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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

（1）連結経営指標等 

 （注）１．第４期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．従業員数は就業人員（当企業集団内から当企業集団外への出向者を除き、当企業集団外から当企業集団内へ

の出向者を含むほか、嘱託を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（人材派遣会社からの派遣社員及び

アルバイトを含んでおります。）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

４．平成17年12月31日（土曜日）（ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日

（金曜日））最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、平成18年２月

20日付をもって１株を３株に分割いたしました。平成17年12月30日の株価は当該株式分割の権利落後の株価

であり、第４期の株価収益率につきましては権利落後の株価の分割比率を乗じた数値に基づいて計算してお

ります。 

５．第５期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

６．株価収益率は期末の株価を潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額で除して計算しております。  

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 

決算年月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 

売上高 （千円） － － － 5,982,919 11,482,435 

経常利益 （千円） － － － 1,447,879 2,580,840 

当期純利益 （千円） － － － 677,701 1,103,921 

純資産額 （千円） － － － 7,388,053 8,269,873 

総資産額 （千円） － － － 12,112,904 69,211,448 

１株当たり純資産額 （円） － － － 79,700.25 28,291.71 

１株当たり当期純利益金額 （円） － － － 7,993.50 3,915.11 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
（円） － － － 7,282.78 3,699.00 

自己資本比率 （％） － － － 61.0 11.8 

自己資本利益率 （％） － － － 9.2 14.2 

株価収益率 （倍） － － － 177.54 76.78 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － － － △526,515 △1,011,574 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － － － △5,964,443 △8,725,520 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － － － 8,036,562 40,062,534 

現金及び現金同等物の期末

残高 
（千円） － － － 2,206,293 33,000,002 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（人） 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

380 

(23) 

563 

(49) 



（2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．依頼者の意向に基づき当社が一旦不動産所有権を取得する契約形態をとったことによる不動産販売取引が第

２期の売上高には280,423千円、第３期の売上高には1,678,456千円含まれております。 

３．第３期以前の持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載してお

りません。 

４．第１期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。第２期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当

社株式は非上場・非登録でありましたため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

５．第１期及び第２期の株価収益率については、当社株式は非上場・非登録でありましたので記載しておりませ

ん。 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 

決算年月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 

売上高 （千円） 13,784 902,954 3,661,267 5,650,858 10,495,518 

経常利益 （千円） 1,053 20,474 409,638 1,215,077 2,594,577 

当期純利益 （千円） 683 9,895 205,782 588,099 1,209,699 

持分法を適用した場合の投

資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 29,500 120,000 353,120 3,265,361 3,268,685 

発行済株式総数 （株） 590 24,000 28,100 92,698 289,038 

純資産額 （千円） 30,183 130,579 887,281 7,299,856 8,341,202 

総資産額 （千円） 34,047 261,316 1,680,227 11,728,139 20,457,186 

１株当たり純資産額 （円） 51,157.73 5,440.79 31,575.86 78,748.80 28,858.50 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配当

額） 

（円） 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

１株当たり当期純利益金額 （円） 1,382.72 500.52 8,356.06 6,936.64 4,290.25 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
（円） － － 8,317.50 6,319.89 4,053.44 

自己資本比率 （％） 88.6 50.0 52.8 62.2 40.8 

自己資本利益率 （％） 2.7 12.3 40.4 14.4 15.5 

株価収益率 （倍） － － 120.23 204.59 70.06 

配当性向 （％） － － － － － 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △9,793 △12,015 380,514 － － 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △3,686 △38,424 △529,728 － － 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 29,410 106,309 700,699 － － 

現金及び現金同等物の期末

残高 
（千円） 15,929 71,799 623,284 － － 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（人） 

4 

(－) 

65 

(3) 

130 

(11) 

366 

(22) 

494 

(46) 



６．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、嘱託を含んで

おります。）であり、臨時雇用者数（人材派遣会社からの派遣社員及びアルバイトを含んでおります。）

は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

７．当社は平成14年９月３日設立のため、第１期は、３ヵ月と28日間となっております。 

８．第２期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会

計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成14

年９月25日 企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。なお、同基準及び適用指針の適用に伴う

影響はありません。 

９．当社は平成15年７月１日付で株式１株を10株に、平成17年５月20日付で株式１株を３株に分割いたしまし

た。 

10．第４期より連結財務諸表を作成しているため、第４期以降の持分法を適用した場合の投資利益、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・フロー及び現

金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。 

11．平成17年12月31日（土曜日）（ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日

（金曜日））最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、平成18年２月

20日付をもって１株を３株に分割いたしました。平成17年12月30日の株価は当該株式分割の権利落後の株価

であり、第４期の株価収益率につきましては権利落後の株価の分割比率を乗じた数値に基づいて計算してお

ります。 

12．第５期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。  

13．株価収益率は期末の株価を潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額で除して計算しております。 



２【沿革】 

（注） 平成19年１月 リプラス・リート・マネジメント株式会社の普通株式を追加取得  

年月 事項 

平成14年９月 東京都港区南青山三丁目４番４号において株式会社リプラスを設立（資本金20,500千円） 

不動産ファンドのアセットマネジメント事業（ホフ事業）を開始 

平成15年３月 本社を東京都港区虎ノ門一丁目26番５号虎ノ門17森ビルに移転 

平成15年３月 東京賃貸住宅保証株式会社より営業譲受け 

平成15年４月 賃貸住宅の滞納家賃保証事業（賃貸サポート事業）を開始 

平成15年７月 大阪支店（賃貸サポート事業）開設 

平成15年11月 名古屋支店（賃貸サポート事業）開設 

平成16年５月 北九州支店（賃貸サポート事業）開設 

平成16年８月 静岡支店（賃貸サポート事業）開設 

平成16年10月 広島支店（賃貸サポート事業）開設 

平成16年12月 東京証券取引所マザーズに株式を上場 

平成17年２月 リプラス・リート・マネジメント株式会社を設立（現・連結子会社） 

平成17年２月 松山支店（賃貸サポート事業）開設 

平成17年２月 岡山支店（賃貸サポート事業）開設 

平成17年４月 リプラス・インベストメンツ株式会社を設立（現・連結子会社） 

平成17年５月 本社を東京都千代田区霞が関三丁目２番５号霞が関ビルディングに移転 

平成17年７月 リプラス・リート・マネジメント株式会社の第三者割当増資を引受け 

平成17年10月 リプラス・レジデンシャル投資法人を設立 

平成17年11月 リプラス・レジデンシャル・ウェアハウジングファンドの運用開始 

平成17年12月 増資（資本金2,848,328千円） 

平成17年12月 リプラス・チャイナ・アセットマネジメント株式会社を設立（現・連結子会社） 

平成17年12月 増資（資本金3,265,361千円） 

平成18年４月 沖縄支店（賃貸サポート事業）開設 

平成18年４月 リプラス・インシュアランス株式会社を設立 

平成18年６月 熊本支店（賃貸サポート事業）開設 

平成18年６月 リプラス・レジデンシャル投資法人の投資証券が東京証券取引所不動産投資信託証券市場へ上場 

平成18年８月 高松支店（賃貸サポート事業）開設 

平成18年９月 リプラス・アセットマネジメント株式会社（現・リプラス・アドバイザーズ株式会社）を設立 

平成18年９月 本社を東京都港区虎ノ門四丁目１番28号 虎ノ門タワーズ オフィスに移転 

平成18年11月 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の運用開始 



３【事業の内容】 

  当社の企業集団は、当社及び主な連結子会社３社、主な非連結子会社２社から構成されており、賃貸住宅の滞納家

賃保証システムの提供事業（以下、「賃貸保証事業」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。）を行っております。 

 不動産(real estate)に関わる各種の金融サービスを提供することで不動産を再生し(renew)、その価値を向上

（plus）していくことを事業のミッションとしております。  

  なお、平成18年８月18日をもって、賃貸サポート事業は賃貸保証事業に、ホフ事業はアセットマネジメント事業

に、それぞれ名称変更しております。 

（注） 平成19年３月29日付で、リプラス・アセットマネジメント㈱はリプラス・アドバイザーズ㈱に社名変更して

おります。 

 賃貸保証事業は、小口の現金を「日銭」として受け取るストック型の事業であり、安定的な収益基盤となっており

ます。アセットマネジメント事業は大掛かりなディールを実行支援していくことに対する報酬を受け取る事業であ

り、収益拡大を加速させる役割を担っております。このように収益タイプの異なる二つの事業を運営することによ

り、より安定した収益構造を実現するべく努力しております。また、双方ともに賃貸住宅に関わる領域を主たる対象

としておりますので、市場情報・構造に対する理解の高まりに関する補完関係が存在します。 

事業内容は、次のとおりです。 

（１）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） 

賃貸保証事業では、不動産賃貸借契約に関わる滞納家賃保証システムの提供及び賃貸住宅管理会社の家賃回収

業務などの業務受託を行う事業を行っており、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付けを目指しております。 

日本においては、賃貸住宅を借りる際に賃借人側に連帯保証人が求められてきました。この人的保証は慣例と

して続いてきたものです。そして、この連帯保証人は仮に家賃を滞納した時に滞納家賃の支払いを賃借人に成り

代って行う主体として存在しました。 

当社では、不動産賃借人の家賃債務に関する連帯保証を、個別に保証契約を締結することにより引受けます。

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、当社が不動産賃貸人への家賃債務の代位弁済を行

います。このことにより、賃貸人は当社が機関保証を付与した賃貸借契約については家賃の完全回収が可能とな

ります。 



類似の事例としては、個人による連帯保証を求めていた住宅ローンが、現在はその殆どが機関保証に移行して

いる例があります。仮に住宅ローンの支払いの遅延・滞納が起きた場合には、機関保証を付与した保証会社より

住宅ローンの貸元への代位弁済が行われます。住宅ローンの貸元としては、個人の連帯保証よりも機関保証の方

が督促の手間もかからず、実行可能性も高いこと、また保証料を借主が負担することをあわせ考えると貸元とし

て都合がよいため、住宅ローンの借主に対して貸付けの条件として機関保証への加入を促進したものでありま

す。 

当社においても、賃貸住宅管理会社が当社の保証の加入を促進するよう賃貸住宅管理会社向けのサービスレベ

ルの向上に努めております。 

Ａ．事業系統図 

 賃貸保証事業の事業モデルは、以下のとおりであります。 

① 賃貸住宅への入居希望者が、不動産賃貸人に不動産賃貸申込みをします。その段階で不動産賃貸人より賃

貸管理委託を受けている賃貸住宅管理会社が、当社の滞納家賃保証システムを入居希望者に紹介します。 

 賃貸住宅管理会社によっては、当社の滞納家賃保証システムへの加入を入居の条件としている事例もあり

ます。 

② 入居希望者の中で、当社の滞納家賃保証システムへの加入を希望する方を通じて当社に審査申込みが行わ

れます。 

③ 当社において、入居希望者に対する保証引受けが可能か否かの審査を行います。引受けが可能な場合には

承認の旨を住宅管理会社を通じて当該入居希望者へ返答します。引受けが不可能だと判断された場合には、

その旨を返答します。 

 承認された入居希望者と当社の間で、保証委託契約を締結し、当社が賃貸借契約における家賃債務に関す

る連帯保証の地位（＊１）を引受けます。その際に、当社は保証引受けの対価として、契約締結時に初回保

証委託料（＊２）を受領します。また、保証委託契約締結と同時に、当社と不動産賃貸人との間でも賃貸保

証契約を締結します。この保証契約の中において、当社の保証の範囲、不動産賃貸人の義務及び当社の免責

事項（＊３）などを定めます。 

④ 当社は、保証の対価として、契約時に初回保証委託料を受領します。更に、保証引受けの契約締結後１ヵ

年が経過する毎に年間保証委託料（＊４）を不動産賃借人より受領します。 

⑤ 保証委託を行った不動産賃借人に家賃支払いの遅延・滞納が発生した場合には、その旨が家賃の入出金を

管理している不動産賃貸人・賃貸住宅管理会社より当社に連絡され、もしくは、当社が家賃の入金管理を行

っている場合は、それを知るとともに、当社は、事前求償権（＊５）に基づき不動産賃借人に対し家賃支払

いを促します。 

 不動産賃借人が家賃支払いの正常化を実行した場合には、当社よりその旨を不動産賃貸人・賃貸住宅管理

会社に伝えると同時に、回収した家賃を引渡します。 

⑥ 不動産賃借人が家賃支払いの正常化を果たせなかった場合には、当社よりその旨を不動産賃貸人・賃貸住

宅管理会社に伝えると同時に、当該家賃の代位弁済（＊６）を行います。 



 不動産賃借人が、家賃支払いの正常化に困難をきたしている場合には、当社は連帯保証人として不動産賃

借人の相談に乗ります。そのうえで、正常化が難しいと双方が判断した場合には、家屋明け渡しなどを促す

行為に移行することもあります。 

 不動産賃借人が、未払家賃を解消せずに退去した場合には、保証委託契約・保証契約において予め設定し

てある残存敷金に対する担保権（＊７）を行使します。また、当社による代位弁済超過額に関しては、不動

産賃借人に対する合理的な督促行為を経たうえで損失として計上します。 

（＊１）連帯保証の地位 

連帯保証の地位を引受けることにより３つの義務が当社に発生します。 

イ．賃料債務 

 不動産賃借人が家賃を支払えなくなったとき、家賃を肩代わりする。 

ロ．賃借物保管義務 

 不動産賃借人が保管義務を履行しない場合には、保証人自らが保管をなす義務があり、不動産賃借人の

債務不履行による損害について賠償義務を負う。 

ハ．目的物返還義務 

 不動産賃借人に一方的な過失があり、違法行為を働いたとき、家屋を速やかに明け渡さなければならな

い。 

（＊２）初回保証委託料 

月額家賃の一定割合（50％）を初回保証委託料として受領します。 

（＊３）不動産賃貸人の義務及び当社の免責事項 

不動産賃貸人の主たる義務は、不動産賃借人による家賃支払いの遅延・滞納に関する当社への報告及び当社

で必要に応じて実行する集金督促業務への協力となります。保証契約書上に定められた不動産賃貸人の義務

が果たされなかった場合には、当社の代位弁済義務は免責となります。 

（＊４）年間保証委託料 

保証委託契約が存在している期間に関して、契約締結後１年毎に、当社が不動産賃借人から受領します。な

お、期間途中において不動産賃借人が転居した場合には、保証の根拠となる賃貸借契約は終了しております

が、当社に受領済みの保証委託料を返還する義務はありません。 

（＊５）事前求償権 

契約に基づき、将来、債務を支払う義務を負っている場合に認められる権利です。当社は、不動産賃貸人・

賃貸住宅管理会社より、不動産賃借人が家賃の支払いを遅延・滞納している旨の連絡を受けた場合には、こ

の事前求償権をもとに、家賃支払いに関する督促を不動産賃借人に対して行います。 

（＊６）代位弁済 

連帯保証人として、主たる契約者に成り代って債務を支払うことを代位弁済と言います。当社は、不動産賃

借人が家賃支払いの正常化に応じなかった場合には、不動産賃貸人に対して家賃債務を支払います。 

（＊７）残存敷金に対する担保権 

保証委託契約及び保証契約において、敷金に関して当社に対する譲渡担保権を設定いたします。これによ

り、代位弁済を行った後でも、敷金清算時には当社が残存敷金を受け取る権利が発生します。 

Ｂ．事業拡大の背景 

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

ず、多数の物件を管理する賃貸住宅の管理会社に対するサービス提供の側面を持っております。実際には当社

が入居者に直接営業するのではなく賃貸住宅管理会社が入居者に対して当社の保証を紹介することにより契約

者の拡大が促進されております。 

 また、事業拡大を促進する具体的な環境要因として、以下のような背景が考えられます。 

ａ．敷金制度 

 賃貸住宅に入居する際には、敷金を不動産賃借人側が不動産賃貸人側に差し入れるという形態が慣習的に

行われています。この敷金の一般的な役割として、 

     イ．原状回復費用の事前確保 

     ロ．家賃滞納時の保全 

の２つが存在しますが、当社が機関保証を引受けることにより、家賃滞納時の保全の必要性がなくなり、不

動産賃貸人としては従来と同じ水準の敷金を必要としなくなります。 

 したがって、当社の滞納家賃保証システムを利用することにより、賃貸住宅に入居を希望する人が準備し

なければならない入居時の一時金（前家賃、礼金、敷金、仲介料、保険金など）を減額することにより、入

居促進を図っている事例も見られます。 

ｂ．業務アウトソーシング 

 不動産賃貸人及び賃貸住宅管理会社にとって不動産賃借人による当社との保証委託契約締結は当社が滞納

家賃を立替・回収することから、滞納家賃の解消に繋がるのみならず、審査や入金管理、集金督促業務の実

質的なアウトソーシングにも繋がります。 



 当社においては、こういった小口の契約を大量に扱う業務に関する各種のシステム構築・業務改善に注力

しております。その結果、不動産賃貸人あるいは賃貸住宅管理会社が不動産賃借人に当社への保証委託契約

の申込みを強く促し、家財保険と同様に、入居の際の条件とする事例が見られます。 

 同じ賃貸管理の業界と言えども賃貸管理の手法・業務処理の思想・実際のプロセス自体は、各管理会社固

有のものであり、様々な組み合わせが存在します。したがって当社としては、商品枠組みを拡大することに

より、各管理会社のニーズに柔軟に対応していく方針であります。 

 また、アウトソーシングをスムーズに引受け、保証引受件数を増大すべく、各社固有の業務プロセスとの

擦り合せを行っていっております。 

 当社は、このように賃貸住宅管理会社へ審査、入金管理、集金代行、集金督促の家賃回収に関わる一連の

業務を提供し、業務取組みの浸透を深めることで、入居者への滞納家賃保証システムの利用を促します。管

理会社は情報システムの変更や家賃回収に関わる一連の業務を当社にアウトソーシングすることで、業務の

効率化が図れ、多くの管理会社が存在する業界の中で、当社は必要な部品となっていきます。このように管

理会社が当社との提携を深めていくことで、当社の滞納家賃保証システムの対象市場を拡大していくととも

に、家賃回収インフラになることを目指します。 

ｃ．社会的側面 

 高齢者や身体障害者、母子家庭の方々が賃貸住宅への入居を申し込む際には、不動産賃貸人側よりの連帯

保証人に対する要求水準が高くなることが多く、結果として賃貸借契約が成立しにくい状況が見受けられま

した。地方自治体を中心に、こういった状況を改善すべく、様々な入居支援策が立案・実行されています。

 そういった中で、当社の滞納家賃に関する機関保証を、入居促進策の一部として採用する地方自治体が増

えつつあります。平成18年12月末現在では、 

といった事業・制度などに当社の滞納家賃保証システムが採用されております。 

ｄ．適切な保証料率 

 機関保証を引き受ける以上、未回収金の発生は避けることが出来ません。この未回収金を十分にカバーで

き、当社にとって適切な利潤を確保出来る保証料率の設定が事業遂行上不可避です。その一方で、提示され

た保証料率が賃貸住宅への入居希望者にとって過剰な負担感を持たずにすむ、ということが規模の拡大には

求められます。当社においては、過去の家賃遅延・滞納履歴及び審査履歴並びに賃貸住宅管理会社との討議

をもとに、事業遂行上適切だと思われる保証料率の設定を行っております。 

１．東京都大田区 高齢者等住宅確保支援事業に係る金銭保証業務 

２．東京都品川区 高齢者等住宅あっ旋事業に係る家賃等債務保証制度、品川区立区民住宅に

係る使用料等債務保証制度、品川区営住宅に係る使用料等債務保証制度 

３．東京都渋谷区 高齢者等民間賃貸住宅入居支援事業に係る家賃等債務保証制度 

４．東京都新宿区 高齢者入居支援事業に係る家賃等債務保証制度 

５．東京都杉並区 高齢者入居支援制度（家賃等債務保証） 

６．東京都千代田区 高齢者等民間賃貸住宅入居支援事業に係る家賃等債務保証制度 

７．東京都豊島区 高齢者世帯等入居支援事業 

８．東京都中野区 居住安定支援事業 

９. 東京都練馬区 高齢者世帯等居住支援制度 

10. 東京都文京区 高齢者等入居支援実施要綱に基づくすみかえサポート事業 

11. 東京都港区 高齢者等民間賃貸住宅あっせん事業に係る家賃等債務保証制度 

12. 東京都稲城市 障害者居住支援事業に係る家賃等債務保証制度、高齢者民間賃貸住宅入居

支援事業に係る家賃等債務保証制度 

13. 宮城県仙台市  民間賃貸住宅入居支援制度 

14. 埼玉県川口市 高齢者入居保証支援事業に係る家賃等債務保証制度 

15. 埼玉県戸田市 高齢者等民間賃貸住宅入居支援事業 

16. 福岡県北九州市 障害者居住サポート等事業に係る債務保証制度 

17. NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい 

18. NPO法人 かながわ外国人すまいサポートセンター 

19. NPO法人 在日外国人情報センター 

20. 全国賃貸管理ビジネス協会 



 当社としては、保証引受件数を増大すべく、政令指定都市を中心に、一部地方中核都市もカバーする体制を

整えております。当社が付与する機関保証は、賃貸住宅の市場一般に浸透していく可能性があると考えてお

り、現在の支店網に加え、更に地方中核都市をカバーしていく支店網を築いていくとともに、今後も督促の効

率化を図るための拠点としてサテライト・オフィスを設置していく方針であります。 

（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） 

アセットマネジメント事業では、機関投資家を主たる顧客とし、不動産資産を通じての資金運用・投資収益の

確保を支援する事業を行っております。自己資本をその主たる資金として不動産の売買を実行するのではなく、

機関投資家等の資金運用を支援することにより運用手数料・成功報酬を受け取るビジネスモデルです。 

すなわち、不動産のブローカレッジ業務（＊１）、不動産や不動産担保付債権などへの投資戦略の立案・投資

アドバイス、ノンリコースローンなどのファイナンスアレンジ、投資対象不動産の付加価値向上へ向けたプラン

ニング、コンストラクションマネジメント（建築マネジメント）、投資案件の運営・管理によるアセットマネジ

メント業務など一連の投資プロセスに対する総合的で包括的な投資サービスの提供を行っております。 

投資家の資金を不動産に投資し、運用支援する事業を行う不動産金融事業のプレイヤーとしての当社の特徴

は、投資対象を賃貸住宅にフォーカスし、①セグメント別投資、②全国分散投資、③物件取得手法という３点に

あり、ミドルリターンで安定した運用を行っております。 

Ａ．事業系統図 

 アセットマネジメント事業の主な事業モデルは、以下のとおりであります。 

① 当社は、事前に開示した当社の投資基準をもとに提携デヴェロッパーが建てた不動産、もしくは不動産会社

及び金融機関などが保有する不動産を調査するデューデリジェンス（＊２）を実行します。 

  ② 当社は債権関係の把握、立地分析、建物の構造把握などを通じて、投資家の求める収益性を獲得していくと

想定される投資スキームを構築し、機関投資家などに提案します。 

  ③ 機関投資家などは、SPC（＊３）などを通じて対象不動産資産を取得します。この際に、当社はノンリコー

スローン（＊４）などのファイナンスアレンジ業務も実行します。 

  ④ 当社は、アセットマネジメント契約に基づいて、投資案件の発掘・買付の対価としてアクイジションフィー

（＊５）を受け取ります。 

  ⑤ 当社は、再生・開発型の投資の場合は、対象不動産資産の再生へ向けて、各種のプランニング、ゼネコンな

どの業者への発注業務、コンストラクションマネジメント、マーケティングやリーシング（賃貸斡旋）指示業

務を実行し、アセットマネジメント契約に基づいて、対象不動産資産の再生を行う業務の対価として、プロジ

ェクトマネジメントフィー（＊６）を受け取ります。 



⑥ 対象不動産資産の取得後、当社は対象不動産資産の管理・顧客投資家への運用実績の報告業務を行い、アセ

ットマネジメント契約に基づいて、管理・報告業務の対価としてアセットマネジメントフィー（＊７）を受け

取ります。 

⑦ 一定期間の運用後、当社は対象不動産資産の売却業務を行います。当社は、アセットマネジメント契約に基

づいて、売却業務の対価として、ディスポジションフィー(＊８）を受け取ります。 

⑧ SPCは、機関投資家などに対し、投資期間中の運用益の分配を行います。 

⑨ 当社は、アセットマネジメント契約に基づいて、運用実績に基づいてインセンティブフィー（＊９）を受け

取ります。 

（＊１）不動産のブローカレッジ業務 

不動産の仲介業務のこと。不動産の取得や売却の支援を行う。 

（＊２）デューデリジェンス 

資産の適正評価手続き。不動産や債権、プロジェクトや企業が持つ収益性やリスクなどを複数の観点から詳

細、公平に調査してその価値を算定する業務。 

（＊３）SPC 

特定目的会社のこと。不動産資産の所有のみを目的とする法人。当社顧客は、出資、匿名組合契約など様々

な形態を通じて、SPCに対し資金を供給し、SPCが対象不動産資産に関する権利を取得する。 

（＊４）ノンリコースローン 

責任財産限定型融資のこと。通常の融資は企業自体に貸し付けるため、担保を処分して残存額に満たない場

合でも、債務は依然残り、引続き返済が求められる。ノンリコースローンは特定の事業または担保を対象に

融資し、返済は担保の範囲内に限定される。 

（＊５）アクイジションフィー 

投資案件の発掘・買付業務に関する手数料のこと。初期段階の収益源。 

（＊６）プロジェクトマネジメントフィー 

不動産再生能力に基づく対価。対象不動産資産の再生期間にわたり受け取る報酬。 

（＊７）アセットマネジメントフィー 

対象不動産資産の運用期間中の管理・報告業務に対して支払われる手数料のこと。一般的なアセットマネジ

メント業務に対して受け取る手数料。 

（＊８）ディスポジションフィー 

対象不動産の転売業務に対して受け取る手数料のこと。 

（＊９）インセンティブフィー 

一定の投資利回りを超える投資利益を実現できた場合に、受け取る報酬のこと。その金額は実現された投資

利益に応じて決定される。そのため、顧客投資家により高い投資収益をもたらすことにより、当社もより大

きな収益を獲得することができる。 

Ｂ．セグメント別投資 

  日本における賃貸住宅を、住む人のニーズに応じ、「都心コンパクト」、「駅近ワンルーム」、「郊外ファ

ミリー」の３つのタイプに分類して投資を行います。 

Ｃ．全国分散投資 

  投資対象地域を、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、東京都心部のみならず全

国地方中核都市に亘って全国分散投資のアレンジを行っております。その際には、賃貸保証事業を通じたリレ

ーションを活用しております。 

  具体的には、日本における賃貸住宅の分布状況に合わせ、全国分散投資を行うことにより、ミドルリターン

で安定した運用を行っております。 

Ｄ．物件取得手法 

 セグメント毎に物件の取得手法を変えることで、安定的な物件取得を行うとともに、安定した配当を行える

ことを目指しております。 

ａ．再生・開発型投資 

 東京都心は、一般的に物件取得が難しくなってきておりますが、当社は不動産の再生・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・開発型投資を行うことで配当の確保と物件取得を行います。 

 当社は、割安に仕入れた都心部低稼働オフィスビルなどの問題物件を独自の企画・設計監理手法により、

高稼働賃貸住宅へと再生するサービスを提供しております。 

 具体的には機関投資家などのアセットマネージャーとして、物件仕入れから運用に至るまで総合的な支援

を行うことにより高利回りかつ特徴を持った投資支援サービスの提供を行っております。 



 その結果、 

 ・不動産の割安な仕入れ 

 ・再生プロセスでの建設コスト・工事期間の圧縮 

 ・再生後のマーケティング・リーシング支援 

 といった特徴があります。 

 更に当社では、競争上の核となる物件仕入れから空間プランニングまですべてをアウトソーシングするこ

となく、社内で実行しております。 

 また、当社としてはAUM（管理下資産）の積み上げ、投資対象の拡大により資金運用の安定性を確保し

て、顧客たる機関投資家の信頼を増大すべく努力しております。加えて、賃貸住宅に限定されない不動産再

生を実行していくために、各種商業施設を運営する企業との提携を積極的に行い、サービスオフィスなど不

動産再生パターンの拡充を図っております。 

ｂ．地方デヴェロッパーとの提携 

 東京都心を除く地域においては、賃貸保証事業で培った各地域におけるデヴェロッパーとのリレーション

を活かし、あらかじめ当社の投資基準を開示することで、各地域のデヴェロッパーに当社の投資基準に見合

った土地の取得、物件の建設を行っていただき、完成した物件を取得するという手法を用います。この手法

により、物件取得がスムーズに行くだけでなく、コストを抑えることもでき、安定したポートフォリオを構

築することができます。 

 上記に加え、当企業集団では３つのフェーズでの運用を行っております。 

Ｅ．３つの異なる運用フェーズ 

ａ．コンストラクションマネジメントファンド（再生・開発型） 

 東京都心部では、再生・開発中の物件を投資対象とするため建築のリスクを伴います。主にプロジェクト

マネジメントフィー、インセンティブフィーを受け取ります。 

ｂ．ウェアハウジングファンド 

 物件を機動的に獲得し、REIT（不動産投資信託）として投資適格物件へと生まれ変わらせるため、修繕や

客付けを行う、いわゆる倉庫のような役割をするファンドになります。主にアクイジションフィー、アセッ

トマネジメントフィー、ディスポジションフィーを受け取ります。 

ｃ．REIT（不動産投資信託） 

  当社のこれまでの実績を更に拡大させていく事業としてのREIT というフェーズでの運用を行っておりま

す。主にアクイジションフィー、アセットマネジメントフィーを受け取ります。当社の連結子会社であるリ

プラス・リート・マネジメント株式会社を資産運用会社とするリプラス・レジデンシャル投資法人の投資証

券は、平成18 年６月に株式会社東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場しております。 

Ｆ．中国国内の不動産資産を投資対象とした資金運用支援 

 当社の連結子会社であるリプラス・チャイナ・アセットマネジメント株式会社は、中国国内の不動産を投資

対象とした資金運用支援事業を行っております。既にAUM 約490 億円となるファンドを組成し、北京の経済中

心地域であるCBD（Central Business District）の一画にある大規模な商業施設、オフィスビルなどからなる

チャイナセントラルプレイスにオフィスビル２棟を取得いたしました。  



４【関係会社の状況】 

（1）連結子会社 

 （注）１．匿名組合KATSURAGAWA、匿名組合MASUKAGAMI、RCA01、RCA Fund 01,L.P.の「議決権の所有又は被所有割合」

は、匿名組合への出資割合であります。 

２．RCA01及びRCA Fund 01,L.P.は特定子会社に該当しております。 

３．平成19年１月31日付で、当社はリプラス・リート・マネジメント株式会社の発行済株式総数の19.0％を追加

取得し、当社の議決権の所有割合は90.0％となっております。 

名称 住所 
資本金 

(千円) 
事業の内容 

議決権の所有又は被所有割合 

(注)１ 
関係内容 

直接所有 

（％） 

間接所有 

（％） 

 合計 

（％） 

役員の兼任等 

資金援助 
主な営業上 

の取引 当社役員 

（名） 

当社従業員 

（名） 

（連結子会社）            

リプラス・リート・マ

ネジメント株式会社 

東京都 

港区 
300,000 

REIT運営を

目的とした

資産運用 

71.0 

(注)３ 

－ 

  

71.0 

(注)３ 
2 3 

当社が資

金を貸付

け  

－ 

リプラス・インベスト

メンツ株式会社  

東京都 

港区 
10,000 

不動産の管

理業・不動

産仲介業 

100.0 － 100.0 2 1 

当社が資

金を貸付

け  

－ 

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 
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 

65.0 － 65.0 1 2 

当社が資

金を貸付

け  

－ 

匿名組合KATSURAGAWA 
東京都 

千代田区 
－ 

匿名組合財

産の運用及

び管理 

81.2 － 81.2 － －  － 

当社がアセッ

トマネジメン

ト業務を受託 

匿名組合MASUKAGAMI 
東京都 

千代田区 
－ 

匿名組合財

産の運用及

び管理 

－ 81.2 81.2 － －  － 

当社がアセッ

トマネジメン

ト業務を受託 

RCA01 

(注)２ 

ケイマン

諸島  
－ 

匿名組合財

産の運用及

び管理 

－ 19.6 19.6 － － 

当社が資

金を貸付

け  

リプラス・チ

ャイナ・アセ

ットマネジメ

ント株式会社

がアセットマ

ネジメント業

務を受託 

RCA Fund 01,L.P.  

(注)２ 

ケイマン

諸島 
－ 

匿名組合財

産の運用及

び管理 

－ 19.6 19.6 － － － 

リプラス・チ

ャイナ・アセ

ットマネジメ

ント株式会社

がアセットマ

ネジメント業

務を受託 

その他 ３社  － －  － － － － － －  －  － 



５【従業員の状況】 

（1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当企業集団内から当企業集団外への出向者を除き、当企業集団外から当企業集団内へ

の出向者を含むほか、嘱託を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（人材派遣会社からの派遣社員及び

アルバイトを含んでおります。）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．全社（共通）として記載されている従業員は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも

のであります。 

３．従業員数が当連結会計年度中において、183名増加しましたのは、主に業容拡大に伴う中途採用によるもの

であります。  

（2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、嘱託を含んで

おります。）であり、臨時雇用者数（人材派遣会社からの派遣社員及びアルバイトを含んでおります。）

は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、昇給及び基準外賃金を含んでおります。 

３．従業員数が当期中において、128名増加しましたのは、主に業容拡大に伴う中途採用によるものでありま

す。 

（3）労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年12月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

 賃貸保証事業 387 (28) 

 アセットマネジメント事業 124 (11) 

 全社（共通） 52 (10) 

合計 563 (49) 

  平成18年12月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

494 (46) 34.3 1.3 6,287 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

（1）業績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業業績回復を背景とした堅調な設備投資や輸出の増加、雇用・所得環

境の改善を背景とした底堅い個人消費がかみ合い、日銀による量的緩和政策の解除がなされるなど、全般的にデフ

レ経済からの脱却に進展が見られる状況となり、米国や中国経済の動向や為替、原油価格といった不安定要素はあ

るものの、景気拡大基調は継続してまいりました。 

 当企業集団の所属する不動産業界におきましては、地価及び賃料が底を打ち、主要都市部においては地価の上昇

傾向がみられるようになったこと、不動産の流動性や透明感の高まりなどにより金融商品化が進展したことや、日

本のイールドギャップが相対的に高い水準を維持していること、毎月分配型の投資信託の拡大が進んだことなどを

背景に投資資金の流入が続き、競合他社の参入などが増加し、一般的に競争環境が激化したものの、当企業集団に

とっての事業機会は順調に拡大していると考えられます。 

 このような事業環境の中、当社が営む不動産資産に関わる各種の金融サービスを提供する事業、具体的には、賃

貸住宅に関わる滞納家賃保証システムの提供事業を営む「賃貸保証事業」、及び不動産ファンドのアセットマネジ

メント事業を営む「アセットマネジメント事業」において、収益の拡大と利益の確保に努めてまいりました。 

 賃貸保証事業は、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モデルであり、家賃回収インフラ

となることを目標としており、アセットマネジメント事業は、専門性を持つチーム、差別化された投資戦略が規模

拡大と収益性をもたらすモデルであり、資金運用の信頼機関としてのリーディングポジションを確立することを目

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

まりに関する補完関係が存在し、両事業間でシナジー効果が発揮されております。 

（賃貸保証事業） 

 平成15年４月より開始した賃貸保証事業では、不動産賃貸借契約に関わる滞納家賃保証システムの提供及び賃

貸住宅管理会社の家賃回収業務などの業務受託を行っており、賃貸住宅管理の業界におけるデコンストラクショ

ン（特定の業務に特化した業者が登場することによる業界バリューチェーンの再構成）の流れの上に位置づけら

れる事業であります。 

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

ず、多数の物件を管理する賃貸住宅の管理会社に対するサービス提供の側面を持っております。実際には当社が

入居者に直接営業するのではなく賃貸住宅管理会社が入居者に対して当社の保証を紹介することにより契約者の

拡大が促進されております。 

 当連結会計年度における具体的な取り組みは以下のとおりであります。 

１）大手賃貸住宅管理会社との提携 

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

の流通において、保証引受件数の増大、優良顧客の獲得、将来の更なる成長性の確保を目指すべく、大手賃貸

住宅管理会社に加え、一定以上の管理戸数を有する賃貸住宅管理会社を中心に入居希望者に対するブランド力

を持つ様々な企業との提携を推進しました。通期を通じて、さらに提携先は拡大しております。 

２）大手集金代行会社との提携（家賃入金管理機能の強化） 

 滞納家賃保証システムの提供事業が、家賃回収インフラへと進化する上で重要なのは、家賃の入金管理サー

ビスを洗練させることにあります。そのために、集金代行業務を提供しているプレイヤーとの業務連携のレベ

ルの深化を推進しました。家賃入金管理機能を強化した集金代行セット型保証の新規契約件数に占める割合が

増加しており、業務取込比率も着実に高まる中、市場への浸透が一段と進んでおります。 

３）大手賃貸住宅管理会社への浸透強化 

 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、当該保証システムの導入を行った大手賃貸住宅管理会社

における、仲介現場店頭での浸透営業及び業務の組合せレベルの向上に注力しました。 

４）業務処理能力の抜本的な拡充 

 賃貸保証事業における今後の急速な業務量拡大、商品スキームの高度化に対応するため、平成17年12月より

全面再構築した業務システムの運用の安定化に努めると同時に、社内業務フローの強化に乗り出しておりま

す。 



５）カバーエリアの拡大と業務効率化 

 営業拠点として沖縄支店、熊本支店及び高松支店の開設に加え、督促の拠点としてサテライト・オフィスを

全国に10拠点設け、更には初期対応を行うコールセンターを活用することで、督促業務の効率化を図っており

ます。 

  以上より、大手賃貸住宅管理会社との提携が進み、囲い込み対象となる住宅の総数は増え、結果として、前年に

比して、大幅に新規獲得件数が増加しております。 

（アセットマネジメント事業） 

 アセットマネジメント事業は、不動産ファンドのアセットマネジメント、すなわち、自己資本をその主たる資

金として不動産の売買を実行するのではなく、投資家の資金運用を支援することにより運用手数料・成功報酬な

どを受け取る事業であります。したがって、リプラスという成長途上の企業のバランスシートに制約をうける比

率を下げた形で、規模拡大を図ることができます。 

 不動産金融事業のプレイヤーとしての当社の特徴は、１）安定的かつ継続的な収益の拡大を目指しており、賃

貸住宅を主たる対象とし、投資物件の転売によるキャピタル・ゲインよりも中期的な安定配当をもたらす家賃収

入に着目するという投資スタンスを取っていること、２）収益物件のみならず不動産の再生・付加価値向上を投

資収益確保の手法に組み込んでいることにより、崩れにくい収益基盤を確保しやすいこと、の２点であります。 

 当連結会計年度における具体的な取り組みは以下のとおりであります。 

１）賃貸住宅のポートフォリオ構築 

 従来の他社に見られる収益物件の組み込み分野においては、優良物件の取得競争が激しくなっております

が、賃貸保証事業における提携先をはじめ、新たな物件取得ルートを確保できたことなどから、また再生・開

発型の投資においては、必要とされる物件の事前デューデリジェンス・建築確認申請ノウハウなどにおいて特

殊な知見を当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す。具体的には投資対象

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

「駅近ワンルーム」、「郊外ファミリー」に分類した分散投資を行うとともに、賃貸保証事業におけるリレー

ションを活かして全国分散投資を行い、資産の分散と地域分散というポートフォリオの構築が進んでおりま

す。 

２）持ち続ける資産 

 当企業集団のAUM（管理下資産）に入った資産のうち、今までに転売を実行した資産は、数パーセントに留ま

っております。また、複数の国内年金基金をはじめとする中長期保有を通じて家賃収入に基づく配当確保を目

的とする機関投資家を獲得しております。 

３）事業枠組み構築の進展 

 REITの外部成長を図る事業の枠組みが確立されました。 

Ａ：REIT（不動産投資信託）事業の確立 

 当企業集団は、継続的に拡大し続ける事業を志向しております。したがって、REITという器を事業枠組み

の中に保有することで、AUMの途切れない増大を行う形への移行を目指しております。当社の連結子会社であ

るリプラス・リート・マネジメント株式会社がその資産運用を受諾するリプラス・レジデンシャル投資法人

は、平成18年６月に東京証券取引所不動産投資信託証券市場へ上場しております。同投資法人の総資産は、

平成18年12月末において、約620億円となっております。  

Ｂ：ウェアハウジングファンドの運用  

 REITに物件を組み込んでいくためには、その前段階として機動的に物件を取得し、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が必要になりま

す。平成17年11月に銀行・保険会社・年金基金を中心とする機関投資家の方々からの出資を仰いで運用を開

始したリプラス・レジデンシャル・ウェアハウジングファンドは、平成18年６月におけるリプラス・レジデ

ンシャル投資法人の上場以降、順次組込み済み資産の移管を開始しております。  

Ｃ：コンストラクションマネジメントファンドの運用開始  

 平成18年11月に、当社の特徴のひとつである再生・開発型投資の効率化と促進を図るため、遊休不動産、

ディストレス不動産、土地を対象とした全国の不動産を取得し、再生、大規模改修や新築工事を行い、REIT

側の投資基準に合う投資対象物件とするまでの間の保有を目的としたリプラス・レジデンシャル・コンスト

ラクションマネジメントファンドの運用を開始いたしました。このファンドにおいては、同時に最大で645億

円までの資産を保有することができ、かつファンドの存続期間において、1,745億円程度の資産の取得・調整

を行うことが可能となります。既に、運用開始と同時に複数のプロジェクトに着手し始めております。  



４）物件を継続的に取得するパートナーシップネットワークの構築 

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

きました。各社に当社側の物件取得基準を開示した上で、当社向けの物件を建築してもらうことにより、物件

の確保を進めるものです。 

５）中国国内の不動産を投資対象とした資金運用支援の開始  

 当社が65％、あすかアセットマネジメントリミテッドグループが35％出資する、中国国内不動産を投資対象

とした資金運用支援事業を行うリプラス・チャイナ・アセットマネジメント株式会社は、平成18年４月に約490

億円となる第１号ファンドを組成し、北京経済中心地域のオフィスビル２棟を取得いたしました。  

  以上より、当連結会計年度末において、AUM約1,030億円を新規で獲得し、総額で約1,950億円に達しました。ま

た、物件取得時のセットアップフィーが新規に獲得されたことに加え、ストック型のアセットマネジメントフィ

ーの基盤も拡大いたしました。 

 これらの結果、当連結会計年度の売上高は11,482,435千円（前連結会計年度比91.9％増）、経常利益は2,580,840

千円（同78.2％増）、当期純利益は1,103,921千円（同62.9％増）となりました。 

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

 なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 （2）キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、金融機関からの借入、コマーシャ

ルペーパーの発行及び社債の発行により獲得した資金の一部を、その他の関係会社有価証券の取得などの投資活動

に使用した結果、前連結会計年度と比べ30,793,709千円増加し、33,000,002千円となりました。 

 また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において営業活動により使用した資金は、前連結会計年度と比べ485,059千円増加し、

1,011,574千円となりました。 

 これは主として税金等調整前当期純利益が2,355,528千円計上されたものの、手数料の支払額が1,448,630千

円、法人税等の支払額が1,022,252千円、未収入金の増加額が434,676千円、その他の関係会社有価証券の増加額

が325,750千円、売上債権の増加額が292,985千円計上されたことによるものであります。 

 なお、手数料の支払額は主に連結子会社であるRCA01が借入れを行うために支払った借入手数料及び同社が行っ

たデリバティブ取引に係る手数料であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度において投資活動により使用した資金は、前連結会計年度と比べ2,761,076千円増加し、

8,725,520千円となりました。 

 これは主としてその他の関係会社有価証券の払戻しによる収入が2,255,254千円、その他の関係会社有価証券の

譲渡による収入が2,999,000千円あったものの、その他の関係会社有価証券の取得による支出が9,290,572千円、

有形固定資産の取得による支出が2,453,758千円、短期貸付金の増加額が1,036,093千円、敷金保証金の差入れに

よる支出が822,052千円あったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において財務活動により獲得した資金は、前連結会計年度と比べ32,025,972千円増加し、

40,062,534千円となりました。 

 これは主として、短期借入金の増加額が34,348,336千円、コマーシャルペーパー発行による収入が2,500,000千

円、社債の発行による収入が2,000,000千円、長期借入れによる収入が1,130,500千円あったことによるものであ

ります。 

事業の種類別セグメントの名称 売上高（千円） 構成比（％） 

賃貸保証事業 4,822,882 42.0 

アセットマネジメント事業 6,659,553 58.0 

合計 11,482,435 100.0 



２【生産、受注及び販売の状況】 

（1）生産実績 

 当企業集団は、賃貸保証事業及びアセットマネジメント事業を主体としており、生産実績を定義することが困難

であるため、生産実績の記載はしておりません。 

（2）受注状況 

 当企業集団は、受注生産を行っておりませんので、受注状況の記載はしておりません。 

（3）販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２．前連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりで

あります。なお、当連結会計年度において、売上高総額に占める売上高の割合が100分の10以上の販売先

がないため、記載を省略しております。 

 （注） 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

販売高（千円） 前年同期比（％） 

賃貸保証事業 4,822,882 178.5 

アセットマネジメント事業 6,659,553 203.0 

合計 11,482,435 191.9 

相手先 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

販売高（千円） 割合（％） 

リプラス・レジデンシャル投資法人 825,669 13.8 



３【対処すべき課題】 

  当企業集団におきましては、現在のところ各事業の業績は比較的順調に推移しております。しかし、まだその目

標とするところに対しては、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 

（賃貸保証事業） 

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、浸透率の向上を目指していきます。 

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、原状回復保証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、

原状回復保証商品の販売を推進していきます。 

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

の地域の賃貸借契約の商習慣上、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拠点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。 

（アセットマネジメント事業） 

１）REIT事業の外部成長を支えきる仕組みの構築 

 REIT事業にとっての競争力は、その外部成長を行う力に、まずは存在すると考えております。したがって、

その外部成長を支えるための仕組み作りを強化する必要があると考えております。 

Ａ：物件を継続的に取得するパートナーシップネットワークの構築 

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

きましたが、引き続き、この提携網の拡大・深掘りを推進していきます。平成17年11月に開始した収益物件

を継続取得するプライベートファンドであるリプラス・レジデンシャル・ウェアハウジングファンドの運用

も２年目に入ることになり、安定した成績が残せる状況になりました。 

Ｂ：都心部における再生・開発型プロジェクトの拡大  

  地場デヴェロッパーとの提携ではカバーできない東京都心部においては、当社自身がそのプロジェクトマ

ネジメント・コンストラクションマネジメントを行う再生・開発を外部投資家と共同で進めております。こ

のことにより、都心部における不動産価格の上昇の影響を受けにくい独自の物件確保を行っていきます。更

に、この開発型プロジェクトを東京都心部以外にも広げることで、賃貸住宅の開発に関わる様々なコストの

効率化を図り、継続的な物件取得を仕組み化することを推進していきます。平成18年11月に開始されたリプ

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、こういった再生・開発型のプロジェ

クトの推進を担います。 

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。 

３）エリア展開 

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２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を開始  

  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ないのが

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 

（賃貸保証事業） 

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、ターゲットタイプ別の営業チームを組成すると同時に、各営業エリアをまたがる

ナレッジの共有を更に強化していき、また、エリア間における人員の交流のレベルも引き上げていく方針であ

ります。 

２）申込み受付 

  一日当たりの審査申込みが増大し続けております。この申込みを安定的に処理すべく、人員の増大を図ると

同時に、FAX処理から入力といった一連の流れを自動化していく方針であります。また、当社独自に蓄積が開始

されているデータの更なる拡大を図り、審査精度をあげていく方針です。 

３）業務処理 

  契約件数が増大し続けることに伴い、業務処理が複雑性を増してきました。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。 

４）顧客管理 

  滞納家賃回収の効率化を図るためには、安定した質の高い遅延対応を行う必要があります。そのため、全国

に集金督促業務の拠点となるサテライトを設置することで管理エリアを細分化し、きめ細かく対応していくほ

か、コールセンターを活用した集金督促を強化していく方針であります。また、社内研修などを通じてマネジ

ャー層の育成にも注力し、組織の強化を図っていく方針であります。 

５）外部露出 

  賃貸住宅管理業界における存在感が生まれ始めております。当社のプレゼンスに統一感をもたせるために、

各種のPRや資料などの質・方向性を揃えていくと同時にプロモーション手法の多様化に取り組む方針でありま

す。特に管理会社向けの統一されたプロモーションを積極的に行うことにより、家賃回収のインフラたる位置

づけを積極的に訴求していく方針です。 

（アセットマネジメント事業） 

１）アクイジション 

 現在、当社に持ち込まれる不動産物件情報の数は、飛躍的に増大し始めております。一方、各エリアにおい

て濃淡の差はあれ、不動産価格の上昇が観察されます。また、当社向けに物件を建築するパートナーも増大し

始めました。 

 こういった環境の中、より安定して計画的に物件のファンド組み込みを行うためのデューデリジェンス能力

の更なる強化を行っていく方針であります。 

２）企画・コンストラクションマネジメント 

 遂行するプロジェクトの数が増え、また、取材申込みなども増え始めました。このような活動領域の拡大に

伴い、社内の各プロデューサーが効率的に動ける勤務環境整備やアシスタントの採用を増強していく方針であ

ります。また、保有物件の増大に伴うファシリティマネジメント部隊の拡充も積極的に行っていきます。 

３）ストラクチャードファイナンス 

 顧客たる機関投資家が増大し始めたのに伴い、レポーティングをはじめとする機関投資家に対する各種サー

ビスの拡充が必須となっております。また、ノンリコースローン調達額も増大し続けるのみならず、その手法

も広がり始めております。このような各種のストラクチャードファイナンスを実行していくためには、特にデ

ットファイナンスの枠組みを進化させると同時に、毎月の決済を担っていくラインの増加が求められていま

す。業務効率化と採用の両建てで処理能力の増強を図っていく方針であります。 

４）アセットマネジメント 

 AUMの増大は、そのキャッシュ・フローを管理する対象たる不動産資産の拡大を意味します。当社内部におけ

るアセットマネジャーの増員が順調に進んでいる中で、各PM（物件管理）会社と協働していくネットワークを

より強固なものにしていく方針であります。 



（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、新規採用のペースが加速しております。歴史の浅い会社のため、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成長を維持するためには不可欠です。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、四半期毎の社員個別の人事評価、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

に注力しております。また、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。 

（賃貸保証事業） 

 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。 

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 

３）内部統制のレベルを上げるために、監査役会の質の進化を図る 

４）関係当局の許認可等を前提とし、少額短期保険業者としての事業開始をにらみ、事業立ち上げ体制の強化を

図る 

ことを企図して、取締役会・監査役会の拡充を図っております。 



４【事業等のリスク】 

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

ようなものがあります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資判断上あるいは

当社の事業活動を理解するうえで重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観

点から記載しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合

の対応に努める所存でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容もあわ

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

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

連結会計年度末において当社が判断したものであります。 

<当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社のビジネスに重要な影響を与えます。不良債権処理や減損会計実施に伴う資産処分の

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

調な推移を見せています。これにより当社のアセットマネジメント事業にとっては、良好な外部環境が整ってい

ます。しかし、金利動向や経済状況によっては、不動産市況が低迷することも考えられ、その場合には、当社の

事業遂行に大きな影響を与える可能性があります。 

（2）アセットマネジメント事業としての特性 

 当企業集団では、不動産資産の再生を通じた投資資金の運用支援を行っております。当社は、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け取るほか、年間運用利益

に応じてインセンティブフィーを受け取っております。不動産ファンドは出資金の元本や収益を投資家に保証す

るものではなく、あくまでも自己責任原則が前提となっております。また、種々の案件については綿密な精査を

行い、収益性を勘案して取引を行っております。しかしながら、不動産市況の低迷や、競争環境の激化によりフ

ァンド運用成績が低迷した場合、当社が保証責任等を負うものではありませんが、当社のアセットマネジメント

業務に対する評価が下がるリスクがあり、その結果、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

（3）金利の動向 

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

響は少ないと考えておりますが、今後金利が想定外に上昇した場合には、資金調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。 

 不動産ファンド事業につきましては、ファンド収益が金利動向などの影響を受けるほか、他の金融商品・投資

商品との運用パフォーマンスやリスク特性等の比較において、相対的に魅力を低下させた場合には、ファンド組

成の計画に影響を受け、事業拡大を妨げる要因となり、当企業集団の業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

（4）競合について 

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

が強く、この分野へのビジネスチャンスは拡大していくものと想定されます。その結果、既存・新規のファンド

マネージャーによる不動産取得意欲が、その強さを増してきております。従来型の大手不動産会社は既に不動産

流動化による資金運用の機会を機関投資家に提供しはじめております。こういった大手不動産会社は、建築に対

する知見、ユーザーニーズに対する理解を持つため、不動産の再生事業を早いペースで行うことが想定されま

す。一方、不動産金融の技術があまり蓄積されていないと考えられ、旧財閥系の中での証券会社・信託銀行に頼

っている点が多い様子が見受けられます。結果として機関投資家から見て、コスト高になっているという指摘も

あります。従来型の資金運用支援事業を行っている会社においては、特に新興の不動産ファンド運用会社をはじ

めとする従来型の不動産金融スキルを持つ会社が不動産資産の再生にも進出することが想定されます。 

 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、当社は投資家のため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

としての当社も含む）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。当社の責任は、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社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）中華人民共和国内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、併せて中華人民共和国の北京及

び上海などの不動産開発を投資対象とした資金運用支援事業も行っており、当該事業が計画どおりに進捗しない

場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 中華人民共和国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、当社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（賃貸保証事業）> 

（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。 

 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）個人情報保護について 

 賃貸保証事業においては、多数の個人情報を扱っております。当社としては、個人情報へのアクセス権限の制

約など、内部の情報管理体制の徹底により個人情報の保護に注力しておりますが、不測の事態により、個人情報

が流出した場合には当社の業績に影響を与える可能性があります。 

<当社の事業体制について> 

（1）特定人物への依存について 

 当社の代表取締役社長である姜裕文は最高経営責任者として当社の経営方針や経営戦略・事業戦略、営業、資

金援助の策定等をはじめ、事業推進上重要な役割を果たしております。特にアセットマネジメント事業における

機関投資家との顧客リレーション及び賃貸保証事業における商品開発に関して非常に大きな役割を担っておりま

す。この事実を認識し当社では過度に同氏へ依存しないよう経営体制を整備し、経営リスクの軽減を図ることに

努めるとともに人材育成に努めております。しかし、現時点では同氏に対する依存度は高く同氏が何らかの理由

により業務を遂行できなくなった場合には、当社の業績及び今後の事業推進に重大な影響を与える可能性があり

ます。 

 なお、平成18年12月末現在、当社の発行済株式総数に占める同氏の議決権の所有割合は、35.2％となっており

ます。 

（2）組織体制について 

 当企業集団は、平成18年12月末現在での従業員数が賃貸保証事業387名、アセットマネジメント事業124名、経

営管理本部など48名、内部監査室４名の計563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。 

（3）人材の獲得について 

 当社は、賃貸保証事業及びアセットマネジメント事業を中心に展開しており、これらの事業に関する高度な知

識と組織力に基づく競争力のあるサービスを提供していくためには、優秀な人員確保及びその育成が不可欠とな

ります。当社ではこの認識のもとに優秀な人材の採用を継続して行っていく方針ですが、当社の求める人材が十

分に確保できない場合等においては、事業推進に影響が出る可能性があります。 

<経営成績の変動について> 

（1）経営成績の季節変動性について 

 賃貸住宅管理・仲介の業界全般において、１月から３月に、年間契約のおよそ４割程度が集中するため、当社

の賃貸保証事業における連帯保証料収入の収益もこの時期の比重が高くなる傾向にあります。過去の業績におい

ては、当社が設立後間もなく急成長の過程にあったため、当該季節変動の影響が直接売上の変動として数字上に

表れる状況にはありませんでした。なお、今後についても業績の伸長が継続する限りにおいては、当該状況が継

続するものと想定されます。 



（2）売上高及び売上原価の金額が変動する可能性について 

 当企業集団のアセットマネジメント事業を遂行する際、原則として機関投資家または機関投資家が所有する会

社等が不動産を取得し、当社はアセットマネージャーとしてサービスを提供することにより運用手数料・成功報

酬を得ております。しかし、依頼者の意向により、当企業集団自らが一旦不動産の所有権を取得する契約形態を

とることがあります。この場合、不動産仕入・販売取引の発生に伴う売買代金全額を仕入高及び売上高に両建計

上することから、アセットマネジメント事業における運用手数料・成功報酬による売上高及びそれに対応する売

上原価と比較して多額となります。このため、アセットマネジメント事業における当該契約の発生により、当企

業集団の売上高及び売上原価は大きく変動する可能性があります。ただし、基本的には当該不動産仕入・販売取

引自体は収益獲得を目的としていないため、売上総利益に与える影響は殆どありません。 

（3）社歴が浅いことについて 

 当社は平成14年９月に設立された社歴の浅い会社であります。現在まで、収益及び利益について成長を継続し

ておりますが、日本における不動産業界を取り巻く環境は流動的であり当社における経営計画の策定には不確定

事象が含まれざるを得ない状況です。また、当社は社歴が浅く財務数値をもって十分に期間比較することは困難

であり、過年度の財政状態及び経営成績からでは今後の当企業集団の業績を予測するには不十分な面がありま

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 

 賃貸保証事業においては、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など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18年12月末時点において、係争中のものが９件あり、訴訟金額は5,886千円です。 

（2）不動産賃貸人との間で起こりうる訴訟について 

 賃貸保証事業において、当社が保証を受託した原契約である賃貸借契約の対象不動産の使用などをめぐって、

賃貸人が賃借人に対し訴訟を提起することがあります。この場合、連帯保証人である当社も賃借人と同列の立場

において被告となる可能性があります。当該訴訟の内容及び結果によっては、当企業集団の業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

 なお、平成18年12月末時点において、係争中のものはありません。 

（3）その他の訴訟について 

 賃貸保証事業において、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18年12月末時点において、係争中のものが１件あり、訴訟金額は1,000千円であります。 

<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」等により、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）匿名組合出資に関する法的規制について 

 平成16年６月２日に「証券取引法等の一部を改正する法律（平成16年法律第97号）」が成立しております。こ

れにより平成16年12月1日から、匿名組合出資がみなし有価証券として取り扱われることになっております。 



 この改正により、当社が組成運用する不動産投資ファンドの投資スキームによっては、当社の事業の一部につ

いて証券取引法上の規制が加えられ、同法の要求する投資家保護のための手続きや情報開示が求められる可能性

があり、その結果、当社の事業が影響を受ける可能性があります。 

（3）不動産投資ファンドに関する法的規制について 

 複数の投資家による不動産への共同投資により得られた事業収益を投資家に分配する事業を行う場合には、不

動産特定共同事業法に基づく内閣総理大臣及び国土交通大臣の許可を受ける必要があります。当企業集団が組成

運用する不動産投資ファンドは実物不動産への投資ではなく、不動産信託受益権への投資を行うスキームを活用

しているため、現状では監督庁からの許可を受ける必要はありません。しかしながら、今後の法律・規制の改正

により、当該スキームにおいても許認可申請が必要とされる状況となった場合には、投資スキームや投資内容に

関する情報開示が求められる可能性があります。その結果、当企業集団の事業が影響を受ける可能性がありま

す。 

<ストックオプションの付与及び株式の希薄化について> 

 当社は、取締役、監査役、従業員及び社外の協力者の事業に対する貢献意欲及び経営への参画意識を高めるた

め、新株予約権を利用したストックオプション制度を採用しております。当該新株予約権は旧商法第280条ノ20

及び第280条ノ21の規定に基づいて平成15年７月31日、平成15年12月８日、平成16年６月30日及び平成16年11月

１日開催の臨時株主総会において決議されたものであります。 

 このストックオプションが行使されれば、当社の株式の価値は希薄化します。また、短期的に需給バランスが

崩れ、株価形成に影響を及ぼす可能性もあります。なお、平成17年12月19日以降、ストックオプションの行使が

開始されております。 

<配当政策について> 

 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のために

必要な内部留保資金を確保しつつ、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。

 これからしばらくの期間については、既存事業領域は当然のこと、更にその周辺領域においても魅力的な事業

機会が存在する、または新たに発見できると考えております。したがいまして、更なる成長へ向け事業投資を行

うことを優先していく方針であります。 

５【経営上の重要な契約等】 

<保証機関型信用保険包括契約> 

 当社は、平成15年６月１日付で、富士火災海上保険株式会社との間で、保証機関型信用保険契約（以下、「信用

保険契約」という。）を締結いたしました。なお、一部条項を改訂し、平成16年６月１日に契約更新を行っており

ます。 

 信用保険契約は、当社の滞納家賃保証事業において発生する代位弁済に対して掛けられる保険となります。当社

より、富士火災海上保険株式会社に対して保険掛金を支払います。そのうえで、当社において代位弁済額が回収不

能として確定した段階で、その回収不能額の50％に相当する額が、富士火災海上保険株式会社より当社に対して支

払われます。平成16年６月１日の契約更新により、保険の対象は保証契約締結後１年以内のものに限定するものと

しております。なお、この契約は１年毎の更新が行われることになっており、当社あるいは富士火災海上保険株式

会社のいずれかの申し入れにより解約が可能となっております。 

<スポンサーサポート契約> 

 当社、リプラス・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」という。）及びリプラス・リート・マネジメン

ト株式会社（以下「運用会社」という。）は、当社が本投資法人に対して不動産の情報を提供すること等に関し、

平成17年12月９日、スポンサーサポート契約を締結いたしました。 

 本契約は、①当社が提供する不動産（不動産を裏付け資産とする不動産信託の受益権及び匿名組合出資持分を含

むが、これらに限られない。）に関する情報を、運用会社が最大限利用し、本投資法人の投資方針及び投資基準に

合致する物件を当社から取得することにより、また、②当社による運用会社の人材確保に関する協力を通じ、運用

会社が当社の不動産運営管理のノウハウを承継し発展することにより、本投資法人の継続的かつ安定的な成長を図

ることを目的としております。  

６【研究開発活動】 

該当事項はありません。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

 当企業集団の第５期（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日まで）における財政状態、経営成績及びキ

ャッシュ・フローの分析は、以下のとおりであります。また、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度

末において当社が判断したものであります。 

（1）財政状態 

 当連結会計年度末におきましては、賃貸保証事業及びアセットマネジメント事業ともに順調に推移し、賃貸保証

事業は新規獲得件数が大幅に増加し、アセットマネジメント事業ではAUM（管理下資産）が大幅に増加しておりま

す。この結果、当連結会計年度末における資産合計は69,211,448千円となり、前連結会計年度末と比べ57,098,543

千円増加いたしました。 

 流動資産につきましては、38,862,190千円となり、前連結会計年度末と比べ33,233,970千円増加いたしました。

これは主に、連結子会社であるRCA01（特定目的会社：SPC）が同社にて所有が決定している中国北京経済中心地域

の複合ビル竣工に伴い生じる支払いに充当する目的の現金及び預金30,353,496千円など、並びに賃貸保証事業の拡

大に起因する立替金、更にアセットマネジメント事業の収益増加などによる売掛金などであります。 

 固定資産につきましては、30,345,692千円となり、前連結会計年度末と比べ23,863,635千円増加いたしました。

これは主に、連結子会社であるRCA01（特定目的会社：SPC）による中国北京の経済中心地域の複合ビル建設におけ

る建設仮勘定及び連結子会社であるSPCが所有する土地、並びにその他の関係会社有価証券などであります。 

 負債合計は、60,941,574千円となり、前連結会計年度末と比べ56,337,168千円増加いたしました。これは主に、

事業規模拡大による収益の増加に伴う未払法人税等、運転資金としての短期借入金（１年以内返済予定長期借入金

を含む）、コマーシャルペーパー、連結子会社のSPCが当社以外から受けている匿名組合出資として匿名組合預り

金、賃貸保証事業における不動産賃借人から振込まれた家賃預りなどによる預り金などであります。 

 純資産合計は8,269,873千円となり、前連結会計年度末に比べ881,819千円増加いたしました。これは主に、

1,103,921千円の当期純利益の計上により利益剰余金が1,093,178千円増加したことなどによるためであります。 

（2）経営成績 

  当連結会計年度における売上高は11,482,435千円となり前連結会計年度と比べ5,499,515千円増加し、売上総利

益は8,974,387千円となり前連結会計年度と比べ4,430,617千円増加いたしました。販売費及び一般管理費は

6,185,689千円となり前連結会計年度と比べ3,244,126千円増加いたしました。このため、営業利益は2,788,698千

円となり前連結会計年度と比べ1,186,490千円増加し、経常利益は2,580,840千円となり前連結会計年度と比べ

1,132,961千円増加いたしました。これらの結果、当期純利益は1,103,921千円となり前連結会計年度と比べ

426,220千円増加いたしました。 

（売上高） 

 賃貸保証事業の売上高は4,822,882千円となり、前連結会計年度と比べ2,120,395千円増加いたしました。 

 これは、大手賃貸住宅管理会社との提携が進み、囲い込み対象となる住宅の総数が増え、結果として大幅に新

規獲得契約件数が増加したためであります。売上高は拡大傾向にあり、今後もこの状況は継続するものと考えて

おります。更なる売上拡大のため、賃貸住宅管理会社との提携、人員拡充、支店の新設を計画しております。   

 アセットマネジメント事業の売上高は6,659,553千円となり、前連結会計年度と比べ3,379,119千円増加いたし

ました。資金運用受託額が大幅に増加し、当連結会計年度末においてAUM（管理下資産）を約1,030億円積み増

し、総額で約1,950億円に達したことから、物件取得時のセットアップフィーが新規に獲得されたことに加え、ス

トック型のアセットマネジメントフィーの基盤も拡大したためであります。今後は、優良な物件数を増やすとと

もに、当社に資金運用を委託する優良な投資家を獲得することにより、収益の拡大を図ってまいります。 

（売上原価・売上総利益） 

 当連結会計年度の売上原価は2,508,047千円となり、前連結会計年度と比べ1,068,898千円増加いたしました。 

 当連結会計年度の賃貸保証事業の原価は1,064,079千円となり前連結会計年度に比べ538,589千円増加いたしま

した。今後は、契約件数の増加により保険料・保証履行引当金繰入額の増加が想定されます。  

 当連結会計年度のアセットマネジメント事業の売上原価は1,443,968千円となり、前連結会計年度と比べ

530,309千円増加いたしました。 



（販売費及び一般管理費） 

 当連結会計年度の販売費及び一般管理費は6,185,689千円となり、前連結会計年度と比べ3,244,126千円増加い

たしました。これは主に事業規模拡大に伴うものなどであります。 

（営業外損益・特別損益） 

 当連結会計年度は、営業外収益は122,899千円となり前連結会計年度と比べ109,802千円増加し、営業外費用は

330,758千円となり前連結会計年度と比べ163,331千円増加いたしました。営業外収益の主な内訳は受取利息であ

り、営業外費用の主な内訳は支払利息、支払手数料、コマーシャルペーパー利息であります。 

 また、特別損失は231,726千円となり前連結会計年度と比べ175,217千円増加いたしました。これは本社移転に

伴うものであります。 

  この結果、経常利益は2,580,840千円となり前連結会計年度と比べ1,132,961千円増加し、当期純利益は1,103,921

千円となり前連結会計年度と比べ426,220千円増加いたしました。 

（3）キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの概況については、「１ 業績等の概況 (2)キャッシュ・フロー」

に記載のとおりであります。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度において実施いたしました設備投資額は、総額2,544,269千円であります。その主なものは、当社

に関するものにつきましては、賃貸保証事業及びアセットマネジメント事業を支える情報基盤を整備するため、それ

ぞれ25,916千円、53,900千円、人員増加による本社移転に伴う工事のため174,423千円であります。連結子会社に関す

るものにつきましては、中国北京の経済中心地域の複合ビル建設のため、RCA01（特定目的会社：SPC）において

2,234,687千円、建物建設のため匿名組合MASUKAGAMIにおいて6,300千円であります。 

 なお、本社移転に伴う敷金保証金は654,912千円であります。 

２【主要な設備の状況】 

 平成18年12月31日現在における当企業集団の各事業所の設備、投下資本並びに従業員の配置状況は、次のとおりであ

ります。 

（1）提出会社 

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別セグメン
トの名称 

設備の内容 
帳簿価額（千円） 

従業員数
(人) 

建物 器具備品 合計 

本社 

(東京都港区) 

本社機能、賃貸保証事

業及びアセットマネジ

メント事業 

内装・設備及

びオフィス備

品他 

166,167 3,465 169,632 
355 

(39) 

札幌支店 

(札幌市中央区) 
賃貸保証事業 

内装・設備及

びオフィス備

品他 

1,176 627 1,803 
22 

(－) 

仙台支店 

(仙台市青葉区) 
賃貸保証事業 

内装・設備及

びオフィス備

品他 

206 754 960 
18 

(2) 

静岡支店 

(静岡市葵区) 
賃貸保証事業 － － － － 

6 

(－) 

名古屋支店 

(名古屋市中村区) 
賃貸保証事業 

内装・設備及

びオフィス備

品他 

2,027 445 2,473 
25 

(2) 

大阪支店 

(大阪市北区) 
賃貸保証事業 

内装・設備及

びオフィス備

品他 

2,492 371 2,864 
31 

(3) 

岡山支店 

(岡山市) 
賃貸保証事業 

オフィス備品

他 
－ 230 230 

4 

(－) 

広島支店 

(広島市中区) 
賃貸保証事業 内装・設備 359 － 359 

5 

(－) 

 高松支店 

 （高松市） 
賃貸保証事業 － － － － 

2 

(－) 

松山支店 

(松山市) 
賃貸保証事業 

オフィス備品

他 
－ 229 229 

5 

(－) 

北九州支店 

(北九州市小倉北区) 
賃貸保証事業 

オフィス備品

他 
－ 283 283 

5 

(－) 

福岡支店 

(福岡市博多区) 
賃貸保証事業 

オフィス備品

他 
－ 848 848 

12 

(－) 

 熊本支店 

 （熊本市） 
賃貸保証事業 － － － － 

2 

(－) 

 沖縄支店 

 （那覇市） 
賃貸保証事業 

オフィス備品

他 
－ 527 527 

2 

(－) 

howffice 

 （東京都港区） 

アセットマネジメント

事業 
内装・設備 40,177 － 40,177 

－ 

(－) 



 （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、嘱託を含んで

おります。）であり、臨時雇用者数（人材派遣会社からの派遣社員及びアルバイトを含んでおります。）

は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

３．リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。 

（2）国内子会社 

 （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２．従業員数は就業人員（当社からの出向者を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（人材派遣会社からの

派遣社員及びアルバイトを含んでおります。）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

（3）在外子会社 

 （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２．従業員数は就業人員（当社からの出向者を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（人材派遣会社からの

派遣社員及びアルバイトを含んでおります。）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

  平成18年12月31日現在

名称 設備の内容 リース期間 年間リース料 リース契約残高 

ソフトウェア 

業務支援システム一式 

（所有権移転外ファイナ

ンス・リース） 

    ５年 50,484千円 367,911千円 

器具備品 

事務機器など  

（所有権移転外ファイナ

ンス・リース）  

５～６年 51,529千円 178,184千円 

器具備品 

オフィス備品など 

（所有権移転外ファイナ

ンス・リース） 

５～６年 17,699千円 93,976千円 

ソフトウェア 

汎用ソフトウェア一式 

（所有権移転外ファイナ

ンス・リース）  

  ５年 13,974千円 52,799千円 

  平成18年12月31日現在

会社名 
（所在地） 

事業の種類別セ
グメントの名称 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数 
（人） 

建物 器具備品 
土地 
(面積㎡) 

建設仮勘定 合計 

リプラス・リート・マネジメント

株式会社 

(東京都港区) 

アセットマネジ

メント事業 
内装・設備 7,046 － 

－ 

(－) 
－ 7,046 

20 

(1) 

匿名組合MASUKAGAMI 

(東京都千代田区) 

アセットマネジ

メント事業 
開発不動産 － － 

2,463,906

(235.05) 
6,300 2,470,206 

－ 

(－) 

  平成18年12月31日現在

会社名 
（所在地） 

事業の種類別セ
グメントの名称 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数 
（人） 

建物 器具備品 
土地 
(面積㎡) 

建設仮勘定 合計 

RCA01 

(ケイマン諸島） 

アセットマネジ

メント事業 
開発不動産 － － 

－ 

(－) 
17,730,216 17,730,216 

－ 

(－) 



３【設備の新設、除却等の計画】 

（1）重要な設備の新設 

  平成18年12月31日現在における主な設備の新設計画は、賃貸保証事業、アセットマネジメント事業及び本社機能

における基幹システムの構築であり、次のとおりであります。 

 なお、下記投資予定金額は一連の基幹システムの構築における要件定義にかかる費用であります。 

（2）重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 

社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容 

投資予定金額 
資金調達 
方法 

着手及び完了予定年月 
完成後の
増加能力 総額 

（千円） 
既支払額 
（千円） 

着手 完了 

提出会社  
本社 

（東京都港区） 
賃貸保証事業 

基幹システム

の構築 
178,000 － 

自己資金及

び借入金 

平成19年 

２月  

平成19年 

 ５月 
－ 

提出会社  
本社 

（東京都港区） 

アセットマネジ

メント事業 

基幹システム

の構築 
63,000 － 

自己資金及

び借入金 

平成19年 

２月  

平成19年 

 ４月 
－ 

提出会社  
本社 

（東京都港区） 
本社機能 

基幹システム

の構築 
21,540 － 

自己資金及

び借入金 

平成19年 

２月  

平成19年 

 ４月 
－ 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注） 「提出日現在発行数」欄には、平成19年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。  

（2）【新株予約権等の状況】 

①旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権に関する事項は次のとおりであります。

（平成15年７月31日臨時株主総会決議に基づく新株予約権の付与） 

（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した株式数を控除しており

ます。 

２．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とす

る。 

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上げ

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 1,118,568 

計 1,118,568 

種類 
事業年度末現在発行数

（株） 
（平成18年12月31日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成19年３月30日）

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 289,038 290,397 
東京証券取引所 

（マザーズ） 
－ 

計 289,038 290,397 － － 

区分 
事業年度末現在 

（平成18年12月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年２月28日） 

新株予約権の数（個） 388 (注)１ 354 (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,492 (注)１ 3,186 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 556 (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年８月１日 

至 平成25年７月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     556 

資本組入額    278 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要するも

のとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権交付に関する事項 － － 

調整後 
行使価額 

＝ 
既発行株式数× 調整前行使価額＋新規発行または処分株式数×

１株当たり払込金額または処分
価額 

既発行株式数＋新規発行株式数または処分株式数 



る。 

更に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。 

３．平成17年11月18日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月20日付をもって平成17年12月31日（土曜

日）（ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日（金曜日））最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式を、１株につき３株に分割いたしました。このた

め、平成18年２月21日以降の払込金、発行価格及び資本組入額がそれぞれ調整されております。 

４．新株予約権の行使の条件は次のとおりである。 

①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続

により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 

②新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時にお

いても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、店頭登録

あるいは上場後に、任期満了による退任または定年退職した場合及び特に取締役会が認めた場合はこの限り

ではない。 

③新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間で

コンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使に先

立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものとする。

④新株予約権の割当を受けた者は、以下の区分に従って、権利の一部または全部を行使することができる。 

（イ）権利行使時において当社及び当社子会社の取締役の地位にある者 

店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から、全ての新株予約権を行使することがで

きる。 

（ロ）権利行使時において当社の従業員の地位にある者 

イ．店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から１年以内の期間において割当を受けた新

株予約権の数の最大30％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以内について権利を行使すること

ができる。 

ロ．店頭登録あるいは上場の日より２年を経過した日の翌日から１年以内の期間において既に行使済みの

数を含めて割当を受けた新株予約権の数の最大60％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以内に

ついて権利を行使することができる。 

ハ．店頭登録あるいは上場の日より３年を経過した日の翌日以降は、未行使の新株予約権について権利を

行使することができる。 

ニ．上記の区分に関わらず定年退職を迎える者については、次のとおりとする。 

ａ.定年退職日までは上記区分に準ずる。 

ｂ.定年退職日の翌日以降については、店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から、未

行使の新株予約権を全て行使することができる。 

  なお、別途細則に新株予約権の行使について定めのある場合は、この限りではない。 

⑤新株予約権行使日の前日の店頭または証券取引所における当社普通株式の終値が１株当たり払込金額の1.5

倍以上であることを要する。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率



（平成15年12月８日臨時株主総会決議に基づく新株予約権の付与） 

（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した株式数を控除しており

ます。 

２．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とす

る。 

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上げ

る。 

更に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。 

３．平成17年11月18日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月20日付をもって平成17年12月31日（土曜

日）（ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日（金曜日））最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式を、１株につき３株に分割いたしました。このた

め、平成18年２月21日以降の払込金、発行価格及び資本組入額がそれぞれ調整されております。 

４．新株予約権の行使の条件は次のとおりである。 

①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続

により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 

②新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役・監査役または従業員であった者は、新株予約権

行使時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただ

し、店頭登録あるいは上場後に、任期満了による退任または定年退職した場合及び特に取締役会が認めた場

合はこの限りではない。 

③新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間で

コンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使に先

立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものとする。

④新株予約権の割当を受けた者は、以下の区分に従って、権利の一部または全部を行使することができる。 

区分 
事業年度末現在 

（平成18年12月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年２月28日） 

新株予約権の数（個） 438 (注)１ 311 (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,942 (注)１ 2,799 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 556 (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年12月９日 

至 平成25年12月８日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     556 

資本組入額     278 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要するも

のとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

調整後 
行使価額 

＝ 
既発行株式数× 調整前行使価額＋新規発行または処分株式数×

１株当たり払込金額または処分
価額 

既発行株式数＋新規発行株式数または処分株式数 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率



（イ）権利行使時において当社または当社子会社の取締役・監査役の地位にある者 

店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から、全ての新株予約権を行使することがで

きる。 

（ロ）権利行使時において当社の従業員の地位にある者 

イ．店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から１年以内の期間において割当を受けた新

株予約権の数の最大30％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以内について権利を行使すること

ができる。 

ロ．店頭登録あるいは上場の日より２年を経過した日の翌日から１年以内の期間において既に行使済みの

数を含めて割当を受けた新株予約権の数の最大60％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以内に

ついて権利を行使することができる。 

ハ．店頭登録あるいは上場の日より３年を経過した日の翌日以降は、未行使の新株予約権について権利を

行使することができる。 

ニ．上記の区分に関わらず定年退職を迎える者については、次のとおりとする。 

ａ.定年退職日までは上記区分に準ずる。 

ｂ.定年退職日の翌日以降については、店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から、未

行使の新株予約権を全て行使することができる。 

なお、別途細則に新株予約権の行使について定めのある場合は、この限りではない。 

⑤新株予約権行使日の前日の店頭または証券取引所における当社普通株式の終値が１株当たり払込金額の1.5

倍以上であることを要する。 

（平成16年６月30日臨時株主総会決議に基づく新株予約権の付与） 

（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した株式数を控除しており

ます。 

２．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とす

る。 

区分 
事業年度末現在 

（平成18年12月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年２月28日） 

新株予約権の数（個） 115 (注)１ 115 (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,035 (注)１ 1,035 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 600(注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年７月１日 

至 平成26年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      600 

資本組入額    300 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要するも

のとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

調整後 
行使価額 

＝ 
既発行株式数× 調整前行使価額＋新規発行または処分株式数×

１株当たり払込金額または処分
価額 

既発行株式数＋新規発行株式数または処分株式数 



また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上げ

る。 

更に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。 

３．平成17年11月18日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月20日付をもって平成17年12月31日（土曜

日）（ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日（金曜日））最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式を、１株につき３株に分割いたしました。このた

め、平成18年２月21日以降の払込金、発行価格及び資本組入額がそれぞれ調整されております。 

４．新株予約権の行使の条件は次のとおりである。 

①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続

により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 

②新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役・監査役または従業員であった者は、新株予約権

行使時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただ

し、店頭登録あるいは上場後に、任期満了による退任または定年退職した場合及び特に取締役会が認めた場

合はこの限りではない。 

③新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間で

コンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使に先

立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものとする。

④新株予約権の割当を受けた者は、以下の区分に従って、権利の一部または全部を行使することができる。 

（イ）権利行使時において当社または当社子会社の取締役・監査役の地位にある者 

店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から、全ての新株予約権を行使することがで

きる。 

（ロ）権利行使時において当社の従業員の地位にある者 

イ．店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から１年以内の期間において割当を受けた新

株予約権の数の最大30％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以内について権利を行使すること

ができる。 

ロ．店頭登録あるいは上場の日より２年を経過した日の翌日から１年以内の期間において既に行使済みの

数を含めて割当を受けた新株予約権の数の最大60％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以内に

ついて権利を行使することができる。 

ハ．店頭登録あるいは上場の日より３年を経過した日の翌日以降は、未行使の新株予約権について権利を

行使することができる。 

ニ．上記の区分に関わらず定年退職を迎える者については、次のとおりとする。 

ａ.定年退職日までは上記区分に準ずる。 

ｂ.定年退職日の翌日以降については、店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から、未

行使の新株予約権を全て行使することができる。 

 なお、別途細則に新株予約権の行使について定めのある場合は、この限りではない。 

⑤新株予約権行使日の前日の店頭または証券取引所における当社普通株式の終値が１株当たり払込金額の1.5

倍以上であることを要する。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率



(平成16年11月1日臨時株主総会決議に基づく新株予約権の付与) 

（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した株式数を控除しており

ます。 

２．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とす

る。 

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上げ

る。 

更に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。 

３．平成17年11月18日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月20日付をもって平成17年12月31日（土曜

日）（ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日（金曜日））最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式を、１株につき３株に分割いたしました。このた

め、平成18年２月21日以降の払込金、発行価格及び資本組入額がそれぞれ調整されております。 

４．新株予約権の行使の条件は次のとおりである。 

①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続

により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 

②新株予約権発行時において当社または当社子会社の従業員であった者（入社予定者を含む。）は、新株予約

権行使時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の取締役・監査役または従業員であることを要

する。ただし、店頭登録あるいは上場後に、任期満了による退任または定年退職した場合及び特に取締役会

が認めた場合はこの限りではない。 

③新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間で

コンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使に先

立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものとする。

④新株予約権の割当を受けた者のうち、権利行使時において以下の（イ）または（ロ）に該当する者は、各区

分に従って、権利の一部または全部を行使することができる。 

区分 
事業年度末現在 

（平成18年12月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年２月28日） 

新株予約権の数（個） 41 (注)１ 41 (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 369 (注)１ 369 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 806 (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年11月２日 

至 平成26年11月１日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     806 

資本組入額    403 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要するも

のとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

調整後 

行使価額 
＝ 

既発行株式数× 調整前行使価額＋新規発行または処分株式数×
１株当たり払込金額または処分

価額 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数または処分株式数 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率



（イ）権利行使時において当社、当社子会社または当社の関係会社の取締役・監査役の地位にある者 

店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から、全ての新株予約権を行使することがで

きる。 

（ロ）権利行使時において当社、当社子会社または当社の関係会社の従業員の地位にある者 

イ．店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から１年以内の期間において割当を受けた新

株予約権の数の最大30％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以内について権利を行使すること

ができる。 

ロ．店頭登録あるいは上場の日より２年を経過した日の翌日から１年以内の期間において既に行使済みの

数を含めて割当を受けた新株予約権の数の最大60％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以内に

ついて権利を行使することができる。 

ハ．店頭登録あるいは上場の日より３年を経過した日の翌日以降は、未行使の新株予約権について権利を

行使することができる。 

ニ．上記の区分に関わらず定年退職を迎える者については、次のとおりとする。 

ａ.定年退職日までは上記区分に準ずる。 

ｂ.定年退職日の翌日以降については、店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から、未

行使の新株予約権を全て行使することができる。 

 なお、別途細則に新株予約権の行使について定めのある場合は、この限りではない。 

⑤新株予約権行使日の前日の店頭または証券取引所における当社普通株式の終値が１株当たり払込金額の1.5

倍以上であることを要する。 



②会社法に基づき発行した新株予約権に関する事項は、次のとおりであります。 

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）(平成18年12月11日取締役会決議) 

（注）１．本新株予約権付社債の残高を発行価格で除して得られた最大整数で表示しております。 

区分 
事業年度末現在 

（平成18年12月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年２月28日） 

新株予約権の数（個） 20 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 5,922 (注)１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 337,700 (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年12月27日 

至 平成22年12月23日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  337,700(注)２

資本組入額 168,850(注)３
同左 

新株予約権の行使の条件 
各本新株予約権の一部行使

はできない。 
同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本新株予約権付社債は会社

法第254条第２項本文及び第

３項本文の定めにより本社

債又は本新株予約権のうち

一方のみを譲渡することは

できない。 

同左 

新株予約権付社債の残高（千円）  2,000,000 同左 

代用払込みに関する事項 

本新株予約権の行使に際し

て出資される財産は、当該

本新株予約権に係る本社債

とし、当該本社債の価額は

その払込金額と同額とす

る。 

同左 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

当社は、本新株予約権付社

債の発行後、当社が消滅会

社となる合併又は当社が完

全子会社となる株式交換も

しくは株式移転（以下「組

織再編行為」という。）に

つき当社の株主総会で承認

決議した場合、当該組織再

編行為の効力発生日以前

に、残存する本社債の全部

（一部は不可）を額面100円

につき金100円で繰上償還す

る。 

同左 



２．①本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる１株当たりの額（以下

「転換価額」という。）の修正 

 平成20年６月、同年12月、平成21年６月、同年12月、平成22年６月及び同年12月の各20日（以下、それぞ

れを「決定日」という。）の翌取引日以降、決定日まで（当日を含む。）の５連続取引日（ただし、終値の

ない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの５連続取引日とする。以下

「時価算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平

均値の95％に相当する金額（100円未満を切り捨てる。以下「決定日価額」という。）が当該決定日時点に

おける転換価額を下回る場合、転換価額は決定日価額に修正され、当該修正された転換価額は、当該決定日

の翌取引日から適用される。なお、時価算定期間内に、下記②の転換価額の調整事由が生じた場合には、修

正後の転換価額は、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る。た

だし、かかる算出の結果、決定日価額が236,390円（ただし、下記②による調整を受ける。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する。 

②転換価額の調整  

 当社は、本新株予約権付社債の発行後、時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（た

だし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約

権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券もしくは権利の転換、交換もしくは行使によ

る場合を除く。）には、次に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整す

る。 

 また、転換価額は、当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合、時価を下回る対

価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合、時価を下回る対価をもって当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権その他の証券もしくは権利を発行する場合などにも適宜調整される。 

 なお、転換価額調整式において「既発行普通株式数」は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準

日が定められている場合はその日、また、当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用

する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を

控除し、当該転換価額の調整前に、「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されてい

ない当社普通株式の株式数を加えるものとする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、転換

価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社

普通株式数を含まないものとする。 

 また、転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただし、株主に割当てを受け

る権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役

会その他当社の機関の承認を条件としているときには基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式

会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）と

する。 

３．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金本新株予約権の行使に

より株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第40条の定めるところに従って算出された資

本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げ

るものとする。 

（3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

調整後 

転換価額 
＝ 
調整前  

転換価額 
×

既発行普通株式数 ＋
交付普通株式数 × １株当たりの払込金額 

時価 

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 



（4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（注）１．設立 

発行価格 50,000円、資本組入額 50,000円 

２．有償第三者割当 

発行価格 50,000円、資本組入額 50,000円 

割当先は、株式会社ドリームインキュベータであります。 

３. 有償第三者割当 

発行価格 50,000円、資本組入額 50,000円 

割当先は、姜 裕文（現 当社代表取締役社長）（860株）、谷家 衛（前 当社取締役）（340株）、菊本 

淳子（前 当社専務取締役）（200株）、柘植 さやか（現 当社取締役）（10株）であります。 

４．有償第三者割当 

発行価格 50,000円、資本組入額 50,000円 

割当先は、姜 裕文（現 当社代表取締役社長）（140株）、菊本 淳子（前 当社専務取締役）（60株）であ

ります。 

５. 株式分割 

平成15年６月27日開催の取締役会決議に基づき、平成15年６月30日現在の株主名簿に記載された株主に対

し、平成15年７月１日付をもって普通株式１株を10株に分割しております。 

６．有償第三者割当 

発行価格 5,000円、資本組入額 5,000円 

割当先は、姜 裕文（現 当社代表取締役社長）（2,000株）であります。 

年月日 
発行済株式総
数増減数
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成14年９月３日 

（注）１ 
410 410 20,500 20,500 － － 

平成14年11月６日 

（注）２ 
180 590 9,000 29,500 － － 

平成15年２月５日 

（注）３ 
1,410 2,000 70,500 100,000 － － 

平成15年６月24日 

（注）４ 
200 2,200 10,000 110,000 － － 

平成15年７月１日 

（注）５ 
19,800 22,000 － 110,000 － － 

平成15年12月18日 

（注）６ 
2,000 24,000 10,000 120,000 － － 

平成16年８月12日 

（注）７ 
1,300 25,300 7,020 127,020 － － 

平成16年12月16日 

（注）８ 
2,800 28,100 226,100 353,120 317,800 317,800 

平成17年５月20日 

（注）９ 
56,200 84,300 － 353,120 － 317,800 

平成17年12月６日 

（注）10 
6,000 90,300 2,495,208 2,848,328 2,495,202 2,813,002 

平成17年12月19日 

（注）11 
1,398 91,698 1,165 2,849,493 1,164 2,814,166 

平成17年12月22日 

（注）12 
1,000 92,698 415,868 3,265,361 415,867 3,230,033 

 平成18年２月20日 

（注）13  
185,396 278,094 － 3,265,361 － 3,230,033 

 平成18年１月１日～ 

 平成18年12月31日 

（注）14 

10,944 289,038 3,323 3,268,685 3,323 3,233,356 



７．有償第三者割当 

発行価格 5,400円、資本組入額 5,400円 

割当先は、三菱証券株式会社（現 三菱UFJ証券株式会社）（200株）、株式会社UFJ銀行（現 株式会社三菱東

京UFJ銀行）（200株）、株式会社三井住友銀行（200株）、株式会社新生銀行（200株）、松原 祐二（100

株）、後藤 康治郎（現 当社取締役）（100株）、工藤 博樹（100株）、宮崎 美恵（100株）、村山 明

寛（現 当社取締役）（100株）であります。 

８．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行価格       194,250円 

資本組入額      80,750円 

払込金総額    543,900千円 

  ９. 株式分割 

平成17年２月14日開催の取締役会決議に基づき、平成17年３月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載

または記録された株主の所有株式数を、平成17年５月20日付をもって１株につき３株に分割しております。 

  10. 有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行価格       881,730円 

発行価額       831,735円 

資本組入額     415,868円 

払込金総額  4,990,410千円 

  11. 新株予約権の行使による増加であります。 

  12. 有償第三者割当 

発行価格 831,735円、資本組入額 415,868円 

割当先は、三菱UFJ証券株式会社（1,000株）であります。 

  13. 株式分割 

平成17年11月18日開催の取締役会決議に基づき、平成18年２月20日をもって平成17年12月31日（土曜日）[た

だし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日（金曜日）]最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、１株につき３株に分割いたしました。 

  14. 新株予約権の行使による増加であります。 

  15. 平成19年１月１日から平成19年２月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,359株、

資本金が377千円、資本準備金が377千円増加しております。 

（5）【所有者別状況】 

  平成18年12月31日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況 
政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法

人 

外国法人等 

個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 16 21 44 45 － 4,674 4,800 － 

所有株式数

（株） 
－ 28,998 2,650 18,513 28,940 － 209,937 289,038 － 

所有株式数の

割合（％） 
－ 10.03 0.92 6.41 10.01 － 72.63 100.00 － 



（6）【大株主の状況】 

（注） 前事業年度末現在主要株主であった谷家 衛氏は、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。 

（7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  平成18年12月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

姜 裕文 東京都港区虎ノ門４-１-28 

株式会社リプラス内 

101,700 35.2 

菊本 淳子 東京都港区虎ノ門４-１-28 

株式会社リプラス内 

44,800 15.5 

谷家 衛 東京都港区 26,900 9.3 

有限会社YNKホールディングス 東京都港区白金４-10-18-303 18,000 6.2 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信

託口） 

東京都港区浜町２-11-３ 10,226 3.5 

ビーエヌピーパリバセキュリティーズサービ

スロンドンジャスデックユーケーレジィデン

ツ（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

東京都中央区日本橋３-11-１ 10,000 3.5 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口） 

東京都中央区晴海１-８-11 7,251 2.5 

モルガンスタンレーアンドカンパニーイン

ク （常任代理人 モルガン・スタンレー証

券株式会社） 

東京都渋谷区恵比寿４-20-３ 

恵比寿ガーデンプレイスタワー 

6,023 2.1 

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町２-２-２ 2,362 0.8 

ザ・バンクオブニューヨークノントリーティ

ージャスデックアカウント（常任代理人 株

式会社三菱東京UFJ銀行） 

東京都千代田区丸の内２-７-１ 

カストディ業務部 

2,269 0.8 

計 － 229,531 79.4 

  平成18年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

289,038    
289,038 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 289,038 － － 

総株主の議決権 － 289,038 － 



②【自己株式等】 

（8）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規

定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。 

（注）平成19年２月28日現在、付与対象者の人数は、取締役１名の退任、従業員１名の行使完了、従業員７名の退職、 

社外協力者２名の行使完了、社外協力者１名の資格喪失により、従業員30名となっております。 

（注）平成19年２月28日現在、付与対象者の人数は、監査役１名の行使完了、従業員13名の退職、社外協力者（当社取

締役に就任）１名の行使完了により、監査役１名、従業員28名となっております。 

  平成18年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

決議年月日 平成15年７月31日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役  1名 

当社従業員 38名 

社外協力者  3名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上 

決議年月日 平成15年12月８日 

付与対象者の区分及び人数 

当社監査役  2名 

当社従業員 41名 

社外協力者  1名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上 



（注）平成19年２月28日現在、付与対象者の人数は、取締役１名の行使完了、従業員６名の退職により、従業員28名と

なっております。 

（注）平成19年２月28日現在、付与対象者の人数は、従業員８名の退職、付与時当社入社予定者５名の入社及び社外協

力者４名の行使完了により、従業員33名となっております。 

決議年月日 平成16年６月30日 

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役  1名 

当社の従業員 34名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上 

決議年月日 平成16年11月１日 

付与対象者の区分及び人数 

当社従業員   36名 

当社入社予定者  5名 

社外協力者    4名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】  該当事項はありません。 

（1）【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

（2）【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

（3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

（4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

該当事項はありません。 

３【配当政策】 

 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のために必要

な内部留保資金を確保しつつ、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。 

 これからしばらくの期間については、既存事業領域は当然のこと、更にその周辺領域においても魅力的な事業機会

が存在する、または新たに発見できると考えております。したがいまして、更なる成長へ向け事業投資を行うことを

優先していく方針であります。 

 当社は、「取締役会の決議によって、毎年６月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権

者に対し、会社法第454条第５項に定める金銭による剰余金の配当（中間配当）をすることができる。」旨を定款に

定めております。  

 なお、会社法施行により配当に関する回数制限の撤廃等が行われましたが、配当に関する定款の定め、四半期配当

の実施等に関しては、特段の変更を予定しておりません。 

４【株価の推移】 

（1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

平成16年12月17日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項

はありません。 

２．第４期欄の※印は、平成17年５月20日付株式分割による権利落後の株価であります。  

３．第４期欄の□印は、平成18年２月20日付株式分割による権利落後の株価であります。  

（2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 

決算年月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 

最高（円） － － 1,170,000 

2,900,000 

※1,630,000 

□466,000 

519,000 

最低（円） － － 681,000 

970,000 

※749,000 

□387,000 

176,000 

月別 平成18年７月 ８月 ９月 10月 11月  12月 

最高（円） 281,000 284,000 320,000 324,000 319,000 307,000 

最低（円） 186,000 210,000 264,000 268,000 225,000 275,000 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（株） 

代表取締役社長 － 姜 裕文 
昭和46年 

７月12日生 

平成７年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入

社 

平成９年４月 平和㈱取締役就任 

平成12年６月 ㈱ドリームインキュベータ 執行役員 

平成14年９月 当社設立 

 代表取締役社長就任（現任） 

平成17年４月 リプラス・インベストメンツ㈱設立 

 代表取締役就任（現任） 

平成17年12月 リプラス・チャイナ・アセットマネジメ

ント㈱設立 

 代表取締役就任（現任） 

平成18年４月 リプラス・インシュアランス㈱設立  

 代表取締役就任（現任） 

平成18年９月 リプラス・アセットマネジメント㈱（現

リプラス・アドバイザーズ㈱）設立  

 代表取締役就任（現任）  

平成19年３月

29日開催の定

時株主総会後

１年以内に終

了する事業年

度のうち、最

終のものに関

する定時株主

総会の終結の

時 

101,700 

取締役 － 後藤 康治郎 
昭和33年 

２月３日生 

昭和52年４月 国際空輸㈱入社 

昭和56年７月 河瀬商事㈱入社 

昭和58年３月 アコム㈱入社 

平成12年９月 エスピュア㈱入社 

平成13年８月 ㈱エス・エッチ・アイ入社 

平成14年10月 東京賃貸住宅保証㈱入社 

平成15年４月 当社入社 

平成16年11月 当社執行役員賃貸サポート事業部 

 管理本部長就任 

平成18年１月 賃貸サポート事業部（現賃貸保証事業グ

ループ）執行役員管理本部本部長就任 

平成19年３月 当社取締役就任（現任） 

平成19年３月

29日開催の定

時株主総会後

１年以内に終

了する事業年

度のうち、最

終のものに関

する定時株主

総会の終結の

時 

1,087 

取締役 － 柘植 さやか 
昭和50年 

４月９日生 

平成10年４月 森ビル㈱入社 

平成13年３月 ㈱アーキネット入社 

平成14年９月 当社入社 

平成16年11月 当社執行役員ホフ事業部 

 プランニングチーム本部長就任 

平成18年１月 ホフ事業部（現アセットマネジメント事

業グループ）執行役員企画本部本部長就

任 

平成19年３月 当社取締役就任（現任） 

平成19年３月

29日開催の定

時株主総会後

１年以内に終

了する事業年

度のうち、最

終のものに関

する定時株主

総会の終結の

時 

1,935 

取締役 － 村山 明寛 
昭和52年 

４月３日生 

平成12年４月 ビーモーション㈱入社 

平成15年７月 当社入社 

平成16年11月 当社執行役員ホフ事業部 

 ストラクチャードファイナンスチーム部

長就任 

平成17年12月 リプラス・チャイナ・アセットマネジメ

ント㈱設立 

 代表取締役就任（現任） 

平成18年１月 ホフ事業部（現アセットマネジメント事

業グループ）執行役員ストラクチャード

ファイナンス本部（現投資戦略本部）本

部長就任 

平成19年３月 当社取締役就任（現任） 

平成19年３月

29日開催の定

時株主総会後

１年以内に終

了する事業年

度のうち、最

終のものに関

する定時株主

総会の終結の

時 

1,071 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（株） 

取締役 － 青木 茂 
昭和26年 

７月２日生 

昭和49年４月 ㈱東京銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）

入行 

平成12年７月 同行理事 投資銀行管理部長就任 

平成16年２月 ㈱サーベラス ジャパン  

 アドバイザリーボード エグゼクティ

ブ アシスタント就任 

平成16年９月 同社アドバイザリーボート エグゼクテ

ィブ アドバイザー就任 

平成19年３月 当社取締役就任（現任） 

平成19年３月

29日開催の定

時株主総会後

１年以内に終

了する事業年

度のうち、最

終のものに関

する定時株主

総会の終結の

時 

60 

取締役 － 
井上 義郎 

昭和14年 

８月28日生 

昭和38年４月 ㈱第一銀行(現㈱みずほフィナンシャル

グループ)入行 

平成２年５月 同行神田支店長 

平成４年５月 川崎重工業㈱入社(理事) 

平成５年６月 同社取締役就任、企画本部副本部長兼管

理部長 

平成９年６月 同社常務取締役就任 

平成11年６月 同社代表取締役専務就任 

平成12年６月 同社代表取締役副社長就任 

平成15年７月 同社特別顧問就任 

平成17年３月 当社取締役就任（現任） 

平成19年３月

29日開催の定

時株主総会後

１年以内に終

了する事業年

度のうち、最

終のものに関

する定時株主

総会の終結の

時 

40 

取締役 － 宮崎 貞 
昭和20年 

２月21日生 

昭和42年４月 警察庁奉職 

昭和47年８月 愛知県警交通規制課長 

昭和58年９月 内閣官房調査官 

昭和60年４月 社会システム研究所理事長 

平成４年４月 帝京大学教授（リスクマネジメント、危

機管理論） 

平成16年３月 当社取締役就任（現任） 

平成17年４月 帝京大学客員教授（現任） 

平成19年３月

29日開催の定

時株主総会後

１年以内に終

了する事業年

度のうち、最

終のものに関

する定時株主

総会の終結の

時 

60 

取締役 － 渋澤 健 
昭和36年 

３月18日生 

昭和62年６月 ファースト・ボストン証券会社(NY)入社

昭和63年10月 JPモルガン銀行（東京）入行 

平成４年５月 JPモルガン証券会社（東京）入社 

平成６年７月 ゴールドマン・サックス証券会社（東

京）入社 

平成８年４月 ムーア・キャピタル・マネジメント(NY)

入社 

平成13年３月 シブサワ・アンド・カンパニー㈱設立 

 代表取締役就任（現任） 

平成17年３月 当社取締役就任（現任） 

平成19年３月

29日開催の定

時株主総会後

１年以内に終

了する事業年

度のうち、最

終のものに関

する定時株主

総会の終結の

時 

9 

常勤監査役 － 矢野 国明 
昭和25年 

４月25日生 

昭和49年４月 日興證券㈱（現日興コーディアル証券

㈱）入社 

平成10年12月 同社リスク管理部長就任 

平成13年４月 ファイナンシャル・ネットワーク・テク

ノロジーズ㈱ 執行役員就任 

平成14年４月 日興シティ信託銀行㈱ 取締役就任 

平成17年７月 ライブドア証券㈱ 

 執行役員内部管理統括責任者兼管理本部

長就任 

平成18年１月 同社執行役員副社長 

 内部管理統括責任者兼管理本部長就任 

平成19年３月 当社監査役就任（現任） 

平成19年３月

29日開催の定

時株主総会後

４年以内に終

了する事業年

度のうち、最

終のものに関

する定時株主

総会の終結の

時 

- 

監査役 － 南方 美千雄 
昭和41年 

11月13日生 

平成４年10月 KPMGセンチュリー監査法人(現 新日本

監査法人)入所 

平成８年４月 公認会計士登録 

平成12年１月 ナスダックジャパン㈱入社 

平成13年９月 ㈱アイピーオーバンク設立 

 代表取締役社長就任（現任） 

平成14年９月 当社監査役就任（現任） 

平成16年３月

30日開催の定

時株主総会後

４年以内に終

了する事業年

度のうち、最

終のものに関

する定時株主

総会の終結の

時 

33 

 



（注）１．取締役 青木 茂、井上 義郎、宮崎 貞及び渋澤 健は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であ

りす。 

２．監査役 矢野 国明、南方 美千雄、河村 明雄及び中村 信男は、会社法第２条第16号に定める社外監

査役であります。 

３．当社では意思決定・監督と執行の分離による業務の迅速化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を採

用しております。 

  執行役員は、以下のとおりであります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（株） 

監査役 － 河村 明雄 
昭和29年 

８月11日生 

昭和57年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 

 桝田・江尻法律事務所入所 

昭和61年９月 米国ニューヨーク州弁護士登録 

昭和62年６月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社

（現 日興シティグループ証券㈱）入社

平成16年９月 あさひ・狛法律事務所顧問就任（現任）

平成17年３月 当社監査役就任（現任） 

平成17年３月

29日開催の定

時株主総会後

４年以内に終

了する事業年

度のうち、最

終のものに関

する定時株主

総会の終結の

時 

- 

監査役 － 中村 信男 
昭和38年 

１月10日生 

平成３年４月 愛知学院大学法学部専任講師 

平成６年４月 早稲田大学商学部専任講師 

平成８年４月 早稲田大学商学部助教授 

平成13年４月 早稲田大学商学部教授就任 

平成16年９月 早稲田大学商学学術院教授就任（会社

法）（現任） 

平成18年３月 当社監査役就任（現任） 

平成18年３月

29日開催の定

時株主総会後

４年以内に終

了する事業年

度のうち、最

終のものに関

する定時株主

総会の終結の

時 

- 

    計   105,995 

役名及び職名 氏   名 

経営管理グループ執行役員総務・経理本部長 宮崎  美恵 

経営管理グループ執行役員経営企画本部長 梶山  素子 

賃貸保証事業グループ執行役員管理副本部長  川原田 房雄 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  当社は、まだ社歴の浅く、成長途上の会社であります。そのような中でオペレーションの効率性の向上、経営の規

律・組織文化の構築を両立するために、コーポレート・ガバナンスに関しては、以下の６点に特に注力しておりま

す。 

１．執行と経営の監視の分離 

 現在の取締役８名のうち、４名が社外取締役であります。平成19年３月29日開催の定時株主総会において、更な

る経営体制の強化、充実を図るため、新任取締役４名が選任されて現体制となりました。社内からはCEO（代表取締

役）に加え、賃貸保証事業グループより１名、アセットマネジメント事業グループより２名の取締役を選任し、経

営環境変化に迅速に対応できる組織体制を築いております。また、社外取締役は、財務マネジメント機能を強化す

るため、その専門知識を有する者が１名、人員数・事業領域の急速な拡大に対応するため、複雑化した大規模組織

の特に人事面・総務面のマネジメントの経験を深く持つ者が１名、事業立ち上げ期の事業リスクのコントロールを

期待して１名、ファンド事業などの急速な拡大に伴いその運営に対する知見を充実させるため、オルタナティブ投

資業界の動向に詳しい者１名の計４名であります。 

 CEOを中心とした４名の社内取締役、財務・大規模組織のマネジメント・事業リスクコントロール・ファンド運

営といった４つの分野に長けた４名の社外取締役の合計８名の構成により、急成長の舵取りをより高次元で行える

取締役会の確立に繋げたいと考えております。 

  なお、取締役会の中における議論の活発化、緊張感を維持するため、取締役の任期は１年としております。 

２．執行役員会の充実 

  平成16年９月に意思決定・監督と執行の分離を図るため、執行役員制度を導入いたしました。このことにより、

取締役会の機能である、経営の基本方針・戦略の策定及び業務の監督という側面の明確化と同時に、業務執行の効

率性の向上を目指しております。現在、当社の事業を遂行するために必要となる各専門能力毎に現在３名の執行役

員が選任されております。 

３．監査役監査の充実 

  当社は取締役会設置会社であり、監査役の法定員数は３名でありますが、常勤監査役のほか社外から３名の監査

役を選任し、取締役会の業務執行の監視強化を図っております。現在の監査役は、公開企業としての内部統制のス

ペシャリスト、財務のスペシャリスト、法務のスペシャリストの３名から構成されております。本構成により、内

部統制・財務・法務の面からの急成長を支える監査機能の強化が図れると考えております。 

４．独立監査人 

  当社は、平成19年３月に、今後の業容拡大に効率よく対応するため、東陽監査法人へと会計監査人を異動し、新

たに監査契約を締結いたしました。 

５．内部監査機能の充実 

  当企業集団においては、CEO直属の内部監査室を設置しております。この内部監査室による定期・不定期の社内

監査を通じてのコンプライアンス・業務執行レベルの改善を促進すべく、内部監査室の人員強化を図っておりま

す。安定した組織運営には内部監査機能の充実が不可欠であるとの認識のもと、内部監査室の質・量ともに充実を

図りつつあり、不正予防のみならず業務改善の促進といった機能をも果たし始めております。また、監査役、会計

監査人と連携をとることで、経営上の問題点を認識するとともに、内部監査室の業務遂行を円滑ならしめておりま

す。 

  なお、社外取締役及び監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。 

６．コンプライアンスオフィサーの設置 

 当社においては、CEO直属のコンプライアンスオフィサーを設置しております。社内の対内的・対外的な各プロ

セスにおけるコンプライアンスのチェックをすると同時に、コンプライアンスに関する社内への啓蒙活動を行って

おります。 



７．責任限定契約の内容の概要 

 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役共

に、同法第425条第１項各号に定める金額の合計額（最低責任限度額）としております。なお、当該社外取締役また

は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善良かつ重大な過失がないときに限られます。 

８．取締役の定数 

 当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。 

９. 役員報酬及び監査報酬 

  平成18年12月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬及び監査人に対する監査報酬は以下のとおり

であります。 

役員報酬 

監査報酬 

10. 会計監査の状況 

  当社は、東陽監査法人と監査契約及び四半期財務諸表に対する意見表明業務契約を締結し、証券取引法監査並び

に四半期財務諸表に対する意見表明の手続きを受けております。当連結会計年度における当社の監査体制は以下の

とおりであります。 

 なお、当社は中央青山監査法人（現みすず監査法人）による監査を受けておりましたが、同監査法人の資格喪失

に伴い、平成18年７月７日付でみかさ監査法人を一時会計監査人に選任し、平成18年10月12日付で東陽監査法人を

一時会計監査人に選任いたしました。なお、同日付でみかさ監査法人は辞任しております。 

 東陽監査法人は平成19年３月29日開催の第５回定時株主総会において会計監査人に選任されております。 

・会計監査業務を執行した公認会計士の氏名 

指定社員 業務執行社員 野口 准史 

指定社員 業務執行社員  金野 栄太郎  

指定社員 業務執行社員  岡田 基宏  

・会計監査業務に係わる補助者の構成 

公認会計士 10名  その他 ２名 

社内取締役に支払った報酬 68,400千円

社外取締役に支払った報酬 17,419千円

監査役に支払った報酬 23,497千円

計 109,316千円

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬            

東陽監査法人                                                     20,000千円 

みかさ監査法人                                            8,500千円 

中央青山監査法人(現みすず監査法人)                        1,000千円 

上記以外の報酬はございません。 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

（1） 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前連結会計年度（平成17年１月１日から平成17年12月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づ

き、当連結会計年度（平成18年１月１日から平成18年12月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作

成しております。 

（2） 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前事業年度（平成17年１月１日から平成17年12月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事

業年度（平成18年１月１日から平成18年12月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成17年１月１日から平成17年12月31日ま

で）の連結財務諸表及び前事業年度（平成17年１月１日から平成17年12月31日まで）の財務諸表については中央青

山監査法人により監査を受け、また、当連結会計年度（平成18年１月１日から平成18年12月31日まで）の連結財務

諸表及び当事業年度（平成18年１月１日から平成18年12月31日）の財務諸表については東陽監査法人により監査を

受けております。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

 前連結会計年度及び前事業年度 中央青山監査法人（現みすず監査法人） 

 当連結会計年度及び当事業年度 東陽監査法人 



１【連結財務諸表等】 

（1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成17年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）               

Ⅰ 流動資産               

１．現金及び預金 ※２   2,206,293     33,367,660   

２．売掛金     1,200,192     1,494,753   

３．たな卸資産 ※５   14,525     302,445   

４．繰延税金資産     199,342     419,531   

５．立替金     1,149,739     1,435,330   

６．その他     858,570     1,843,466   

貸倒引当金     △444     △997   

流動資産合計     5,628,219 46.5   38,862,190 56.2 

Ⅱ 固定資産               

１．有形固定資産               

（1）建物   122,371     241,657     

減価償却累計額   11,527 110,843   22,004 219,652   

（2）器具備品   6,548     13,252     

減価償却累計額   3,356 3,191   5,469 7,783   

（3）土地 ※２   －     2,463,906   

（4）建設仮勘定     －     17,736,516   

有形固定資産合計     114,034 0.9   20,427,859 29.5 

２．無形固定資産               

（1）ソフトウェア     77,914     151,025   

（2）連結調整勘定     7,722     4,633   

（3）その他      404     404   

無形固定資産合計     86,041 0.7   156,063 0.2 

３．投資その他の資産               

（1）投資有価証券 ※１    5,607,047     2,975,019   

（2）その他の関係会社有価
証券 

    －     3,155,270   

（3）長期貸付金     301,120     495,923   

（4）繰延税金資産     3,622     66,875   

（5）その他      370,190     3,068,681   

投資その他の資産合計     6,281,980 51.9   9,761,769 14.1 

固定資産合計     6,482,057 53.5   30,345,692 43.8 

Ⅲ 繰延資産               

１．創立費     1,744     1,908   

２．開業費     882     1,657   

繰延資産合計     2,627 0.0   3,565 0.0 

資産合計     12,112,904 100.0   69,211,448 100.0 

     
 



  
前連結会計年度 

（平成17年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

１．短期借入金 
※２、
４、６ 

  2,425,960     38,826,606   

２．コマーシャルペーパー     －     2,500,000   

３．未払金     604,507     －   

４．未払法人税等     704,252     1,297,667   

５．預り金     580,815     1,054,853   

６．保証履行引当金     168,603     437,279   

７．その他     96,300     1,479,225   

流動負債合計     4,580,439 37.8   45,595,631 65.9 

Ⅱ 固定負債               

１．社債     －     2,000,000   

２．長期借入金 ※５   4,270     1,072,500   

３．匿名組合預り金     －     12,225,419   

４．その他     19,697     48,023   

固定負債合計     23,967 0.2   15,345,943 22.2 

負債合計     4,604,406 38.0   60,941,574 88.1 

               

（少数株主持分）               

少数株主持分     120,443 1.0   － － 

               

（資本の部）               

Ⅰ 資本金     3,265,361 27.0   － － 

Ⅱ 資本剰余金     3,230,033 26.6   － － 

Ⅲ 利益剰余金     892,658 7.4   － － 

資本合計     7,388,053 61.0   － － 

負債、少数株主持分及び
資本合計     12,112,904 100.0   － － 

               

（純資産の部）              

Ⅰ 株主資本               

１．資本金     － －   3,268,685 4.7 

２．資本剰余金     － －   3,233,356 4.7 

３．利益剰余金     － －   1,985,836 2.9 

  株主資本合計     － －   8,487,878 12.3 

Ⅱ 評価・換算差額等               

１．その他有価証券評価差
額金     －     △310,500   

  評価・換算差額等合計     － －   △310,500 △0.5 

Ⅲ 少数株主持分     － －   92,494 0.1 

純資産合計     － －   8,269,873 11.9 

負債・純資産合計     － －   69,211,448 100.0 

        



②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     5,982,919 100.0   11,482,435 100.0 

Ⅱ 売上原価     1,439,149 24.0   2,508,047 21.8 

売上総利益     4,543,770 76.0   8,974,387 78.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費               

１．紹介手数料   76,061     －     

２．役員報酬   116,226     154,355     

３．給与手当   1,160,636     2,234,222     

４．福利厚生費   205,828     415,303     

５．業務委託費   94,821     70,938     

６．地代家賃   177,725     400,057     

７．支払手数料   152,746     187,594     

８．減価償却費   10,387     19,321     

９．リース料   65,731     185,658     

10．その他   881,397 2,941,562 49.2 2,518,237 6,185,689 53.9 

営業利益     1,602,208 26.8   2,788,698 24.3 

Ⅳ 営業外収益               

１．受取利息   11,599     16,486     

２．受取配当金   －     69,975     

３．その他   1,498 13,097 0.2 36,438 122,899 1.1 

Ⅴ 営業外費用               

１．支払利息   39,823     244,591     

２．コマーシャルペーパー
利息 

  －     33,377     

３．支払手数料   82,451     44,604     

４．新株発行費   43,969     －     

５．その他   1,182 167,426 2.8 8,183 330,758 2.9 

経常利益     1,447,879 24.2   2,580,840 22.5 

Ⅵ 特別損失               

１．移転費用   56,508 56,508 1.0 231,726 231,726 2.0 

匿名組合損益分配前税
金等調整前当期純利益 

    － －   2,349,114 20.5 

匿名組合損益分配額     － －   △6,413 △0.0 

税金等調整前当期純利
益 

    1,391,370 23.2   2,355,528 20.5 

法人税、住民税及び事
業税 

  805,460     1,573,470     

法人税等調整額   △129,019 676,440 11.3 △281,225 1,292,245 11.2 

少数株主利益または少
数株主損失（△） 

    37,228 0.6   △40,637 △0.3 

当期純利益     677,701 11.3   1,103,921 9.6 

               



③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

連結剰余金計算書 

連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  317,800

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１．増資による新株の発行  2,911,069

２．新株予約権の行使による新株の発行  1,164 2,912,233

Ⅲ 資本剰余金期末残高  3,230,033

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  216,361

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．当期純利益  677,701 677,701

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．連結子会社増加に伴う利益剰余金の減少高  1,404 1,404

Ⅳ 利益剰余金期末残高  892,658

  

 

株主資本 
評価・換算差

額等 
少数株主持分 純資産合計

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

平成17年12月31日 残高（千円） 3,265,361 3,230,033 892,658 7,388,053 － 120,443 7,508,497 

連結会計年度中の変動額        

新株の発行（千円） 3,323 3,323 － 6,646 － － 6,646 

当期純利益（千円） － － 1,103,921 1,103,921 － － 1,103,921 

連結子会社増加に伴う利益剰
余金の減少高（千円） 

－ － △10,742 △10,742 － － △10,742 

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）
（千円） 

－ － － － △310,500 △27,949 △338,449 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

3,323 3,323 1,093,178 1,099,824 △310,500 △27,949 761,375 

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



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

１．税金等調整前当期純利益   1,391,370 2,355,528 

２．匿名組合損益分配額   － 6,413 

３．減価償却費   16,970 35,125 

４．繰延資産償却   1,179 2,056 

５．連結調整勘定償却額   1,544 3,088 

６．貸倒引当金の増加額   444 552 

７．保証履行引当金の増加額   67,603 268,676 

８．受取利息配当金   △11,599 △86,461 

９．支払利息   39,823 277,969 

10．支払手数料   82,451 44,604 

11．新株発行費   43,969 － 

12．固定資産の除却に係る費用   13,713 62,629 

13．売上債権の増加額   △1,020,034 △292,985 

14．前渡金の増加額   △333,118 △125,024 

15．未収入金の増加額   △490,723 △434,676 

16．立替金の増加額   △798,952 △285,612 

17．その他の関係会社有価証券の増加額   － △325,750 

18．未払金の増加額（△:減少額）   479,380 △162,006 

19．未払消費税等の増加額   57,160 34,547 

20．預り金の増加額   417,060 498,500 

21．その他   22,685 △270,736 

小計   △19,070 1,606,439 

22．利息及び配当金の受取額   4,532 73,998 

23．利息の支払額   △41,048 △221,129 

24．手数料の支払額   △85,021 △1,448,630 

25．法人税等の支払額   △385,907 △1,022,252 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △526,515 △1,011,574 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

１．拘束性預金の預入による支出   － △367,657 

２．有形固定資産の取得による支出   △120,330 △2,453,758 

３．無形固定資産の取得による支出   △69,448 △94,768 

４．投資有価証券の取得による支出   △8,790,377 － 

５．その他の関係会社有価証券の取得によ
る支出 

  － △9,290,572 

６．投資有価証券の払戻しによる収入   4,490,220 － 

７．その他の関係会社有価証券の払戻しに
よる収入 

  － 2,255,254 

８．その他の関係会社有価証券の譲渡によ
る収入 

  － 2,999,000 

９．関係会社への出資による支出   △75,000 △47,403 

10．短期貸付金の増加額   △100,294 △1,036,093 

11．長期貸付けによる支出   △1,272,360 △207,802 

12．長期貸付金の回収による収入   136,000 13,000 

13．敷金保証金の差入れによる支出   △244,408 △822,052 

14．敷金保証金の返還による収入   － 327,334 

15．新規連結子会社株式の取得に伴う収入   72,287 － 

16．その他   9,266 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △5,964,443 △8,725,520 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

１．短期借入金の増加額   2,259,100 34,348,336 

２．コマーシャルペーパー発行による収入   － 2,500,000 

３．長期借入れによる収入   1,980,000 1,130,500 

４．長期借入金の返済による支出   △1,989,960 △9,960 

５．社債の発行による収入   － 2,000,000 

６．株式の発行による収入   5,824,475 6,646 

７．株式の発行による支出   △31,760 △12,987 

８．匿名組合出資預りによる収入   － 100,000 

９．その他   △5,292 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー   8,036,562 40,062,534 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額   1,545,603 30,325,439 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   623,284 2,206,293 

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額   37,406 468,269 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  ※1 2,206,293 33,000,002 

       



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

（1）連結子会社の数  ２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 

 なお、リプラス・リート・マネジ

メント株式会社及びリプラス・イン

ベストメンツ株式会社は重要性が高

くなったため、それぞれ当連結会計

年度下期首、当連結会計年度末より

連結いたしております。  

（1）連結子会社の数  10社 

連結子会社の名称 

リプラス・リート・マネジメント株

式会社 

リプラス・インベストメンツ株式会

社 

リプラス・チャイナ・アセットマネ

ジメント株式会社 

匿名組合KATSURAGAWA 

匿名組合MASUKAGAMI 

他５社 

 リプラス・チャイナ・アセットマ

ネジメント株式会社は、重要性が高

くなったため、当連結会計年度上期

より連結の範囲に含めております。 

 また、匿名組合KATSURAGAWA及び匿

名組合MASUKAGAMIについては、当連

結会計年度上期において新たに組成

したため、連結の範囲に含めており

ます。 

 その他５社については、平成18年

９月30日をみなし取得日として連結

いたしております。 

  （2）非連結子会社の名称等 

リプラス・チャイナ・アセットマネ

ジメント株式会社 

（連結の範囲から除いた理由） 

 同社は小規模であり、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。 

（2）非連結子会社の数 18社 

主要な非連結子会社の名称 

リプラス・インシュアランス株式会

社 

他17社 

 （連結の範囲から除いた理由） 

 リプラス・インシュアランス株式

会社他１社は小規模であり、合計の

総資産、売上高、当期純損益、利益

剰余金等は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないため

であります。 

 また、リプラス・レジデンシャ

ル・ウェアハウス匿名組合他15社

は、当企業集団が業務執行権を有し

ていることから子会社に該当します

が、その持分比率が当社規定の基準

未満であり子会社の大部分の損益が

当社に帰属しないため、利害関係者

の判断を著しく誤らせるおそれがあ

ると考えられることから「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。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

２．持分法の適用に関する

事項 

（1）他の会社等の議決権の20％以上、

50％以下を自己の計算において所有

しているにもかかわらず関連会社と

しなかった当該他の会社等の名称 

リプラス・レジデンシャル投資法人 

（関連会社としなかった理由） 

  当企業集団は、当該投資法人の議

決権の36％を所有しておりますが、

財務及び営業または事業の方針の決

定に対する影響が一時的であると認

められるためであります。   

（1）   ────────── 

  （2）   ────────── （2）非連結子会社  18社 

（持分法を適用していない理由） 

 非連結子会社であるリプラス・レ

ジデンシャル・ウェアハウス匿名組

合他15社は匿名組合として組成され

た投資事業組合であり、匿名組合の

損益で当社に帰属する持分相当額を

売上高に計上するとともに「その他

の関係会社有価証券」を加減する処

理を行っていることから持分法を適

用しておりません。 

 また、リプラス・インシュアラン

ス株式会社他１社は小規模であり、

合計の当期純損益、利益剰余金等は

いずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであります。 

  （3）   ────────── （3）関連会社    １社 

（持分法を適用していない理由） 

Beijing Hua-re  

Real-Estate consultancy Co.,Ltd.

は、小規模であり、当期純損益、利

益剰余金等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

３．連結子会社の事業年度

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。連結財務

諸表の作成にあたっては、連結決算

日において、連結財務諸表作成の基

礎となる財務諸表を作成するために

必要とされる決算を行っておりま

す。 

 リプラス・インベストメンツ株式

会社の決算日は、12月31日でありま

す。 

 連結子会社のうちリプラス・リー

ト・マネジメント株式会社の決算日

は、３月31日であります。連結財務

諸表の作成にあたっては、連結決算

日において、連結財務諸表作成の基

礎となる財務諸表を作成するために

必要とされる決算を行っておりま

す。 

 その他の連結子会社の決算日は、

連結決算日と一致しております。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

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 

────────── 

（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。 

 その他の関係会社有価証券 

────────── 

その他の関係会社有価証券 

匿名組合出資金 

 匿名組合の損益のうち当社及び連

結子会社に帰属する持分相当額を売

上高に計上するとともに「その他の

関係会社有価証券」を加減する処理

を行っております。 

 その他有価証券 

時価のあるもの  

────────── 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 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 

 匿名組合出資金 

 匿名組合の損益のうち当社及び連

結子会社に帰属する持分相当額を売

上高に計上するとともに「投資有価

証券」を加減する処理を行っており

ます。 

匿名組合出資金 

──────────  

 ②   ────────── ②デリバティブ 

 時価法を採用しております。 

 ③たな卸資産 

販売用不動産 

────────── 

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。 

仕掛品 

同左 

 貯蔵品 

 最終仕入原価法によっております。

貯蔵品 

同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

 （2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産 

定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物   15年 

器具備品 ４年 

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産 

同左 

 ②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 

 （3）重要な繰延資産の処理方法 

①創立費 

 商法施行規則の規定に基づき、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 

 商法施行規則の規定に基づき、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新株発行費 

 支出時に全額費用処理しておりま

す。 

④  ────────── 

（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。 

  

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。 

  

③株式交付費 

 支出時に全額費用処理しておりま

す。  

④社債発行費 

 支出時に全額費用処理しておりま

す。 

 （4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

当社は債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

（4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 ②保証履行引当金 

滞納家賃保証事業に係る損失に備え

るため、過去の実績保証履行損失率を

勘案し、損失負担見込額を計上してお

ります。 

②保証履行引当金 

賃貸保証事業に係る損失に備えるた

め、過去の実績保証履行損失率を勘案

し、損失負担見込額を計上しておりま

す。 

 （5）収益及び費用の計上基準 

滞納家賃保証事業の収益は、当連結

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。 

（5）収益及び費用の計上基準 

賃貸保証事業の収益は、当連結会計

年度中の契約締結に係る契約金額全額

を計上しております。  

 （6）重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

（6）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

 （7）その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

（7）その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

なお、控除対象外消費税等について

は、当連結会計年度の費用として処理し

ております。 

５．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 

６．連結調整勘定の償却に

関する事項 

連結調整勘定は３年で均等償却して

おります。  

同左  

７．利益処分項目等の取扱

いに関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利

益処分について、連結会計年度中に確

定した利益処分に基づいて作成してお

ります。 

────────── 

８．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 



連結財務諸表作成のための基本となる事項の変更 

項目 
前連結会計年度

（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 

   至 平成18年12月31日）  

貸借対照表の「純資産の部」の表示

に関する会計基準 

────────────  当連結会計年度より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は8,177,378千円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

投資事業組合等に関する支配力基準

及び影響力基準 

────────────  「投資事業組合に対する支配力基

準及び影響力基準の適用に関する実

務上の取扱い」（企業会計基準委員

会 平成18年９月８日 実務対応報

告第20号）に対して、同実務対応報

告に基づき設定した当社規定により

連結の範囲の見直しを行った結果、

匿名組合カルカッタ他４社は、当企

業集団が業務執行権を継続して有し

ているとともに持分比率が当社規定

の基準を満たしており、子会社に該

当するため平成18年９月30日をみな

し取得日として連結いたしておりま

す。 

 この変更により、従来の会計処理

によった場合に比べて、総資産が

44,104,655千円増加し、売上高が

132,150千円、営業利益が134,776千

円、経常利益が285,162千円、税金等

調整前当期純利益が284,512千円、当

期純利益が108,068千円減少しており

ます。 



表示方法の変更 

前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日）  

当連結会計年度 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

──────────── （連結貸借対照表） 

 前連結会計年度まで流動負債に表示しておりました

「未払金」は、当連結会計年度において、流動負債の

「その他」に含めて表示しております。 

 なお、当連結会計年度末における「未払金」の金額は

1,132,242千円であります。 

  

──────────── （連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「紹介手

数料」は、当連結会計年度において、「その他」に含め

て表示しております。 

 なお、当連結会計年度における「紹介手数料」の金額

は170,977千円であります。 

  

 前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「業務委

託費」に含めて表示しておりました「雑給」は、当連結

会計年度において、「その他」に含めて表示しておりま

す。 

 なお、当連結会計年度における「雑給」の金額は

180,329千円であり、前連結会計年度は73,961千円であり

ます。 

  

 前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「支払手

数料」に含めて表示しておりました「支払報酬」は、当

連結会計年度において、「その他」に含めて表示してお

ります。 

 なお、当連結会計年度における「支払報酬」の金額は

214,598千円であり、前連結会計年度は58,919千円であり

ます。 

  



注記事項 

（連結貸借対照表関係）  

前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年12月31日） 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。  

      投資有価証券（株式）           65,000千円  

        投資有価証券（その他）    3,250,000千円  

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。  

投資有価証券（株式）           40,000千円  

※２．    ──────────── ※２．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

担保付債務 

 当社がアセットマネジメント業務を行う有限会

社リプラスロード８の借入金及び未払費用の総額

9,005,015千円に対して、上記定期預金を担保に提

供しております。  

 当社がアセットマネジメント業務を行う有限会

社MASUKAGAMIの借入金2,000,000千円に対して、上

記土地を担保に提供しております。 

定期預金   367,657千円

土地 2,400,000千円

  合計 2,767,657千円

  ３．偶発債務 

（1）連帯保証債務 

 滞納家賃保証事業に係る保証極度相当額であり

ます。  

保証極度相当額          22,605,614千円 

（2）  ──────────── 

  ３．偶発債務 

（1）連帯保証債務 

 賃貸保証事業に係る保証極度相当額でありま

す。  

保証極度相当額          40,491,502千円 

（2）保証債務 

 当社がアセットマネジメント業務を行う会社の

信用を補完することを目的に債務保証に関する確

約書を差し入れております。 

リプラス・レジデンシャル・コンストラクショ

ン２号特定目的会社 

3,685,762千円 

※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。  

※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総額  
1,980,000千円

借入実行残高 1,407,000千円

差引額  573,000千円

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメント総額  
3,780,000千円

借入実行残高 2,071,000千円

差引額 1,709,000千円

 



前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年12月31日） 

※５．    ──────────── ※５．合同会社リプラス・レジデンシャル・コンストラ

クションマネジメント１号に対して、依頼者の意向

に基づき当社が一旦所有権を取得した不動産信託受

益権を譲渡した取引については、「特別目的会社を

活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に

関する実務指針」（日本公認会計士協会 会計制度

委員会報告書第15号）に準じて、金融取引として会

計処理しております。なお、当該処理により計上さ

れた当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（販売用不動産）    278,482千円 

長期借入金               280,500千円 

※６．    ──────────── ※６．財務制限条項 

（1）連結財務諸表提出会社の短期借入金合計額のうち

157,000千円（貸出コミットメントの総額180,000千

円）には、以下の財務制限条項が付されており、各

条項のいずれかに抵触した場合には、当該借入金の

借入先に対し該当ある借入金額を一括返済すること

があります。 

①各連結会計年度の決算期または中間決算期の末日に

おける連結財務諸表提出会社の貸借対照表における

純資産額が、直前の決算期の末日における貸借対照

表における純資産額の90％未満となった場合。 

②合併・事業譲渡またはその他の事情により業 務内

容または資本構成に大幅な変更が生じるような場

合。 

③経常利益維持（複数年） 

  連結会計年度決算期末における連結財務諸表提出

会社の損益計算書における経常損益の額が２期連続

してマイナスとならないこと。 

④レバレッジ倍率維持 

  連結会計年度決算期末における連結財務諸表提出

会社の貸借対照表及び損益計算書において算出され

るレバレッジ倍率が15倍を上回らないこと。なお、

レバレッジ倍率は次の式にて算出されます。 

レバレッジ倍率＝（短期借入金＋長期借入金＋社

債）÷（営業利益＋減価償却費） 

（2）連結財務諸表提出会社の短期借入金合計額のうち

164,000千円（貸出コミットメントの総額500,000千

円）には、以下の財務制限条項が付されており、各

条項のいずれかに抵触した場合には、当該借入金の

借入先に対し該当ある借入金額を一括返済すること

があります。 

①各連結会計年度末（中間を含む。）における連結の

貸借対照表における純資産額を、前年比75％以上に

維持すること。 

 



前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年12月31日） 

 ②各事業年度末（中間を含む。）における単体の貸借

対照表における純資産額を、前年比75％以上に維持

すること。 

③各連結会計年度における連結の損益計算書に示され

る経常損益が平成17年12月期以降の決算期につき、

損失とならないようにすること。 

④各事業年度における単体の損益計算書に示される経

常損益が平成17年12月期以降の決算期につき、損失

とならないようにすること。 

⑤各連結会計年度末（中間を含む。）における連結の

貸借対照表上の借入依存度を70％以下に維持するこ

と。 

⑥各事業年度末（中間を含む。）における単体の貸借

対照表上の借入依存度を70％以下に維持すること。



（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の発行済株式総数の増加は、10,944株が新株予約権の権利行使による新株発行によるものであり、

185,396株が平成18年２月20日に効力が発生した株式分割（１対３）によるものであります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（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 

該当事項はありません。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
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） 92,698 196,340 － 289,038 

合計 92,698 196,340 － 289,038 

自己株式         

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

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 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 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 

提出会社

（親会社） 

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） － 

 
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 － － － － － － 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※１．現金及び現金同等物の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17年12月31日現在） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年12月31日現在） 

 現金及び預金勘定 2,206,293千円 

 現金及び現金同等物 2,206,293千円 

   

 現金及び預金勘定 33,367,660千円 

 拘束性預金 △367,657千円 

 現金及び現金同等物 33,000,002千円 

   



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(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当連結会計年度末残

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） 

期末残高相
当額 
（千円） 

建物 35,953 4,473 31,480 

器具備品 283,725 41,017 242,707 

ソフトウェア 53,281 10,348 42,932 

合計 372,960 55,839 317,120 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

建物 38,355 10,709 27,646 

器具備品 438,752 105,684 333,068 

ソフトウェア 518,891 71,714 447,177 

合計 995,999 188,107 807,892 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料当連結会計年度末残高相当額等 

未経過リース料当連結会計年度末残高相当額 

１年内      65,198千円

１年超       257,508千円

合計       322,706千円

１年内 187,636千円

１年超 633,161千円

合計 820,797千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

(3) 支払リース料、リース資産減損確定の取崩額、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      54,474千円

減価償却費相当額      47,827千円

支払利息相当額    11,477千円

支払リース料 153,959千円

減価償却費相当額 138,944千円

支払利息相当額 22,993千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(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 

  

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．     ──────────── 

１年内      1,680千円

１年超      1,680千円

合計      3,360千円

 

 （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。 



（有価証券関係） 

前連結会計年度末（平成17年12月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当連結会計年度（平成18年12月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

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不動産投資信託 3,250,000 

 ②匿名組合出資金 2,284,547 

 ③非上場株式 72,500 

 合計 5,607,047 

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの  

（1）その他有価証券    

①株式 － － － 

②債券 － － － 

③その他 3,250,000 2,925,000 △325,000 

  合計 3,250,000 2,925,000 △325,000 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券  

 ①非上場株式 7,500 

 ②その他 2,519 

（2）子会社株式 40,000 

（3）その他の関係会社有価証券 3,155,270 

 合計 3,205,289 



（デリバティブ取引関係） 

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

（退職給付関係） 

前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 当企業集団は、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

 当企業集団は、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

１．取引の状況に関する事項  

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

──────────── （1）取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では

通貨オプション取引、金利関連では金利キャップ取

引であります。  
 （2）取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動に

よるリスク回避を目的としており、投機的な取引は

行わない方針であります 
 （3）取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債

権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の

確保を図る目的で、また金利関連では借入金利等の

将来の金利市場における利率上昇による変動リスク

を回避する目的で利用しております。 
 （4）取引に係るリスクの内容 

 通貨オプション取引は為替相場の変動によるリス

クを、金利キャップ取引は市場金利の変動によるリ

スクを有しております。 

 なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限

定しているため信用リスクはほとんどないと認識し

ております。 
 （5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引

権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、

資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っており

ます。 
 （6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額等

は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な

契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額

自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すも

のではありません。 

２．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 

前連結会計年度（平成17年12月31日） 当連結会計年度（平成18年12月31日） 

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） 

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） 

市場取引以外

の取引 

通貨オプション取引 

 買建 人民元 
- - - - 32,200,000 32,200,000 331,938 11,938

金利キャップ取引 

 買建 
- - - - 32,200,000 32,200,000 12,103 833

合計 - - - - 64,400,000 64,400,000 344,041 12,771



（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（1）ストック・オプションの内容 

 
平成15年７月31日臨時株

主総会決議に基づく新株

予約権 

平成15年12月８日臨時株

主総会決議に基づく新株

予約権 

平成16年６月30日臨時株

主総会決議に基づく新株

予約権 

平成16年11月１日臨時株

主総会決議に基づく新株

予約権 

付与対象者の区分及び数 

取締役    １名 

従業員    38名  

社外協力者   ３名 

監査役    ２名 

従業員    41名  

社外協力者   １名 

取締役    １名 

従業員     34名 

従業員     41名 

社外協力者   ４名 

ストック・オプション数

（注） 
普通株式  14,130株 普通株式   9,090株 普通株式   3,159株 普通株式   2,511株 

付与日 平成15年８月１日 平成15年12月10日 平成16年７月１日 平成16年11月１日  

権利確定条件 

①新株予約権発行時にお

いて当社または当社子会

社の取締役及び従業員で

あった者は、新株予約権

行使時においても当社、

当社子会社または当社の

関係会社の役員または従

業員であることを要す

る。ただし、店頭登録あ

るいは上場後に、任期満

了による退任または定年

退職した場合及び特に取

締役会が認めた場合はこ

の限りではない。 

  なお、当社及び当社の

子会社の取締役の権利確

定日については、店頭登

録あるいは上場の日より

１年を経過した日の翌日

から１年を経過するこ

と。また、従業員につい

ては、店頭登録あるいは

上場の日より１年を経過

した日の翌日から１年以

内の期間において当初の

新株予約権の最大30％以

内、同じく２年を経過し

た日の翌日から１年以内

の期間において既に行使

済みの数を含めて当初の

最大60％以内、同じく３

年を経過した日の翌日以

降で100％が権利確定し

ます。 

①新株予約権発行時にお

いて当社または当社子会

社の取締役・監査役また

は従業員であった者は、

新株予約権行使時におい

ても当社、当社子会社ま

たは当社の関係会社の役

員または従業員であるこ

とを要する。ただし、店

頭登録あるいは上場後

に、任期満了による退任

または定年退職した場合

及び特に取締役会が認め

た場合はこの限りではな

い。 

  なお、当社または当社

子会社の取締役・監査役

の権利確定日について

は、店頭登録あるいは上

場の日より１年を経過し

た日の翌日から１年を経

過すること。また、従業

員については、店頭登録

あるいは上場の日より１

年を経過した日の翌日か

ら１年以内の期間におい

て当初の新株予約権の最

大30％以内、同じく２年

を経過した日の翌日から

１年以内の期間において

既に行使済みの数を含め

て当初の最大60％以内、

同じく３年を経過した日

の翌日以降で100％が権

利確定します。  

①新株予約権発行時にお

いて当社または当社子会

社の取締役・監査役また

は従業員であった者は、

新株予約権行使時におい

ても当社、当社子会社ま

たは当社の関係会社の役

員または従業員であるこ

とを要する。ただし、店

頭登録あるいは上場後

に、任期満了による退任

または定年退職した場合

及び特に取締役会が認め

た場合はこの限りではな

い。 

  なお、当社または当社

子会社の取締役・監査役

の権利確定日について

は、店頭登録あるいは上

場の日より１年を経過し

た日の翌日から１年を経

過すること。また、従業

員については、店頭登録

あるいは上場の日より１

年を経過した日の翌日か

ら１年以内の期間におい

て当初の新株予約権の最

大30％以内、同じく２年

を経過した日の翌日から

１年以内の期間において

既に行使済みの数を含め

て当初の最大60％以内、

同じく３年を経過した日

の翌日以降で100％が権

利確定します。 

①新株予約権発行時におい

て当社または当社子会社

の従業員であった者（入

社予定者を含む。）は、

新株予約権行使時におい

ても当社、当社子会社ま

たは当社の関係会社の取

締役・監査役または従業

員であることを要する。

ただし、店頭登録あるい

は上場後に、任期満了に

よる退任または定年退職

した場合及び特に取締役

会が認めた場合はこの限

りではない。 

  なお、当社、当社子会

社または当社の関係会社

の取締役・監査役の権利

確定日については、店頭

登録あるいは上場の日よ

り１年を経過した日の翌

日から１年を経過するこ

と。また、従業員につい

ては、店頭登録あるいは

上場の日より１年を経過

した日の翌日から１年以

内の期間において当初の

新株予約権の最大30％以

内、同じく２年を経過し

た日の翌日から１年以内

の期間において既に行使

済みの数を含めて当初の

最大60％以内、同じく３

年を経過した日の翌日以

降で100％が権利確定し

ます。 

②新株予約権発行時にお

いて社外のコンサルタン

トであった者は、新株予

約権行使時においても当

社との間でコンサルタン

ト契約を締結しているこ

とを要する。また、社外

のコンサルタントは、新

株予約権の行使に先立

ち、当該行使に係る新株

予約権の数及び行使の時

期について、当社取締役

会の承認を要するものと

する。 

  なお、権利確定日につ

いては、店頭登録あるい

は上場の日より１年を経

過した日の翌日から１年

を経過すること。 

②新株予約権発行時にお

いて社外のコンサルタン

トであった者は、新株予

約権行使時においても当

社との間でコンサルタン

ト契約を締結しているこ

とを要する。また、社外

のコンサルタントは、新

株予約権の行使に先立

ち、当該行使に係る新株

予約権の数及び行使の時

期について、当社取締役

会の承認を要するものと

する。 

  なお、権利確定日につ

いては、店頭登録あるい

は上場の日より１年を経

過した日の翌日から１年

を経過すること。 

②新株予約権発行時にお

いて社外のコンサルタン

トであった者は、新株予

約権行使時においても当

社との間でコンサルタン

ト契約を締結しているこ

とを要する。また、社外

のコンサルタントは、新

株予約権の行使に先立

ち、当該行使に係る新株

予約権の数及び行使の時

期について、当社取締役

会の承認を要するものと

する。 

  なお、権利確定日につ

いては、店頭登録あるい

は上場の日より１年を経

過した日の翌日から１年

を経過すること。 

②新株予約権発行時におい

て社外のコンサルタント

であった者は、新株予約

権行使時においても当社

との間でコンサルタント

契約を締結していること

を要する。また、社外の

コンサルタントは、新株

予約権の行使に先立ち、

当該行使に係る新株予約

権の数及び行使の時期に

ついて、当社取締役会の

承認を要するものとす

る。 

  なお、権利確定日につ

いては、店頭登録あるい

は上場の日より１年を経

過した日の翌日から１年

を経過すること。 

 



（注） 株式数に換算して記載しております。 

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

（注） 平成17 年５月20 日に１株を３株に、平成18 年２月20 日に１株を３株に株式分割しておりますので、上記株 

数は全て株式分割後で記載しております。 

② 単価情報 

 
平成15年７月31日臨時株

主総会決議に基づく新株

予約権 

平成15年12月８日臨時株

主総会決議に基づく新株

予約権 

平成16年６月30日臨時株

主総会決議に基づく新株

予約権 

平成16年11月１日臨時株

主総会決議に基づく新株

予約権 

対象勤務期間 

①取締役及び社外協力者 

  自 平成15年８月１日 

 至 平成17年12月16日 

②従業員 

（a）最初の30％ 

 自 平成15年８月１日 

 至 平成17年12月16日 

（b）60％ 

 自 平成17年12月17日 

 至 平成18年12月16日 

（c）100％ 

 自 平成18年12月17日 

 至 平成19年12月16日 

①取締役・監査役及び社

外協力者 

 自 平成15年12月10日 

 至 平成17年12月16日 

②従業員 

（a）最初の30％ 

 自 平成15年８月１日 

 至 平成17年12月16日 

（b）60％ 

 自 平成17年12月17日 

 至 平成18年12月16日 

（c）100％ 

 自 平成18年12月17日 

 至 平成19年12月16日 

①取締役・監査役及び社

外協力者 

 自 平成16年７月１日 

 至 平成18年６月30日 

②従業員 

（a）最初の30％ 

 自 平成16年７月１日 

 至 平成18年６月30日 

（b）60％ 

 自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月16日 

（c）100％ 

 自 平成18年12月17日 

 至 平成19年12月16日  

①取締役・監査役及び社外

協力者 

 自 平成16年11月１日 

 至 平成18年10月31日 

②従業員 

（a）最初の30％ 

 自 平成16年11月１日 

 至 平成18年10月31日 

（b）60％ 

 自 平成18年11月１日 

 至 平成18年12月16日 

（c）100％ 

 自 平成18年12月17日 

 至 平成19年12月16日  

権利行使期間 
平成17年８月１日から 

平成25年７月31日まで  

平成17年12月９日から 

平成25年12月８日まで 

平成18年７月１日から 

平成26年６月30日まで 

平成18年11月２日から 

平成26年11月１日まで 

 
平成15年７月31日臨時株

主総会決議に基づく新株

予約権 

平成15年12月８日臨時株

主総会決議に基づく新株

予約権 

平成16年６月30日臨時株

主総会決議に基づく新株

予約権 

平成16年11月１日臨時株

主総会決議に基づく新株

予約権 

権利確定前   （株）         

前連結会計年度末 6,768 5,067 2,943 2,358 

付与 － － － － 

失効 306 189 72 18 

権利確定 2,466 828 1,800 1,944 

未確定残 3,996 4,050 1,071 396 

権利確定後   （株）         

前連結会計年度末 4,734 2,970 － － 

権利確定 2,466 828 1,800 1,944 

権利行使 5,400 1,881 1,719 1,944 

失効 － 135 － 27 

未行使残 162 1,341 81 － 

 
平成15年７月31日臨時株

主総会決議に基づく新株

予約権 

平成15年12月８日臨時株

主総会決議に基づく新株

予約権 

平成16年６月30日臨時株

主総会決議に基づく新株

予約権 

平成16年11月１日臨時株

主総会決議に基づく新株

予約権 

権利行使価格  （円） 556 556 600 806 

行使時平均株価 （円） 318,831 351,344 255,125 297,231 

公正な評価単価 

（付与日）（円） 
－ － － － 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産(流動)  

未払事業税 50,773千円

保証履行引当金 109,701千円

保証履行損失 35,027千円

その他 3,839千円

繰延税金資産(流動)小計 199,342千円

繰延税金資産(固定)  

繰延消費税額 1,045千円

繰延資産（入会金） 3,008千円

その他 43千円

小計 4,096千円

評価性引当額 △474千円

繰延税金資産（固定）小計  3,622千円

繰延税金資産合計 202,964千円

繰延税金資産の純額 202,964千円

  

繰延税金資産(流動)  

未払事業税 89,730千円

保証履行引当金 177,928千円

保証履行損失 148,484千円

その他 3,387千円

繰延税金資産(流動)小計 419,531千円

繰延税金資産(固定)  

繰延消費税額 2,400千円

長期前払費用 3,133千円

関係会社間内部利益消去 59,111千円

繰越欠損金 50,752千円

その他 2,597千円

小計 117,995千円

評価性引当額 △51,119千円

繰延税金資産（固定）小計  66,875千円

繰延税金資産合計 486,406千円

繰延税金資産の純額 486,406千円

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目の内訳 

法定実効税率 40.7% 

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4% 

住民税均等割 1.1% 

留保金課税 6.5% 

事業税の軽減税率による差異 △0.0% 

連結調整勘定償却額  0.0% 

その他 △0.1% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.6% 

  

法定実効税率 40.7% 

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6% 

住民税均等割 0.9% 

留保金課税 8.0% 

評価性引当額 2.2% 

その他 2.5% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 54.9% 

  



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

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

２．各区分に属する主要な事業内容 

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436,268

    千円であり、その内容は親会社の管理部門に係る費用であります。 

４．当連結会計年度における資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は2,273,420千円であ 

    り、その内容は親会社の管理部門に係る資産であります。 

 
ホフ事業 
（千円） 

賃貸サポート
事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高           

（1）外部顧客に対する売上高 3,280,433 2,702,486 5,982,919 － 5,982,919 

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － 

計 3,280,433 2,702,486 5,982,919 － 5,982,919 

営業費用 1,540,272 2,404,170 3,944,443 436,268 4,380,711 

営業利益 1,740,160 298,316 2,038,476 △436,268 1,602,208 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
     

資産 8,174,311 1,665,172 9,839,484 2,273,420 12,112,904 

減価償却費 6,927 2,075 9,003 7,967 16,970 

資本的支出 56,142 83,092 139,235 64,715 203,950 

ホフ事業   不動産ファンドのアセットマネジメント事業 

 賃貸サポート事業  賃貸住宅の滞納家賃保証事業  



当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

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

２．各区分に属する主要な事業内容 

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

1,057,932千円であり、その内容は親会社の管理部門に係る費用であります。 

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

    り、その内容は親会社の管理部門に係る資産であります。 

５．平成18年８月をもってホフ事業はアセットマネジメント事業に、賃貸サポート事業は賃貸保証事業に名称変

更しております。 

６．会計処理の方法の変更 

 連結財務諸表作成のための基本となる事項の変更に記載のとおり、当連結会計年度より、「投資事業組合

に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年９月

８日 実務対応報告第20号）を適用しております。 

 この結果、従来の会計処理によった場合と比べ、「アセットマネジメント事業」の総資産が44,104,655千

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

 
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） 

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高           

（1）外部顧客に対する売上高 6,659,553 4,822,882 11,482,435 － 11,482,435 

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 7,634 7,634 △7,634 － 

計 6,659,553 4,830,517 11,490,070 △7,634 11,482,435 

営業費用 2,870,453 4,765,351 7,635,804 1,057,932 8,693,737 

営業利益 3,789,099 65,166 3,854,265 △1,065,567 2,788,698 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
     

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

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

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

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  



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）において、本邦以外の国または地域に所在

する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

２．当連結会計年度における営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,057,932

千円であり、その内容は親会社の管理部門に係る費用であります。 

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

の内容は親会社の管理部門に係る資産であります。 

４．会計処理の方法の変更 

 連結財務諸表作成のための基本となる事項の変更に記載のとおり、当連結会計年度より、「投資事業組合に

対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年９月８日

実務対応報告第20号）を適用しております。 

 この結果、従来の会計処理によった場合と比べ、「日本」についての総資産が12,099,978千円増加し、営業

利益が134,743千円減少しております。また、「ケイマン諸島」についての総資産が32,004,677千円増加し、

売上高が132,150千円減少し、営業損失が33千円増加しております。 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）において、海外売上高がないため、該当事

項はありません。 

当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

（注）１．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。 

 
日本 
（千円） 

ケイマン諸島 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高           

（1）外部顧客に対する売上高 11,482,435 － 11,482,435 － 11,482,435 

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 132,150 132,150 △132,150 － 

計 11,482,435 132,150 11,614,585 △132,150 11,482,435 

営業費用 7,635,771 132,183 7,767,954 925,782 8,693,737 

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

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

 
ケイマン諸島 
（千円） 

計 
（千円） 

Ⅰ 海外売上高 1,353,350 1,353,350 

Ⅱ 連結売上高 － 11,482,435 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
11.8 11.8 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注） 当社は、虎ノ門オフィスの賃借料に対して代表取締役社長 姜 裕文及び取締役 谷家 衛より保証を受けてお

りますが、保証料の支払いは行っておりません。なお、同賃貸借契約は平成18年１月31日に解消しておりま

す。 

当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

子会社等 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の
内容又
は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 役員の兼

任等 
事業上の
関係 

役員 姜 裕文 － － 

当社代

表取締

役社長 

(被所有) 

直接36.57 
－ － 

当社賃貸

借契約の

債務保証 

（注） 

－ － － 

役員 谷家 衛 － － 
当社取

締役 

(被所有) 

直接11.65 
－ － 

当社賃貸

借契約の

債務保証 

（注） 

－ － － 

属性 
会社等の名
称 

住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内
容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

役員の兼
任等 
（人） 

事業上の
関係 

関連会社  

リプラス・

レジデンシ

ャル・ウェ

アハウス匿

名組合 

東京都 

千代田区 
－ 

匿名組合財

産の運用及

び管理 

(所有) 

直接 10.9 
－ 

匿名組合

の出資 

匿名組合

出資 
2,520,743 

その他の

関係会社

有価証券 

2,520,743



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

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

であります。 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１株当たり純資産額       79,700円25銭 

１株当たり当期純利益金額      7,993円50銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
     7,282円78銭 

 

１株当たり純資産額 28,291円71銭 

１株当たり当期純利益金額 3,915円11銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
3,699円00銭 

 当社は平成18年２月20日付をもって普通株式１株

を３株に分割しております。当該株式分割が前連結

会計年度期首に行われたと仮定した場合の前連結会

計年度における１株当たり情報については以下のと

おりになります。 

１株当たり純資産額 26,566円75銭  

１株当たり当期純利益金額 2,664円50銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
2,427円59銭 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

純資産の部の合計金額（千円） － 8,269,873 

純資産の部から控除する金額（千円） － 92,494 

（うち少数株主持分） (－) (92,494) 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） － 8,177,378 

期末の普通株式の数（株） － 289,038 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 677,701 1,103,921 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 677,701 1,103,921 

期中平均株式数（株） 84,782 281,965 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 8,274 16,473 

（うち新株予約権） (8,274) (16,473) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり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 

なお、概要は「社債明細表」に記

載のとおりであります。 



（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１. 平成18年１月18日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、以下のように有限会社MASUKAGAMIの借入れに対し債

務保証を行っております。 

（1）債務保証の概要 

①債務保証の内容 有限会社MASUKAGAMIのオリック

ス株式会社からの借入金に対す

る連帯保証 

②債務保証額   20億円 

③債務保証期間  平成18年1月23日より平成18年7

月24日 

（2）保証先の概要   有限会社MASUKAGAMI（特定目的

会社：SPC） 

①不動産の売買、交換、賃貸、所有及びその仲介並

びに管理 

②不動産に関する信託受益権の売買、交換、保有及

び管理 

③匿名組合財産の運用及び管理 

④前各号に附帯する一切の業務を目的とする。 

（3）目的 

 不動産の取得、またはかかる不動産を信託財産とす

る不動産管理処分信託契約にかかる不動産信託受益権

を取得し、信託受託者を通じるなどして当該不動産の

管理、運用及び処分を行うことを目的とする。 

２．平成17年11月18日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、以下のように株式分割による新株式を発行いたしま

した。 

（1）平成18年２月20日付をもって普通株式１株を３株に

分割いたしました。 

①今回の分割により増加する株式数    

普通株式 185,396株 

②分割方法 

 平成17年12月31日(土曜日)（ただし、当日は名

義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年

12月30日（金曜日））最終の株主名簿及び実質株

主名簿に記載または記録された株主の所有株式数

を、１株につき３株に分割いたしました。 

 以上により、平成18年２月20日現在の発行済株式

総数は、279,642株となりました。 

（2）配当起算日     平成18年１月１日(日曜日) 

（3）当社が発行する株式の総数の増加 

 同日開催の取締役会において、上記の株式の分割

に伴い、商法第218条第２項の規定に基づき、当社

定款上の「発行する株式の総数」について、現行の

303,600株から607,200株増加させて910,800株に変

更することを決議しております。 

１．平成18年12月21日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、以下のように有限会社デリーに対する匿名組合出資

持分を地位譲渡しております。 

 （1）譲渡日       平成19年２月15日 

 （2）匿名組合出資持分  ５億円 

 （3）譲渡対象額     ５億円 

 ２．平成18年12月21日のリプラス・インベストメンツ株式

会社の取締役の決定により、以下のように有限会社カル

カッタに対する匿名組合出資持分を一部地位譲渡してお

ります。 

 （1）譲渡日       平成19年２月15日 

 （2）匿名組合出資持分  20億円 

 （3）譲渡対象額     10億円 

 ３．平成19年１月５日の当社取締役会決議に基づき、以下

のとおりコマーシャルペーパー（CP)を発行しておりま

す。 

 （1）発行額        30億円 

 （2）期間        平成19年１月10日より平成19年

５月30日 

 （3）ディーラー     大和証券エスエムビーシー株式

会社 

 （4）資金使途      平成18年４月20日付で不動産フ

ァンドのアセットマネジメント

事業拡大のために発行したコマ

ーシャルペーパーの返済（平成

19年１月22日返済）などに使用

いたします。 

 ４．平成19年１月25日開催の当社取締役会において、以下

のように有限会社KATSURAGAWAに対する匿名組合出資持

分を地位譲渡することを決議しております。 

 （1）譲渡日       平成19年２月以降 

 （2）匿名組合出資持分  ６億599万５千円 

 （3）譲渡対象額     ６億599万５千円 

 



前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

（4）新株予約権の目的たる株式の数及び行使価額の調整 

 株式の分割に伴い、商法第280条ノ20、第280条ノ

21及び臨時株主総会の決議に基づき発行している新

株予約権（ストックオプション）の新株予約権１個

当たりの目的たる株式の数及び行使価額を平成18年

１月１日（日曜日）以降、次のとおり調整いたしま

す。 

 (平成15年７月31日及び平成15年12月８日開催の臨時株

主総会の決議によるもの) 

 (平成16年６月30日開催の臨時株主総会の決議によるも

の) 

 (平成16年11月１日開催の臨時株主総会の決議によるも

の) 

  
新株予約権の目 

的たる株式の数 
行使価額 

  調整後  ９株  556円 

  調整前 ３株 1,667円

  
新株予約権の目 

的たる株式の数 
行使価額 

 調整後 ９株 600円  

 調整前 ３株 1,800円  

  
新株予約権の目 

的たる株式の数 
行使価額 

 調整後 ９株 806円  

 調整前 ３株 2,417円  

５．平成19年２月16日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、平成19年３月12日付で当社がオリジネーターとし

て手掛ける、当社賃貸保証事業を対象にした、賃貸人

との保証契約及び賃借人との保証委託契約に基づく年

間保証委託料将来債権の証券化による資金調達を行っ

ております。また、本証券化における特別目的会社

（SPC)である合同会社レントゴー第１回責任財産限定

特約付ローンについて、格付け会社スタンダード＆プ

アーズよりBBB格の格付けを取得いたしました。 

（1）格付けの対象  合同会社レントゴー第１回責任財

産限定特約付ローン（トランシェ

A-1ローン） 

（2）借入総額    トランシェA-1 3.5億円 

その他トランシェ合わせて16.8億

円 

（3）期間      平成19年３月～平成24年２月 

（4）裏付け資産   保証委託契約等に基づく年間保証

委託料将来債権 

（5）格付け     BBB 

（6）格付け会社   スタンダード＆プアーズ 

（7）借入主体    合同会社レントゴー 

（8）オリジネーター 株式会社リプラス 

（9）バックアップサービサー  

青山綜合会計事務所、日立キャピ

タル債権回収株式会社 

（10）アレンジャー  三菱UFJ証券株式会社 

（11）その他     トランシェA-1ローンは、格付け

を取得しておりますが、トランシ

ェA-2ローン、トランシェBロー

ン、トランシェCローンについて

は格付けを取得しておりません。 

 



前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

───────────── ６．平成19年３月26日の当社取締役会決議に基づき、以

下のように合同会社Rブリッジ（特定目的会社：SPC）

に対し匿名組合出資を行い、また、同社の借入れに対

し債務保証を行っております。 

（1）匿名組合出資契約の概要 

①出資額     550,837千円（当社の出資比率

100％）（ただし、合同会社Rブリ

ッジの借入条件により、当社の匿

名組合出資額は最大で1,580,837

千円となる場合があります。） 

（2）債務保証の概要 

①債務保証の内容 合同会社Rブリッジの株式会社三

井住友銀行からの借入金に対する

債務保証 

②債務保証額   4,660,000千円 

③債務保証期間  平成19年３月26日より平成20年３

月25日 

（3）出資及び保証先の概要 

         合同会社Rブリッジ（特定目的会

社：SPC）（平成19年２月設立） 

         不動産の取得、または係る不動産

を信託財産とする不動産管理処分

信託契約にかかる不動産信託受益

権を取得し、信託受託者を通じる

などして当該不動産の管理、運用

及び処分をすることを目的とす

る。 

７．平成19年３月29日開催の当社取締役会決議に基づ

き、以下のようにアレンジャーである株式会社みずほ

銀行及びシンジケート団との間で金銭消費貸借契約を

締結しております。 

（1）契約金額    総額2,300,000千円 

（2）契約締結日   平成19年３月30日 

（3）借入実行日   平成19年４月３日 

（4）最終返済日   平成24年３月28日 

（5）アレンジャー   株式会社みずほ銀行 

（6）エージェント   株式会社みずほ銀行 

（7）資金使途      長期運転資金 

（8）担保      当社が保有するリプラス・レジデ

ンシャル投資法人の投資証券3,500

口及び連結子会社が保有するリプ

ラス・レジデンシャル投資法人の

投資証券3,000口、計6,500口 

（9）参加金融機関  株式会社みずほ銀行、株式会社り

そな銀行、株式会社都民銀行、株

式会社八十二銀行、株式会社横浜

銀行、興銀リース株式会社 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１．新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。  

（注） 本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは、本社債の全額の償還に代えて当

該新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなし、か

つ当該新株予約権に基づく払込があったものとみなします。 

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。 

（2）【その他】 

 該当事項はありません。 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

利率（％） 担保 償還期限 

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  

平成18年12月

26日 
－ 2,000,000 － なし 

平成22年12月

24日 

合計 － － － 2,000,000 － － － 

銘柄 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

発行すべき株式 普通株式  

新株予約権の発行価額（千円） 無償  

発行価額の総額（千円） 2,000,000 

新株予約権の行使により発行した株式の発行額の
総額（千円） 

－ 

新株予約権の付与割合（％） 100 

新株予約権の行使期間  
自 平成18年12月27日 

至 平成22年12月23日  

１年以内（千円） 
１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内 
（千円） 

３年超４年以内 
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

－ － － 2,000,000 － 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 2,416,000 38,764,336 2.65 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 9,960 62,270 1.94 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 4,270 1,072,500 1.64 平成21年 

その他の有利子負債 － － － － 

計 2,430,230 39,899,106 － － 

 
１年超２年以
内（千円） 

２年超３年以
内（千円） 

３年超４年以
内（千円） 

４年超５年以
内（千円） 

長期借入金 338,500 734,000 － － 



２【財務諸表等】 

（1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成17年12月31日） 
当事業年度 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金 ※３  2,129,751   2,836,451  

２．売掛金 ※２  897,415   1,731,252  

３．販売用不動産 ※６  －   278,482  

４．仕掛品   5,356   8,161  

５．貯蔵品   9,169   15,801  

６. 前渡金   377,524   472,548  

７．前払費用   45,514   127,894  

８．繰延税金資産   191,848   400,113  

９．未収入金   326,269   772,486  

10．短期貸付金 ※２  403,580   4,517,095  

11．立替金 ※２  1,151,676   1,537,584  

12．その他 ※２  15,065   63,690  

  貸倒引当金   △444   △1,008  

流動資産合計   5,552,727 47.4  12,760,555 62.4 

Ⅱ 固定資産        

１. 有形固定資産        

（1）建物  119,185   234,261   

減価償却累計額  11,487 107,698  21,654 212,606  

（2）器具備品  6,246   13,252   

減価償却累計額  3,348 2,897  5,469 7,783  

有形固定資産合計   110,595 0.9  220,390 1.1 

２. 無形固定資産        

（1）ソフトウェア   77,914   151,025  

（2）電話加入権   404   404  

無形固定資産合計   78,319 0.7  151,430 0.7 

３. 投資その他の資産        

（1）投資有価証券   4,042,047   1,585,019  

（2）その他の関係会社有
価証券 

 
 －   4,223,096  

（3）関係会社株式   288,000   328,000  

（4）出資金   10   10  

（5）長期貸付金   301,120   188,350  

（6）関係会社長期貸付金   1,000,000   173,820  

（7）長期前払費用   2,991   －  

（8）繰延税金資産   1,240   5,887  

（9）敷金保証金   350,111   820,627  

投資その他の資産合計   5,985,521 51.0  7,324,810 35.8 

固定資産合計   6,174,436 52.6  7,696,630 37.6 

Ⅲ 繰延資産        

１．創立費   92   －  

２．開業費   882   －  

繰延資産合計   975 0.0  － － 

資産合計   11,728,139 100.0  20,457,186 100.0 

        
 



  
前事業年度 

（平成17年12月31日） 
当事業年度 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．短期借入金 ※5、7  2,416,000   2,614,336  

２．一年以内返済予定
長期借入金 

    9,960     62,270   

３．コマーシャルペーパー     －     2,500,000   

４．未払金   592,292   1,050,170  

５．未払法人税等   595,356   1,055,367  

６．前受金   6,090   97,608  

７．預り金   544,215   1,002,114  

８．前受収益   9,268   36,251  

９．保証履行引当金   168,603   437,279  

10．その他 ※２  62,530   140,062  

流動負債合計    4,404,315 37.6  8,995,460 44.0 

Ⅱ 固定負債        

１．社債   －  2,000,000  

２．長期借入金 ※６  4,270   1,072,500  

３．長期預り保証金   19,697   －  

４．その他    －   48,023  

固定負債合計   23,967 0.2  3,120,523 15.2 

負債合計   4,428,283 37.8  12,115,984 59.2 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※１  3,265,361 27.8  － － 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  3,230,033   －   

 資本剰余金合計   3,230,033 27.5  － － 

Ⅲ 利益剰余金        

１．当期未処分利益  804,460   －   

利益剰余金合計   804,460 6.9  － － 

資本合計   7,299,856 62.2  － － 

負債・資本合計   11,728,139 100.0  － － 

        

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本               

１．資本金     － －   3,268,685 16.0 

２．資本剰余金               

(1）資本準備金   －     3,233,356     

資本剰余金合計      － －   3,233,356 15.8 

３．利益剰余金               

(1）その他利益剰余金               

繰越利益剰余金   －     2,014,160     

利益剰余金合計     － －   2,014,160 9.8 

株主資本合計      － －   8,516,202 41.6 

Ⅱ 評価・換算差額等               

１．その他有価証券評価差
額金 

    －     △175,000   

評価・換算差額等合計      － －   △175,000 △0.8 

純資産合計     － －   8,341,202 40.8 

負債・純資産合計     － －   20,457,186 100.0 

    



②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高        

１．アセットマネジメント
事業売上高 

※１ 
2,948,371   5,665,001   

２．賃貸保証事業売上高  2,702,486 5,650,858 100.0 4,830,517 10,495,518 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．アセットマネジメント
事業原価 

 
887,954   972,196   

２．賃貸保証事業原価  525,489 1,413,444 25.0 1,064,079 2,036,276 19.4 

売上総利益   4,237,413 75.0  8,459,242 80.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費  45,546   46,590   

２．紹介手数料  76,061   －   

３．販売促進費  －   181,203   

４．役員報酬  96,000   109,316   

５．給与手当  1,156,523   2,143,005   

６．福利厚生費  204,045   396,447   

７．業務委託費  93,516   292,923   

８．地代家賃  175,296   381,700   

９．支払手数料  134,709   165,997   

10．支払報酬  －   172,989   

11．減価償却費  8,607   18,189   

12．ソフトウェア償却費  1,732   9,154   

13．貸倒引当金繰入額  444   1,008   

14．貸倒損失  777   2,129   

15．その他  877,192 2,870,453 50.8 1,926,992 5,847,650 55.7 

営業利益   1,366,959 24.2  2,611,592 24.9 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息 ※１ 11,817   51,348   

２．受取配当金  －   38,025   

３．業務受託収入 ※１ 1,725   －   

４．その他  1,122 14,665 0.3 7,849 97,223 0.9 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  39,823   65,350   

２．コマーシャルペーパー
利息 

 
－   33,377   

３．創立費償却  92   92   

４．開業費償却  882   882   

５．支払借入手数料  82,451   8,707   

６．新株発行費  43,294   －   

７．株式交付費  －   4,477   

８．社債発行費  －   350   

９．その他  3 166,546 3.0 1,000 114,237 1.1 

経常利益   1,215,077 21.5  2,594,577 24.7 

Ⅵ 特別損失        

１．移転費用  56,508 56,508 1.0 216,278 216,278 2.0 

税引前当期純利益   1,158,568 20.5  2,378,298 22.7 

法人税、住民税及び事
業税 

 
698,500   1,381,510   

法人税等調整額  △128,030 570,469 10.1 △212,911 1,168,599 11.2 

当期純利益   588,099 10.4  1,209,699 11.5 

前期繰越利益   216,361   －  

当期未処分利益   804,460   －  

        



売上原価明細書 

 (イ) アセットマネジメント事業原価 

（注）原価計算の方法は、実際個別原価計算によっております。 

 (ロ) 賃貸保証事業原価 

  
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ．不動産購入費  － － 278,482 22.2 

Ⅱ．人件費  126,793 14.3 212,942 17.0 

Ⅲ．経費  761,172 85.7 762,059 60.8 

 （うち賃借料）  (512,962)  (140,009)  

アセットマネジメント事業総費用  887,966 100.0 1,253,484 100.0 

期首仕掛品たな卸高  5,344  5,356  

合計  893,311  1,258,840  

期末販売用不動産たな卸高  －  278,482  

期末仕掛品たな卸高  5,356  8,161  

当期アセットマネジメント事業原価  887,954  972,196  

      

  
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ．人件費  1,794 0.3 2,113 0.2 

Ⅱ．経費  523,695 99.7 1,061,965 99.8 

 （うち保証履行引当金繰入額）  (168,603)  (437,279)  

当期賃貸保証事業原価  525,489 100.0 1,064,079 100.0 

      



③【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書 

株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成18年３月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   804,460 

Ⅱ 次期繰越利益   804,460 

    

 

株主資本 
評価・換算差

額等 

純資産合計

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 資本準備金 
その他利益剰余金

繰越利益剰余金 

平成17年12月31日 残高（千円） 3,265,361 3,230,033 804,460 7,299,856 － 7,299,856 

事業年度中の変動額       

新株の発行（千円） 3,323 3,323 － 6,646 － 6,646 

当期純利益（千円） － － 1,209,699 1,209,699 － 1,209,699 

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）（千
円） 

－ － － － △175,000 △175,000 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

3,323 3,323 1,209,699 1,216,345 △175,000 1,041,345 

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



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日） 

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

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 (2) 匿名組合出資金 

匿名組合の損益のうち当社に帰属す

る持分相当額を売上高に計上するとと

もに「投資有価証券」を加減する処理

を行っております。 

(2)    ────────── 

 (3)    ────────── 

  

(3) 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。  
 (4) その他有価証券 

時価のあるもの 

    ────────── 

(4) その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法によ

り算出）によっております。 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用して

おります。  

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1)    ────────── 

  

(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。  
 (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 

 (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．固定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 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法によっておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日） 

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

４．繰延資産の処理方法 (1) 創立費 

商法施行規則の規定に基づき、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。 

(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。 

 (2) 開業費 

商法施行規則の規定に基づき、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 

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) 新株発行費 

支出時に全額費用処理しておりま

す。 

(3) 株式交付費 

支出時に全額費用処理しておりま

す。 
 (4)    ────────── 

  

(4) 社債発行費 

支出時に全額費用処理しておりま

す。 

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 保証履行引当金 

滞納家賃保証事業に係る損失に備え

るため、過去の実績保証履行損失率を

勘案し、損失負担見込額を計上してお

ります。 

(2) 保証履行引当金 

 賃貸保証事業に係る損失に備えるた

め、過去の実績保証履行損失率を勘案

し、損失負担見込額を計上しておりま

す。 

６．収益及び費用の計上基準 滞納家賃保証事業の収益は、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。 

賃貸保証事業の収益は、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。 

７. 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 

８．その他財務諸表作成のた

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。 

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。 



会計処理方法の変更 

項目 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

  至 平成17年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年１月１日 

   至 平成18年12月31日）  

貸借対照表の「純資産の部」の表示

に関する会計基準 

────────────  当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は8,341,202千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 



表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

（貸借対照表） 

 前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「短期貸付金」は、当事業年度において、

資産の総額の100分の１を超えたため、区分掲記いたしま

した。 

 なお、前事業年度末の「短期貸付金」の金額は3,500千

円であります。  

  前事業年度まで流動負債に表示しておりました「未払

消費税等」は、当事業年度において、負債及び資本の合

計額の100分の１以下となったため「その他」に含めて表

示しております。 

 なお、当事業年度末における「未払消費税等」の金額

は61,852千円であります。 

（貸借対照表） 

 前事業年度まで固定負債に表示しておりました「長期

預り保証金」は、当事業年度において、「その他」に含

めて表示しております。 

 なお、当事業年度末における「長期預り保証金」の金額

は5,168千円であります。 

──────────── （損益計算書） 

 前事業年度まで売上高及び売上原価並びに売上原価明

細書において表示しておりました「滞納家賃保証事業売

上高」及び「滞納家賃保証事業原価」は、平成18年８月

に事業部名を変更したことに伴い、「賃貸保証事業売上

高」及び「賃貸保証事業原価」と表示しております。 

 前事業年度まで販売費及び一般管理費に表示しており

ました「紹介手数料」は、当事業年度において販売費及

び一般管理費の総額の100分の10以下となったため「販売

促進費」に含めて表示しております。 

 なお、当事業年度における「紹介手数料」の金額は

170,977千円であります。 

 前事業年度まで販売費及び一般管理費の「業務委託

費」に含めて表示しておりました「雑給」は、当事業年

度において、「その他」に含めて表示しております。 

 なお、当事業年度における「雑給」の金額は180,329千

円であり、前事業年度は72,655千円であります。 

 販売費及び一般管理費の「支払報酬」は、前事業年度

まで販売費及び一般管理費の「支払手数料」に含めて表

示しておりましたが、当事業年度において個別掲記して

おります。 

 なお、前事業年度において「支払手数料」に含めて表

示しておりました「支払報酬」の金額は、50,952千円で

あります。 

 前事業年度まで営業外収益に表示しておりました「業

務受託収入」は、当事業年度において営業外収益の総額

の100分の10以下となったため「その他」に含めて表示し

ております。 

 なお、当事業年度における「業務受託収入」の金額は

5,400千円であります。 
  平成18年８月11日付「繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い（実務対応報告19号）」により、前事業年度

まで営業外費用に表示しておりました「新株発行費」

は、当事業年度において「株式交付費」と表示しており

ます。 



追加情報 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度から外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取

扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計上しております。

 この結果、販売費及び一般管理費は28,315千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ同額

減少しております。 

──────────── 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年12月31日） 

当事業年度 
（平成18年12月31日） 

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．    ──────────── 

 授権株式数 普通株式 303,600株 

 発行済株式総数 普通株式   92,698株 

 

 ※２．関係会社項目     

 関係会社に対する資産及び負債のうち、区分掲

記されたもの以外で各科目に含まれているものは

次のとおりであります。     

 売掛金   149,999千円 

 短期貸付金 300,000千円 

 上記のほか、関係会社との取

引により発生した資産 

 28,434千円 

 関係会社との取引により発生

した負債 

 193千円 

 ※２．関係会社項目     

 関係会社に対する資産及び負債のうち、区分掲

記されたもの以外で各科目に含まれているものは

次のとおりであります。     

 売掛金  883,556千円 

 短期貸付金 4,513,505千円 

 立替金 105,215千円 

 上記のほか、関係会社との取

引により発生した資産 

72,770千円 

３．    ──────────── ※３．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

担保付債務 

 当社がアセットマネジメント業務を行う有限会社

リプラスロード８の借入金及び未払費用の総額

9,005,015千円に対して、上記資産を担保に提供して

おります。 

 定期預金 367,657千円 

４．偶発債務 

（1）連帯保証債務 

 滞納家賃保証事業に係る保証極度相当額であり

ます。 

４．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   22,605,614千円  保証極度相当額 40,491,502千円 

（2） ──────────── （2）保証債務 

下記の会社の借入金に対する債務保証 

当社がアセットマネジメント業務を行う有限

会社MASUKAGAMI 

2,000,000千円 

リプラス・インベストメンツ株式会社 

2,000,000千円 

 当社がアセットマネジメント業務を行う会社の

信用を補完することを目的に債務保証に関する確

約書を差し入れております。 

リプラス・レジデンシャル・コンストラクショ

ン２号特定目的会社 

3,685,762千円 

 



前事業年度 
（平成17年12月31日） 

当事業年度 
（平成18年12月31日） 

※５．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事業年

度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

※５．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 

    1,980,000千円 

 借入実行残高     1,407,000千円 

 差引額       573,000千円 

 当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 

3,780,000千円 

 借入実行残高 2,071,000千円 

 差引額 1,709,000千円 

 ※６．    ────────────  ※６．合同会社リプラス・レジデンシャル・コントラクシ

ョンマネジメント１号に対して、依頼者の意向に基づ

き当社が一旦所有権を取得した不動産信託受益権を譲

渡した取引については、「特別目的会社を活用した不

動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指

針」（日本公認会計士協会 会計制度委員会報告書第

15号）に準じて、金融取引として会計処理しておりま

す。なお、当該処理により計上された当事業年度末の

主な資産及び負債は下記のとおりであります。 

販売用不動産          278,482千円 

長期借入金           280,500千円 

 ※７．    ────────────  ※７．財務制限条項 

（1）短期借入金合計額のうち157,000千円（貸出コミ

ットメントの総額180,000千円）には、以下の財務

制限条項が付されており、各条項のいずれかに抵触

した場合には、当該借入金の借入先に対し該当ある

借入金額を一括返済することがあります。 

①各事業年度の決算期または中間決算期の末日におけ

る貸借対照表における純資産額が、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） 

 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） 

 



（損益計算書関係） 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。  

前事業年度 
（平成17年12月31日） 

当事業年度 
（平成18年12月31日） 

 （2）短期借入金合計額のうち164,000千円（貸出コミ

ットメントの総額500,000千円）には、以下の財務

制限条項が付されており、各条項のいずれかに抵触

した場合には、当該借入金の借入先に対し該当ある

借入金額を一括返済することがあります。 

①各連結会計年度末（中間を含む。）における連結の

貸借対照表における純資産額を、前年比75％以上に

維持すること。 

②各事業年度末（中間を含む。）における単体の貸借

対照表における純資産額を、前年比75％以上に維持

すること。 

③各連結会計年度における連結の損益計算書に示され

る経常損益が平成17年12月期以降の決算期につき、

損失とならないようにすること。 

④各事業年度における単体の損益計算書に示される経

常損益が平成17年12月期以降の決算期につき、損失

とならないようにすること。 

⑤各連結会計年度末（中間を含む。）における連結の

貸借対照表上の借入依存度を70％以下に維持するこ

と。 

⑥各事業年度末（中間を含む。）における単体の貸借

対照表上の借入依存度を70％以下に維持すること。

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

 営業外収益  

 業務受託収入  

  

1,725千円

   売上高  

 営業外収益 

受取利息 

4,042,747千円

 

47,670千円

 



（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

（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） 

期末残高相
当額 
（千円） 

建物 35,953 4,473 31,480 

器具備品 283,725 41,017 242,707 

ソフトウェア 53,281 10,348 42,932 

合計 372,960 55,839 317,120 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

建物 38,355 10,709 27,646 

器具備品 434,652 105,410 329,241 

ソフトウェア 518,891 71,714 447,177 

合計 991,899 187,834 804,065 

（2）未経過リース料期末残高相当額 （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     65,198千円

１年超       257,508千円

合計       322,706千円

１年内 186,863千円

１年超 630,085千円

合計 816,948千円

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

（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      54,474千円

減価償却費相当額     47,827千円

支払利息相当額    11,477千円

支払リース料 153,661千円

減価償却費相当額 138,671千円

支払利息相当額 22,946千円

（4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（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 

  

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．           ──────────── 

１年内      1,680千円

１年超      1,680千円

合計     3,360千円

 

  （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。 



（有価証券関係） 

前事業年度末（平成17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。 

当事業年度末（平成18年12月31日現在） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産(流動)  

未払事業税       43,331千円

保証履行引当金       109,701千円

保証履行損失     35,027千円

その他     3,788千円

繰延税金資産(流動)小計       191,848千円

繰延税金資産(固定)  

繰延消費税額    1,045千円

その他    195千円

繰延税金資産(固定)小計    1,240千円

繰延税金資産合計       193,089千円

繰延税金資産の純額       193,089千円

  

繰延税金資産(流動)  

未払事業税 70,375千円

保証履行引当金 177,928千円

保証履行損失 148,484千円

その他 3,324千円

繰延税金資産(流動)小計 400,113千円

繰延税金資産(固定)  

繰延消費税額 2,400千円

一括償却資産 2,563千円

その他 922千円

繰延税金資産(固定)小計 5,887千円

繰延税金資産合計 406,000千円

繰延税金資産の純額 406,000千円

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目の内訳 

法定実効税率 40.7% 

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4% 

住民税均等割 1.3% 

留保金課税 6.9% 

その他 △0.1% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.2% 

  

法定実効税率 40.7% 

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5% 

住民税均等割 0.9% 

留保金課税 7.4% 

その他 △0.4% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.1% 

  



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

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

であります。 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１株当たり純資産額       78,748円80銭 

１株当たり当期純利益金額      6,936円64銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
     6,319円89銭 

 当社は平成17年５月20日付をもって普通株式１株

を３株に分割しております。当該株式分割が前事業

年度期首に行われたと仮定した場合の前事業年度に

おける１株当たり情報については以下のとおりにな

ります。 

１株当たり純資産額       10,525円29銭 

１株当たり当期純利益金額 2,785円35銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
2,772円50銭 

１株当たり純資産額 28,858円50銭 

１株当たり当期純利益金額 4,290円25銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
4,053円44銭 

 当社は平成18年２月20日付をもって普通株式１株

を３株に分割しております。当該株式分割が前事業

年度期首に行われたと仮定した場合の前事業年度に

おける１株当たり情報については以下のとおりにな

ります。 

１株当たり純資産額 26,249円60銭 

１株当たり当期純利益金額 2,312円21銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
2,106円63銭 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

純資産の部の合計金額（千円） － 8,341,202 

純資産の部から控除する金額（千円） － － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） － 8,341,202 

期末の普通株式の数（株） － 289,038 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 588,099 1,209,699 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 588,099 1,209,699 

期中平均株式数（株） 84,782 281,965 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 8,274 16,473 

（うち新株予約権） (8,274) (16,473) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり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 

なお、概要は「社債明細表」に記

載のとおりであります。 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．平成18年１月18日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、以下のように有限会社MASUKAGAMIの借入れに対し

債務保証を行っております。 

（1）債務保証の概要 

①債務保証の内容 有限会社MASUKAGAMIのオリックス

株式会社からの借入金に対する連

帯保証 

②債務保証額   20億円 

③債務保証期間  平成18年1月23日より平成18年７

月24日 

（2）保証先の概要 

  有限会社MASUKAGAMI（特定目的会社：SPC） 

①不動産の売買、交換、賃貸、所有及びその仲介並び

に管理 

②不動産に関する信託受益権の売買、交換、保有及び

管理 

③匿名組合財産の運用及び管理 

④前各号に附帯する一切の業務を目的とする。 

（3）目的 

 不動産の取得、またはかかる不動産を信託財産

とする不動産管理処分信託契約にかかる不動産信

託受益権を取得し、信託受託者を通じるなどして

当該不動産の管理、運用及び処分を行うことを目

的とする。 

２. 平成17年11月18日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、以下のように株式分割による新株式を発行いたし

ました。 

（1）平成18年２月20日付をもって普通株式１株を３株に

分割いたしました。 

①今回の分割により増加する株式数  

          普通株式 185,396株 

②分割の方法 

  平成17年12月31日（土曜日）（ただし、当日は

名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17

年12月30日（金曜日））最終の株主名簿及び実質

株主名簿に記載または記録された株主の所有株式

数を、１株につき３株に分割いたしました。 

  以上により、平成18年２月20日現在の発行済株

式総数は、279,642株となりました。 

（2）配当起算日    平成18年１月１日(日曜日) 

（3）当社が発行する株式の総数の増加 

 同日開催の取締役会において、上記の株式の分

割に伴い、商法第218条第２項の規定に基づき、当

社定款上の「発行する株式の総数」について、現

行の303,600株から607,200株増加させて910,800株

に変更することを決議しております。 

１．平成18年12月21日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、以下のように有限会社デリーに対する匿名組合出

資持分を地位譲渡しております。 

（1）譲渡日       平成19年２月15日 

（2）匿名組合出資持分 ５億円 

（3）譲渡対象額    ５億円 

２．平成19年１月５日の当社取締役会決議に基づき、以

下のとおりコマーシャルペーパー（CP)を発行しており

ます。 

（1）発行額         30億円 

（2）期間          平成19年１月10日より平成19年

５月30日 

（3）ディーラー    大和証券エスエムビーシー株式

会社 

（4）資金使途        平成18年４月20日付で不動産フ

ァンドのアセットマネジメント

事業拡大のために発行したコマ

ーシャルペーパーの返済（平成

19年１月22日返済）などに使用

いたします。 

３．平成19年１月25日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、以下のとおりRCA01（特定目的会社：SPC）の借入

れに対し債務保証を行っております。 

（1）債務保証の概要 

 ①債務保証の内容    RCA01のCredit Suisse 

Internationalからの借入れ

に対する債務保証 

 ②債務保証額         322億円  

 ③債務保証期間     平成19年1月25日より中国に

おける不動産所有権登記完了

まで 

（2）保証先の概要     RCA01（特定目的会社：SPC） 

中国に所在する不動産を取得し

て当該不動産の管理、運用及び

処分を行うことを目的とする。

（3）債務保証期間の対象となる不動産の概要 

 ①名称         華貿センター第１、第２棟オ

フィスビル及び地下駐車場 

 ②所在地        中国北京市朝陽区建国路79号 

 



前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

（4）新株予約権の目的たる株式の数及び行使価額の調整

株式の分割に伴い、商法第280条ノ20、第280条ノ21

及び臨時株主総会の決議に基づき発行している新株予

約権（ストックオプション）の新株予約権１個当たり

の目的たる株式の数及び行使価額を平成18年１月１日

（日曜日）以降、次のとおり調整いたします。 

(平成15年７月31日及び平成15年12月８日開催の臨時

株主総会の決議によるもの) 

(平成16年６月30日開催の臨時株主総会の決議による

もの) 

(平成16年11月１日開催の臨時株主総会の決議による

もの) 

（5）当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前期における１株当たり情報及び当期首に行われた

と仮定した場合の当期における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなります。 

  
新株予約権の目 

的たる株式の数 
行使価額 

  調整後  ９株  556円 

  調整前 ３株 1,667円

  
新株予約権の目 

的たる株式の数 
行使価額 

 調整後 ９株 600円  

 調整前 ３株 1,800円  

  
新株予約権の目 

的たる株式の数 
行使価額 

 調整後 ９株 806円  

 調整前 ３株 2,417円  

前事業年度 当事業年度 

1株当たり純資産額 
3,508円43銭 

1株当たり当期純利益 
928円45銭 

潜在株式調整後1株当た
り当期純利益 

924円17銭 

1株当たり純資産額 
26,249円60銭 

1株当たり当期純利益 
2,312円21銭 

潜在株式調整後1株当たり
当期純利益 

2,106円63銭 

４．平成19年１月25日開催の当社取締役会において、以

下のように有限会社KATSURAGAWAに対する匿名組合出

資持分を地位譲渡することを決議しております。 

（1）譲渡日        平成19年２月以降 

（2）匿名組合出資持分  ６億599万５千円 

（3）譲渡対象額     ６億599万５千円 

５．平成19年２月16日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、平成19年３月12日付で当社がオリジネーターとし

て手掛ける、当社賃貸保証事業を対象にした、賃貸人

との保証契約及び賃借人との保証委託契約に基づく年

間保証委託料将来債権の証券化による資金調達を行っ

ております。また、本証券化における特別目的会社

（SPC)である合同会社レントゴー第１回責任財産限定

特約付ローンについて、格付け会社スタンダード＆プ

アーズよりBBB格の格付けを取得いたしました。 

（1）格付けの対象  合同会社レントゴー第１回責任財

産限定特約付ローン（トランシェ

A-1ローン） 

（2）借入総額    トランシェA-1 3.5億円 

その他トランシェ合わせて16.8億

円 

 （3）期間      平成19年３月～平成24年２月 

 （4）裏付け資産   保証委託契約等に基づく年間保証

委託料将来債権 

 （5）格付け     BBB 

 （6）格付け会社   スタンダード＆プアーズ 

（7）借入主体    合同会社レントゴー 

 （8）オリジネーター 株式会社リプラス 

 （9）バックアップサービサー 

青山綜合会計事務所、日立キャピ

タル債権回収株式会社 

 （10）アレンジャー  三菱UFJ証券株式会社 

 （11）その他     トランシェA-1ローンは、格付けを

取得しておりますが、トランシェ

A-2ローン、トランシェBローン、

トランシェCローンについては格付

けを取得しておりません。 

 



前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

───────────── ６．平成19年３月26日の当社取締役会決議に基づき、以

下のように合同会社Rブリッジ（特定目的会社：SPC）

に対し匿名組合出資を行い、また、同社の借入れに対

し債務保証を行っております。 

（1）匿名組合出資契約の概要 

①出資額     550,837千円（当社の出資比率

100％）（ただし、合同会社Rブリ

ッジの借入条件により、当社の匿

名組合出資額は最大で1,580,837

千円となる場合があります。） 

（2）債務保証の概要 

①債務保証の内容 合同会社Rブリッジの株式会社三

井住友銀行からの借入金に対する

債務保証 

②債務保証額   4,660,000千円 

③債務保証期間  平成19年３月26日より平成20年３

月25日 

（3）出資及び保証先の概要     

         合同会社Rブリッジ（特定目的会

社：SPC）（平成19年２月設立） 

         不動産の取得、または係る不動産

を信託財産とする不動産管理処分

信託契約にかかる不動産信託受益

権を取得し、信託受託者を通じる

などして当該不動産の管理、運用

及び処分をすることを目的とす

る。 

７．平成19年３月29日開催の当社取締役会決議に基づ

き、以下のようにアレンジャーである株式会社みずほ

銀行及びシンジケート団との間で金銭消費貸借契約を

締結しております。 

（1）契約金額    総額2,300,000千円 

（2）契約締結日   平成19年３月30日 

（3）借入実行日   平成19年４月３日 

（4）最終返済日   平成24年３月28日 

（5）アレンジャー   株式会社みずほ銀行 

（6）エージェント   株式会社みずほ銀行 

（7）資金使途      長期運転資金 

（8）担保      当社が保有するリプラス・レジデ

ンシャル投資法人の投資証券3,500

口及び連結子会社が保有するリプ

ラス・レジデンシャル投資法人の

投資証券3,000口、計6,500口 

（9）参加金融機関  株式会社みずほ銀行、株式会社り

そな銀行、株式会社都民銀行、株

式会社八十二銀行、株式会社横浜

銀行、興銀リース株式会社 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【その他】 

【有形固定資産等明細表】 

（注） 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

建物      本社移転に伴う工事              174,423千円    

ソフトウェア  アセットマネジメント事業を支える情報基盤整備  53,900千円 

賃貸保証事業を支える情報基盤整備        25,916千円 

【引当金明細表】 

投資有価証券 その他有価証券 

銘柄 
株式数 

（株） 

貸借対照表計上額 

（千円） 

株式会社アロー建物管理  150 7,500 

計  150 7,500 

投資有価証券 その他有価証券 

種類及び銘柄 
投資口数等 

（口） 

貸借対照表計上額 

（千円） 

（不動産投資信託） 

リプラス・レジデンシャル投資法人 

 

3,500 

 

1,575,000 

（匿名組合出資金） 

有限会社リプラスロード１  

 

－ 

 

2,519 

計 3,500 1,577,519 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高 
（千円） 

有形固定資産        

建物 119,185 179,601 64,525 234,261 21,654 21,940 212,606 

器具備品 6,246 13,063 6,056 13,252 5,469 2,898 7,783 

有形固定資産計 125,432 192,664 70,582 247,514 27,124 24,839 220,390 

無形固定資産        

ソフトウェア 79,913 82,265 － 162,178 11,153 9,154 151,025 

電話加入権 404 － － 404 － － 404 

無形固定資産計 80,317 82,265 － 162,583 11,153 9,154 151,430 

長期前払費用 2,991 － 2,991 － － － － 

繰延資産        

創立費 461 － － 461 461 92 － 

開業費 4,414 － － 4,414 4,414 882 － 

繰延資産計 4,875 － － 4,875 4,875 975 － 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

 貸倒引当金 444 1,008 444 － 1,008 

 保証履行引当金 168,603 437,279 168,603 － 437,279 



（2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

② 売掛金 

（イ）相手先別内訳 

（ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 上記金額には消費税等が含まれております。 

③ 仕掛品 

区分 金額（千円） 

現金 5,005 

預金   

 普通預金 2,463,789 

 定期預金 367,657 

小計 2,831,446 

合計 2,836,451 

相手先 金額（千円） 

リプラス・チャイナ・アセットマネジメント株式会社 329,542 

合同会社虎ノ門一丁目PJ 315,000 

株式会社Fido 261,045 

 有限会社リプラスロード３ 165,711 

その他 659,952 

合計 1,731,252 

前期繰越高 

（千円） 

当期発生高 

（千円） 

当期回収高 

（千円） 

次期繰越高 

（千円） 
回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

─────
(A) ＋ (B)

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

897,415 8,702,267 7,868,430 1,731,252 82.0 55.1 

内容 金額（千円） 

中州５丁目マンションプロジェクト 621 

堀田駅前マンションプロジェクト 594 

水戸中央プロジェクト 581 

埼玉県新座市（マーベラス新座）プロジェクト 576 

清川２丁目マンションプロジェクト 536 

その他  5,251 

合計 8,161 



④ 貯蔵品 

⑤ 販売用不動産 

⑥ 短期貸付金 

⑦ 立替金 

品目 金額（千円） 

契約書他 11,263 

プリンター用品 1,081 

収入印紙 910 

交通カード 715 

その他  1,830 

合計 15,801 

所在地  面積（㎡） 金額（千円）  

岡山県岡山市 595.92 278,482 

合計 595.92 278,482 

相手先 金額（千円） 

RCA01 2,845,000 

リプラス・インベストメンツ株式会社 1,237,257 

リプラス・リート・マネジメント株式会社 230,000 

リプラス・インシュアランス株式会社 111,248 

リプラス・チャイナ・アセットマネジメント株式会社 90,000 

その他 3,590 

合計 4,517,095 

内容 金額（千円） 

滞納家賃立替 1,360,231 

子会社立替 104,162 

その他  73,189 

合計 1,537,584 



⑧ その他の関係会社有価証券 

⑨ 短期借入金 

⑩ コマーシャルペーパー 

⑪ 未払金 

相手先 金額（千円） 

有限会社リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス 2,520,743 

有限会社KATSURAGAWA 575,229 

有限会社デリー 500,000 

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 
282,287 

合同会社虎ノ門一丁目PJ 220,000 

その他（５銘柄） 124,834 

合計 4,223,096 

相手先 金額（千円） 

株式会社三菱東京UFJ銀行 957,000 

株式会社三井住友銀行 503,336 

株式会社みずほ銀行  440,000 

株式会社八十二銀行 300,000 

その他 414,000 

合計 2,614,336 

満期 金額（千円） 

平成19年１月満期 2,500,000 

合計 2,500,000 

内容 金額（千円） 

収納代行業者宛支払い 639,288 

社会保険料 91,568 

保険料  40,191 

支払報酬 26,713 

雑給 17,951 

通信費 16,173 

支払手数料 15,817 

給与手当 10,782 

その他 191,683 

合計 1,050,170 



⑫ 未払法人税等 

⑬ 社債 

（注） 明細は「1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 ⑤ 連結附属明細表 社債明細表」に記載しております。 

⑭ 長期借入金 

（3）【その他】 

 該当事項はありません。 

内容 金額（千円） 

法人税 720,384 

事業税 173,437 

住民税 161,545 

合計 1,055,367 

内容 金額（千円） 

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） 

2,000,000 

合計 2,000,000 

内容 金額（千円） 

株式会社みずほ銀行 674,000 

株式会社三菱東京UFJ銀行 118,000 

その他 280,500 

合計 1,072,500 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

事業年度 1月１日から12月31日まで 

定時株主総会 ３月中 

基準日 12月31日 

株券の種類 １株券、10株券、100株券 

剰余金の配当の基準日 
６月30日 

12月31日 

１単元の株式数 － 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

端株の買取り  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 日本経済新聞 

株主に対する特典 

毎年６月末日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された全株主に対し

てジャンボ宝くじ３枚(900円相当)を、毎年12月末日現在の株主名簿及び

実質株主名簿に記載された全株主に対して全国百貨店共通商品券2,000円

を一律に贈呈いたします。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。  

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第４期）（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）  

平成18年３月30日関東財務局長に提出 

（2）有価株券報告書の訂正報告書 

 平成18年５月24日関東財務局に提出 

事業年度（第４期）（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書で

あります。 

（3）半期報告書 

（第５期中）（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日）  

 平成18年９月20日関東財務局長に提出 

（4）有価証券届出書（新株予約権付社債）及びその添付書類 

平成18年12月11日関東財務局長に提出 

（5）臨時報告書 

平成18年12月19日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）

の規定に基づく臨時報告書であります。 

（6）有価証券届出書の訂正届出書 

平成18年12月19日関東財務局長に提出 

平成18年12月11日提出の有価証券届出書（新株予約権付社債）に係る訂正届出書であります。 

（7）臨時報告書 

平成19年３月16日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）

の規定に基づく臨時報告書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年３月２９日

株 式 会 社 リ プ ラ ス 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社リプラスの

平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算

書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社リプラ

ス及び連結子会社の平成１７年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 青 山 裕 治 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 岸   聡 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

 平成19年３月29日 

株式会社 リプラス  

 取 締 役 会  御中    

 東 陽 監 査 法 人   

 
指 定 社 員 

業務執行社員
 公認会計士 野 口 准 史 

 
指 定 社 員 

業務執行社員
 公認会計士 金 野 栄太郎 

 
指 定 社 員 

業務執行社員
 公認会計士 岡 田 基 宏 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社リプラスの平成18年１月１日から平成18年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社リプラス及び連結子会社の平成18年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 連結財務諸表作成のための基本となる事項の変更に記載のとおり、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準

の適用に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会実務対応報告第20号 平成18年９月８日）に対応して、同実務対

応報告に基づき設定した会社規定により連結の範囲の見直しを行った結果、匿名組合カルカッタ他４社は、企業集団が業

務執行権限を継続して有しているとともに持分比率が会社規定の基準を満たしており、子会社に該当するため平成18年９

月30日をみなし取得日として連結している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

                                                   以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。 



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年３月２９日

株 式 会 社 リ プ ラ ス 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社リプラスの

平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの第４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分

計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸

表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社リプラスの

平成１７年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 青 山 裕 治 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 岸   聡 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

 平成19年３月29日 

株式会社 リプラス  

 取 締 役 会  御中    

 東 陽 監 査 法 人   

 
指 定 社 員 

業務執行社員
 公認会計士 野 口 准 史 

 
指 定 社 員 

業務執行社員
 公認会計士 金 野 栄太郎 

 
指 定 社 員 

業務執行社員
 公認会計士 岡 田 基 宏 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社リプラスの平成18年１月１日から平成18年12月31日までの第５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

リプラスの平成18年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。 
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