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各 位  

       会 社 名   株式会社リプラス 

            (コード番号 8936 東証マザーズ) 

       代表者名   代表取締役社長       姜   裕文 

       問合せ先   執行役員経営企画本部長 梶山 素子 

          TEL （03）5425-5510 

 

 

 

会社分割による子会社新設に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 20 年８月 15 日付「会社分割による子会社新設に関する方針について」により、会社分割による子会

社設立の方針の開示をいたしました。本日開催の取締役会において、平成 20 年 10 月１日を効力発生日として新設

分割の方式による会社分割を行い、新設する子会社に当社の賃貸住宅の滞納家賃保証システム提供を行なう賃貸保

証事業を継承させることを決議いたしましたので、お知らせいたします。（本分割は、当社単独新設分割であるため、開

示事項の内容を一部省略して開示しております。）なお、会社分割の計画につきましては、平成 20 年９月 25 日開催

予定の当社臨時株主総会において承認決議がされることを条件としております。 

 

 

 

記 

 

 

１． 会社分割の目的 

当社は、賃貸住宅の滞納家賃保証システムや保険サービスを提供するレントゴー事業と不動産ファンドのアセットマ

ネジメント事業を２つのコアビジネスとしております。アセットマネジメント事業につきましては、平成 19 年 9 月 30 日の金

融商品取引法の施行により、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。 

今般、レントゴー事業についても、そのうち賃貸住宅の滞納家賃保証システムを提供する賃貸保証事業に関しても新

たに子会社を設立し、会社分割の方法により同事業を承継することといたしました。賃貸保証事業は、平成 18 年８月に

「rentGo（レントゴー）」という商品ブランドを策定し、賃貸住宅市場の新たなスタンダードとして、滞納家賃保証システムの

提供サービスの浸透を図ってまいりました。新設子会社の商号をレントゴー保証株式会社とするとともに、平成 20 年 10

月 1 日予定で、リプラス･リニューアルサービス株式会社（本店所在地：東京都港区、代表者：姜 裕文）をレントゴー・リ

ニューアルサービス株式会社へとし、リプラス少額短期保険株式会社（本店所在地：東京都新宿区、代表者：杉本 尚

士）をレントゴー少額短期保険株式会社へとそれぞれ商号変更することで、「rentGo（レントゴー）」というブランドとサービ

スの一層の浸透を目指してまいります。 

「rentGo（レントゴー）」ブランドの更なる浸透を図り、規模のメリットを追求する自律性を高めることと、当該事業単体に

おけるバランス・シートの明確化・透明化を図るためには、当該事業を一つの事業会社として設置することのメリットが大

きいと考えております。当社には、全ての事業部門及び各関係会社に対してのシェアードサービスを提供するだけでな

く、事業プロセスの流れを司る基幹システムの開発・保有・運用が集中されることになります。 

 

 

２． 会社分割の要旨 

（１） 分割日程 

     臨時株主総会基準日             平成 20 年６月 30 日 

      新設分割計画承認取締役会        平成 20 年８月 28 日 

     新設分割計画承認臨時株主総会     平成 20 年９月 25 日（予定） 

     分割期日（効力発生日）            平成 20 年 10 月１日（予定） 



 

 

 （２）分割方式 

    当社を分割会社とし、当社が設立するレントゴー保証株式会社に賃貸保証事業に関して有する権利義務を 

承継させる新設分割です。 

 

 （３）分割により減少する資本金等 

     該当事項はありません。 

 

 （４）分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

   新設会社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行していないため、該当事項はありません。 

 

 （５）新設会社が承継する権利義務 

    新設会社は、分割計画書の定めるところに従い、分割期日における当社の分割対象事業に係る資産、負債 

   その他の権利義務を承継します。 

 

 （６）債務履行の見込み 

    当社及び新設会社ともに、分割期日以降の債務履行の見込みについては問題ないと判断しております。 

 

 

３．分割当事会社の概要 

 当社（分割会社） 

（平成 20 年６月 30 日現在） 

新設会社 

（平成 20 年 10 月１日設立予定） 

商号 株式会社リプラス レントゴー保証株式会社 

事業内容 

賃貸住宅にかかわる保証・保険サー

ビスの提供事業及び不動産ファンド

のアセットマネジメント事業 

滞納家賃保証システムの提供 

設立年月日 平成 14 年９月３日 平成 20 年 10 月１日（予定） 

本店所在地 
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 

東京都新宿区百人町二丁目 27 番７

号 HUNDRED CIRCUS East Tower

代表者の役職・氏名 
代表取締役 

姜  裕文 

代表取締役 

後藤 康治郎 

酒巻 克巳 

資本金 3,869 百万円 1,500 百万円 

発行済株式数 311,558 株 30,000 株 

純資産  7,650 百万円（連結） 2,300 百万円 

総資産 89,684 百万円（連結） 5,329 百万円 

決算期 12 月 31 日 12 月 31 日 

従業員数 1,013 名 628 名（予定） 

大株主及び持株比率

姜 裕文                29.2%

ﾉｰｻﾞﾝﾄﾗｽﾄｶﾝﾊﾟﾆｰｴｲﾌﾞｲｴﾌｼｰ 

ｻﾌ ﾞｱｶｳﾝﾄｱﾒﾘｶﾝｸﾗｲｱﾝﾄ 9.3%

谷家 衛                    8.6%

当社                  100.0%

（注）当社の平成 20 年６月 30 日現在の貸借対照表に基づいて算出した純資産額及び総資産額の見込額 

を記載しておりますので、実際はこれと異なる可能性があります。 



 

 

４．分割する事業部門の概要 

 （１）分割する部門の事業内容 

    賃貸住宅の滞納家賃保証システムの提供事業 

  

（２） 分割する部門の経営成績（平成 19 年 12 月３１日現在） 

                                                                                                                   （単位：百万円） 

 株式会社リプラス（分割会社） 

 
本件事業 

（A） 

全体 

（B） 

比率 

（A）/(B)×100 

売上高 7,327 12,307 59.5% 

営業利益 99 1,434 7.0% 

経常利益 107 1,817 5.9% 

当期純利益 － 685 － 

 

（３） 分割する資産、負債の項目及び金額（平成 20 年６月 30 日現在） 

                                                                                                                   （単位：百万円） 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 4,651 流動負債 3,011 

固定資産 678 固定負債 18 

合計 5,329 合計 3,029 

 

 

５．新設会社の状況 

商号 レントゴー保証株式会社 

事業内容 賃貸住宅の滞納家賃保証システムの提供事業 

設立年月日 平成 20 年 10 月１日（予定） 

本店所在地 
東京都新宿区百人町二丁目 27 番７号 

HUNDRED CIRCUS EastTower 

代表者の役職・氏名 
代表取締役 後藤 康治郎 

代表取締役 酒巻 克巳 

資本金 1,500 百万円 

決算期 12 月 31 日 

 

 

６．会社分割後の上場会社の状況 

商号 株式会社リプラス 

事業内容 
グループ経営戦略・経営管理及びシェアードサービス

の提供 

設立年月日 平成 14 年９月３日 

本店所在地 
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 

代表者の役職・氏名 代表取締役 姜 裕文 

資本金 3,869 百万円 

決算期 12 月 31 日 



 

 

７．業績に与える影響 

本件分割後、新設会社は当社の 100％子会社になるため、本件新設分割が当社の当期連結業績に与える影響はあ

りません。 

なお、新設分割後の平成 20 年 12 月期の個別業績につきましては、見通しが明らかになった時点でお知らせいたし

ます。 

 

 

以 上 


