5,589,413 24.8 7,538,902 24.6  6,812,526 23.8

負債合計   13,240,959 58.8 21,812,322 71.3  19,896,406 69.4

         

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   3,269,075 14.5 3,869,655 12.7  3,270,528 11.4

２．資本剰余金     

(１)資本準備金  3,233,747 3,834,326  3,235,200 

資本剰余金合計   3,233,747 14.4 3,834,326 12.5  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  2,732,832 1,073,925  2,700,137 

利益剰余金合計   2,732,832 12.1 1,073,925 3.5  2,700,137 9.4

株主資本合計   9,235,654 41.0 8,777,907 28.7  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 
  33,608 △3,384   △466,234

２．繰延ヘッジ損 

  益 
  ― △6,434  19,576

評価・換算差額等

合計 
  33,608 0.2 △9,819 △0.0  △446,657 △1.5

純資産合計   9,269,263 41.2 8,768,088 28.7  8,759,208 30.6

負債純資産合計   22,510,222 100.0 30,580,410 100.0  28,655,615 100.0
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(2) 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30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   6,445,811 100.0 6,885,112 100.0  12,307,002 100.0

Ⅱ 売上原価   1,009,829 15.7 1,318,811 19.2  1,591,122 12.9

売上総利益   5,435,981 84.3 5,566,300 80.8  10,715,880 87.1

Ⅲ 販売費及び一般管

理費 
  4,229,191 65.6 5,890,871 85.5  9,281,875 75.5

営業利益また

は 

営業損失（△） 

  1,206,789 18.7 △324,571 △4.7  1,434,004 11.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  111,429 1.7 131,991 1.9  621,991 5.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  91,269 1.4 221,120 3.2  238,544 1.9

経常利益また

は 

経常損失（△） 

  1,226,949 19.0 △413,700 △6.0  1,817,451 14.8

Ⅵ 特別利益 ※３  31,190 0.5 191,770 2.8  31,190 0.3

Ⅶ 特別損失 ※４  ― ― 1,925,373 28.0  593,869 4.8

税引前中間（当

期）純利益また

は 

税引前中間純

損失（△） 

  1,258,139 19.5 △2,147,303 △31.2  1,254,772 10.2

法人税、住民税

及び事業税 
 754,704 55,280  586,000 

法人税等調整

額 
 △215,237 539,467 8.4 △871,827 △816,546 △11.9 △17,205 568,794 4.6

中間（当期）純

利益 

または中間純

損失（△） 

  718,672 11.1 △1,330,756 △19.3  685,977 5.6
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（3）中間株主資本等変動計算書 
前中間会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

 株主資本 
評価・換算 

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余

金 
 資本金 

資本準備金 
繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他有価証券

評価差額金 

純資産 

合計 

平成18年12月31日 残高(千円) 3,268,685 3,233,356 2,014,160 8,516,202 △175,000 8,341,202

中間会計期間中の変動額  

新株の発行(千円) 390 390 ― 780 ― 780

中間純利益(千円) ― ― 718,672 718,672 ― 718,672

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）(千円) 
― ― ― ― 208,608 208,608

中間会計期間中の変動額合計(千円) 390 390 718,672 719,452 208,608 928,061

平成19年６月30日 残高(千円) 3,269,075 3,233,747 2,732,832 9,235,654 33,608 9,269,263

 
当中間会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 

 株主資本 
評価・換算 

差額等 

資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰

余金 
 資本金 

資本準備金
繰越利益

剰余金 

株主資本

合計 

その他有価証

券評価差額金

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

中間会計期間中の変動額 

新株の発行(千円) 599,126 599,126 ─ 1,198,252 ─ ─ ─ 1,198,252

中間純損失(千円) ─ ─ △1,330,756 △1,330,756 ─ ─ ─ △1,330,756

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

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額（純

額）(千円) 

─ ─ ─ ─ 462,850 △26,011 436,838 436,838

中間会計期間中の変動額合

計(千円) 
599,126 599,126 △1,626,211 △427,958 462,850 △26,011 436,838 8,879

平成20年６月30日 残高 

(千円) 
3,869,655 3,834,326 1,073,925 8,777,907 △3,384 △6,434 △9,819 8,768,088
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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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30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．資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 ②その他の関係会社有価証券 

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。 

 

②その他の関係会社有価証券 

匿名組合出資金 

同左 

②  ───────── 

 

 

 ③その他有価証券 

時価あるもの 

中間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。 

③その他有価証券 

時価あるもの 

同左 

③その他有価証券 

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 

 

 
 ④  ───────── ④  ───────── ④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。 

 (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 

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。 

(3)たな卸資産 

① 販売用不動産 

同左 

(3)たな卸資産 

① 販売用不動産 

同左 

②仕掛品 

個別法に基づく原価法によっ

ております。 

②仕掛品 

同左 

②仕掛品 

同左 

 

③貯蔵品 

最終仕入原価法によっており

ます。 

③貯蔵品 

同左 

③貯蔵品 

同左 

(1)有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物    15年 

器具備品  ４年 

 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

２．固定資産の減価償

却の方法 

 

(2)無形固定資産 

自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用可

能期間(５年)に基づく定額法に

よっております。 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

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 
前中間会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30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 

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

(1)貸倒引当金 

同左 

４．引当金の計上基準 

(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 

 

 

 

 

５．収益及び費用の計

上基準 

賃貸保証事業の収益は、当中間会

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、当中間

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 

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

す金利スワップ及び金利キャップ

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「デリバ

ティブ取引管理規定」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 
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。 

  

  (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）及び

金利キャップ（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 
同左 

 

 

８．その他中間財務諸

表（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、当中間会計期間の費用と

して処理しております。 

 

消費税等の会計処理 

同左 

 

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、当期の費用として処理し

ております。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成19年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成20年６月30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 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

45,878千円 75,007千円 70,154千円 

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

担保に供している資産 

投資有価証券 1,970,700千円 

無形固定資産 
(ソフトウェア仮勘定) 180,117千円 

合計 2,150,817千円  

担保に供している資産 

投資有価証券 727,350千円

有形固定資産 415,364千円

その他の関係会社 

有価証券 
1,448,213千円

合計 2,590,927千円 

担保に供している資産 

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 

短期借入金 99,840千円 

１年以内返済予定 
長期借入金 234,600千円 

未払金 37,502千円 

長期借入金 2,006,750千円 

固定負債｢その他｣ 
(長期未払金) 138,046千円 

合計 2,516,739千円  

担保付債務 

短期借入金 51,840千円

１年以内返済予定 

長期借入金 
409,600千円

長期借入金 1,903,400千円

合計 2,364,840千円 

担保付債務 

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 

滞納家賃保証事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。 

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 52,738,563千円 
 

保証極度相当額 77,401,344千円 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) 

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、当中間会計期間末日現在、

下記の債務保証残高があります。 

32,200,000千円  

当社がアセットマネジメント業務

を行うリプラス・レジデンシャル・

コンストラクション７号特定目的会

社 

872,000千円  

当社がアセットマネジメント業務

を行うリプラス・レジデンシャル・

コンストラクション８号特定目的会

社 

1,017,000千円  

当社賃貸保証事業を対象にした、

年間保証委託料将来債権の証券化に

おける特別目的会社である合同会社

レントゴー（SPC） 

1,730,000千円 

 

(2)保証債務 

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

する中国不動産の抵当権設定登記完

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

に時間がかかることから、当中間会計

期間末日現在、下記の債務保証残高が

あります。 

43,500,000千円 

当社の子会社がアセットマネジメ

ント業務を行う有限会社リプラスロ

ード８ 

3,000,000千円 

当社の子会社がアセットマネジメ

ント業務を行う合同会社リプラス・レ

ジデンシャル・コンストラクション２

号 

500,000千円 

 

当社の子会社であるリプラス少額短期

保険株式会社のリースに対して債務保証

しております。 

191,778千円 

 

(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 

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 

当社の子会社であるアセットマネ

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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前中間会計期間末 
（平成19年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成20年６月30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中間

会計期間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

 

当座貸越極度額

及び貸出コミッ

トメントの総額 

2,780,000千円 

借入実行残高 467,000千円 

差引額 2,313,000千円 
 

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中間

会計期間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

 

当座貸越極度額

及び貸出コミッ

トメントの総額 

2,700,000千円 

借入実行残高 2,345,000千円 

差引額 335,000千円 
 

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

計上された当中間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．当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企業

集団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      900,000千円 

（販売用不動産） 

短期借入金      900,000千円 

 

※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

計上された当事業年度末の主な資産及び

負債は下記のとおりであります 

 

たな卸資産       278,482千円 

（販売用不動産） 

長期借入金      280,500千円 

 

※６．財務制限条項 

(1) ─────────── 
※６．財務制限条項 

(1) ─────────── 
※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）

 



 

 

株式会社リプラス（8936） 平成 20 年 12 月期 中間決算短信 

- 62 - 

 

前中間会計期間末 
（平成19年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前事業年度末 
（平成19年12月31日） 

(2)中間財務諸表提出会社の短期借入金合

計額のうち50,000千円（貸出コミットメ

ントの総額500,000千円）には、以下の財

務制限条項が付されており、各条項のい

ずれかに抵触した場合には、当該借入金

の借入先に対し該当ある借入金額を一括

返済することがあります。 

①貸借対照表（または中間貸借対照表）に

おける純資産額が、直前の決算期の末日

における貸借対照表における純資産額

の90％未満となった場合。 

②合併・事業譲渡またはその他の事情によ

り業務内容または資本構成に大幅な変

更が生じるような場合。 

③経常利益維持（複数年） 

中間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 

中間財務諸表提出会社の貸借対照表及

び損益計算書において算出されるレバ

レッジ倍率が15倍を上回らないこと。な

お、レバレッジ倍率は次の式にて算出さ

れます。 

レバレッジ倍率＝（短期借入金＋長期借

入金＋社債）÷（営業利益＋減価償却費） 

 

(2) ─────────── （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)中間財務諸表提出会社の短期借入金

合計額のうち167,000千円（貸出コミ

ットメントの総額500,000千円）には、

以下の財務制限条項が付されており、

各条項のいずれかに抵触した場合に

は、当該借入金の借入先に対して該当

の借入金額を一括返済することがあ

ります。 

①連結貸借対照表（または中間連結貸

借対照表）における純資産の部の金

額を、前年同期比75％以上に維持す

ること。 

②中間財務諸表提出会社単体の貸借

対照表における純資産の部の金額

を、前年同期比75％以上に維持する

こと。 

③連結損益計算書に示される経常損

益が平成19年12月期以降の決算期

において、損失とならないようにす

ること。 

④中間財務諸表提出会社単体の損益

計算書に示される経常損益が平成

19年12月期以降の決算期において、

損失とならないようにすること。 

⑤連結貸借対照表（または中間連結貸

借対照表）上の借入依存度を70％以

下に維持すること。 

⑥中間財務諸表提出会社単体の貸借

対照表（または中間連結貸借対照

表）上の借入依存度を70％以下に維

持すること。 

(3) ─────────── (3) ─────────── 
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前中間会計期間末 
（平成19年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前事業年度末 
（平成19年12月31日） 

(4)中間財務諸表提出会社の長期借入金合

計額のうち2,006,750千円、１年以内返済

長期借入金合計額のうち234,600千円に

は、以下の財務制限条項が付されており、

各条項のいずれかに抵触した場合には、

当該借入金の借入先に対して該当の借入

金額を一括返済することがあります。 

①連結貸借対照表（または中間連結貸借対

照表）の純資産の部の金額を、平成17

年12月期決算期末日における連結貸借

対照表の資本の部の金額の75％および

直前の決算期末日における貸借対照表

の資本の部の金額または純資産の部の

金額の75％のいずれか高い方の金額以

上に維持すること。 

②中間財務諸表提出会社単体の貸借対照

表（または中間貸借対照表）の純資産の

部の金額を、平成17年12月期決算期末日

における貸借対照表の資本の部の金額

の75％および直前の決算期末日におけ

る貸借対照表の資本の部の金額または

純資産の部の金額の75％のいずれか高

い方の金額以上に維持すること。 

③平成18年12月の決算以降の決算につき、

決算期の末日において連結損益計算書

上の税引後当期損益につき、２期連続し

て損失を計上しないこと。 

④平成18年12月の決算以降の決算につき、

決算期の末日において中間財務諸表提

出会社単体の損益計算書上の税引後当

期損益につき、２期連続して損失を計上

しないこと。 

 

（4）当社の長期借入金合計額のうち

1,772,150千円には、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。 

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。 

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。 

 

(5) ─────────── （5）当社の短期借入金合計額のうち

470,000千円（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。 

(5)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。 

 

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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前中間会計期間末 
（平成19年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成20年６月30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。 

(6) ─────────── （6）当社の長期借入金合計額のうち50,000

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。）

なお、当社は、当中間会計期間末現在、

当該財務制限条項に抵触しております

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

と、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、交渉中であ

ります。 

 

(6)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。 

 

(7) ─────────── （7）当社の長期借入金合計額のうち

131,250千円、１年以内返済予定長期借入

金合計額のうち175,000千円には、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。 

 

(7)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

の金額以上は維持すること。 

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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前中間会計期間末 
（平成19年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前事業年度末 
（平成19年12月31日） 

(8) ─────────── （8）当社が債務保証を行っている長期借入

金合計額のうち43,500,000千円には、以

下の財務制限条項が付されております。

①流動比率テスト 

平成21年１月１日以降、四半期ごと、満

期まで、流動比率÷流動負債の比率が４

以上であること。 

②EBITDAカバレッジ・レシオ・テスト 

平成21年１月１日以降、四半期ごと、満

期まで、EBITDA÷支払利息の比率が１以

上であること。 

 

(8) ─────────── 

※７．消費税等の取扱 

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。 

※７．消費税等の取扱 

同左 

※７． ─────────── 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30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       57,081千円 

受取配当金      50,491千円 

受取利息       36,291千円 

受取配当金      86,793千円 

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 

支払利息       58,149千円 

コマーシャルペ 

ーパー利息      22,114千円 

支払借入手数料    10,998千円 

 

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息      210,487千円 

支払借入手数料    10,475千円 

 

 

 

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

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．特別損失のうち主要なもの 

  ─────────── 
※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 
109,753千円 

投資有価証券評価損 1,109,500千円 

貸倒引当金繰入額 470,000千円 
 

※４．特別損失のうち主要なもの 

その他の関係会社 

有価証券売却損 
425,760千円 

投資有価証券評価損 164,034千円 
 

５．減価償却実施額 

有形固定資産 18,754千円 

無形固定資産 16,777千円 
 

５．減価償却実施額 

有形固定資産 23,873千円 

無形固定資産 41,583千円 
 

５．減価償却実施額 

有形固定資産 44,416千円 

無形固定資産 34,404千円 
 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 
前中間会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 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） 

前中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30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

び中間期末残高相当額 

(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

び中間期末残高相当額 

(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） 

中間 

期末残高 

相当額 

（千円） 

建 物 38,355 13,987 24,368 

器 具 

備 品 614,461 168,181 446,280 

ソフト 

ウェア 522,198 123,934 398,263 

合 計 1,175,015 306,102 868,912 
 

 

 

取得価額

相当額

（千円）

減価償却累

計額 

相当額

（千円）

中間 

期末残高

相当額

（千円）

建 物 38,355 20,543 17,812

器 具

備 品
876,068 270,005 606,062

車 輌 8,499 1,872 6,627

ソフト

ウェア
659,056 249,291 409,765

合 計 1,581,980 541,712 1,040,268
 

 

 

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)未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

(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 225,454 千円 

１年超 661,920 千円 

合計 887,375 千円  

１年内 313,229 千円

１年超 753,528 千円

合計 1,066,758 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 122,984 千円 

減価償却費相当額 112,454 千円 

支払利息相当額 15,830 千円  

支払リース料 160,273 千円

減価償却費相当額 147,636 千円

支払利息相当額 17,210 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 (4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

 

同左 同左 

(5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

 

同左 

 

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 

 

（有価証券関係） 
前中間会計期間末（平成 19 年６月 30 日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間末（平成 20 年６月 30 日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

前事業年度末（平成 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） 

前中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30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 31,914円33銭 

１株当たり中間 

純利益金額 
2,476円16銭 

潜在株式調整後１株 

当たり中間純利益金額 
2,413円58銭 

 

１株当たり純資産額 28,142円72銭

１株当たり中間 

純損失金額 
4,454円31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株当たり中間純利

益金額については、潜在株式は存在するもの

の、１株当たり中間純損失であるため、記載

しておりません。 

 

（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 
前中間会計期間 

（自 平成19年１月１日 

 至 平成19年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成20年１月１日 

 至 平成20年６月30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） 9,269,263 8,768,088 8,759,208 

純資産の部から控除する金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産

額（千円） 
9,269,263 8,768,088 8,759,208 

中間期末（期末）の普通株式の数（株） 290,442 311,558 295,455 

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

前中間会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年６月30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株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益 

または純損失（△）（千円） 
718,672 △1,330,756 685,977 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

または純損失（△）（千円） 
718,672 △1,330,756 685,977 

期中平均株式数（株） 290,237 298,757 290,510 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額 
   

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ― 

普通株式増加数（株） 7,526 ― 12,079 

（うち新株予約権） （7,526） (―) (12,079) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（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 
（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） 

前中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30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19年８月17日開催の当社取締役会の

決議に基づき、平成19年８月17日付でリ

プラス・チャイナ・アセットネジメント

株式会社がアセットマネージャーを務

めるRCA01が、同社が手掛ける中国北京

の 案 件 に 関 し て Credit Suisse 

Internationalから45億円のノンリコー

スローンを実行するにあたり、当社と同

行との間で「保証契約」を締結しており

ます。 

 

２．平成19年８月17日開催の当社取締役会の

決議に基づき、以下のように平成19年８

月30日付で麹町PJ特定目的会社に対し

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   140,000千円（当社の出資

比率100％） 

(2)債務保証の概要 

①債務保証の内容 麹町PJ特定目的会社

の株式会社東京スタ

ー銀行からの借入金

に対する債務保証 

②債務保証額   150,000千円 

③債務保証期間  平成19年８月30日よ

り平成20年４月30日 

(3)出資及び保証先の概要 

資産の流動化に関する法律に基づく資

産流動化計画に従った特定資産の譲受け

並びにその管理及び処分に係る業務、並び

に特定資産の流動化に係る業務に付帯す

る関連する一切の業務を行うことを目的

としております。 
 

１．平成20年７月24日開催の当社取締役会決

議に基づき、以下のように合同会社リプ

ラス・レジデンシャル・ウェアハウス19

号の借入れに対し債務保証を行ってお

ります。 

（1）債務保証の概要 

合同会社リプラス・レジデンシャル・

ウェアハウス19号の株式会社東日本

銀行からの借入金に対する債務保証 

（2）債務保証金額 

350,000千円 

（3）債務保証期間 

平成20年７月31日から平成21年７月

31日まで 

 
２．平成20年7月31日開催の当社取締役会決

議に基づき、以下のように株式会社レノ

との間で金銭消費貸借契約書を締結し、

当社及びリプラス・アドバイザーズ株式

会社が共同で買主となり双日株式会社

から取得する不動産に株式会社レノが

抵当権の仮登記を行っております。 

（1）借入の概要 

①借入金額    2,400,000円 

②借入期間    

平成20年７月31日から平成20年９

月29日まで 

③アップフロントフィー 

1.50％ 

④利息      年5.60％ 

⑤資金使途    運転資金 

 
（2）取得及び抵当権仮登記する不動産の

概要 

①所在地 

東京都港区六本木５丁目 

②概要      土地 

③取得価格    4,346,600千円 

④抵当権設定期間 

平成20年７月31日から平成20年9月

29日まで 

 
３．平成20年７月29日及び平成20年８月６日

開催の当社取締役会決議に基づき、以下

のように合同会社RCA03に対する匿名組

合出資持分を譲渡しております。 
（1）目的・理由 

当社出資割合を低下させるため 

（2）譲渡日 

平成20年８月６日 

（3）子会社の概要 

合同会社RCA03 

匿名組合財産の運用及び管理 

（4）匿名組合出資持分 

3,000,000千円（出資割合：33.9％）

（5）譲渡対象額 

3,000,000千円（出資割合：33.9％）

（6）譲渡価額 

3,475,585千円 

 

 

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．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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前中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

 ４．平成20年８月15日開催の当社取締役会決

議に基づき、以下のように合同会社リプ

ラス・レジデンシャル・ウェアハウス８

号の借入れに対し債務保証を行ってお

ります。 

（1）債務保証の概要 

合同会社リプラス・レジデンシャル・

ウェアハウス８号のフィンテック グ

ローバル株式会社からの借入金に対

する債務保証 

（2）債務保証金額 

300,000千円 

（3）債務保証期間 

平成20年８月21日から平成20年９月

25日まで 

 

 

 


