
 

 
※ 上記の予想には、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれており、実際

の業績は、様々なリスク要因や不確実な要素により記載の予想と異なる可能性があります。 

平成 １８年 ７ 月期   個別中間財務諸表の概要 平成１８年 ３月２３日 

上 場 会 社 名  ビービーネット株式会社 上場取引所         大阪証券取引所 

コ ー ド 番 号  ２３１８ 本社所在都道府県      大阪府 

（ＵＲＬ http://www.b-b-net.com） 

代 表 者  役職名 代表取締役社長 氏名 田中 英司 

問合せ先責任者  役職名 取締役 経営企画室 室長 氏名 奥畑 裕久 ＴＥＬ (０６)４７９７－１１０２ 

決算取締役会開催日 平成１８年 ３月２３日 中間配当制度の有無   有  

 単元株制度採用の有無   無 

 

１ １８年１月中間期の業績(平成１７年８月１日～平成１８年１月３１日) 

(1)経営成績        （単位：百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年１月中間期 

17年１月中間期 

百万円   ％

2,504    (34.0)

1,869    (76.6)

百万円   ％

290      (△41.0)

491      (  62.7)

百万円   ％

253      (△43.7)

451      (  57.6)

17年７月期 4,524      (84.8) 1,002      (  71.4) 1,218      ( 117.3)
 

 中間(当期)純利益 １株当たり中間（当期）純利益  

 

18年１月中間期 

17年１月中間期 

百万円   ％

△1,872       (  -  )

131       (  0.0)

円   銭

△3,368     17  

774      10  

17年７月期 506       (117.8) 2,471     44   

(注)①期中平均株式数 18年１月中間期 555,861.64株 17年１月中間期 169,432.11株  17年７月期 204,889.01株 

②会計処理の方法の変更   有 

③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は，対前年中間期増減率 

 

(2) 配当状況 

 
１株当たり 

中間配当金 

１株当たり 

年間配当金 

 

18年１月中間期 

17年１月中間期 

円  銭 

0 0   

0   0   

円  銭

――――― 

――――― 

17年７月期 ――――― 400     0  

 

 

(3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 

18年１月中間期 

17年１月中間期 

百万円 

 14,182       

10,036       

百万円

 8,351      

6,157      

％ 

58.9   

61.4   

円   銭

15,004      85  

32,345      39  

17年７月期 13,992       10,315     73.7   37,190      39  

(注)①期末発行済株式数 18年１月中間期 556,589.44株 17年１月中間期 190,379.98株 17年７月期 277,380.55株 

②期末自己株式数   18年１月中間期     318.22株 17年１月中間期   1,011.95株 17年７月期      72.28株 

 

２ １８年７月期の業績予想(平成１７年８月１日～平成１８年７月３１日) 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

期 末  

 

通 期 

百万円 

4,000       

百万円

100      

百万円

△1,850      

円  銭 

0    0 

円  銭

0    0 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △3,323円81銭 

予想営業利益（通期）         160百万円 



 

1 

１．主要な経営指標等の推移 

(1）提出会社の経営指標等 

回次 第５期中 第６期中 第７期中 第５期 第６期 

会計期間 

自平成15年 
８月１日 

至平成16年 
１月31日 

自平成16年 
８月１日 

至平成17年 
１月31日 

自平成17年 
８月１日 

至平成18年 
１月31日 

自平成15年 
８月１日 

至平成16年 
７月31日 

自平成16年 
８月１日 

至平成17年 
７月31日 

売上高 （千円） 1,058,124 1,869,030 2,504,020 2,448,417 4,524,305 

経常利益 （千円） 286,107 451,029 253,946 560,749 1,218,654 

中間(当期)純利益又
は中間純損失（△） 

（千円） 131,219 131,157 △1,872,235 232,457 506,370 

資本金 （千円） 1,127,646 3,059,029 5,078,470 2,153,706 5,065,802 

発行済株式総数 （株） 18,996.41 191,391.93 556,907.66 52,934.74 277,452.83 

純資産額 （千円） 2,153,205 6,157,914 8,351,540 4,239,574 10,315,891 

総資産額 （千円） 4,789,504 10,036,983 14,182,399 8,158,822 13,992,383 

１株当たり純資産額 （円） 113,443.03 32,345.39 15,004.85 80,454.35 37,190.39 

１株当たり中間（当
期）純利益又は中間
純損失（△） 

（円） 7,706.96 774.10 △3,368.17 5,753.17 2,471.44 

潜在株式調整後１株
当たり中間（当期）
純利益 

（円） 6,912.07 679.46 － 5,061.36 2,330.22 

１株当たり中間（年
間）配当額 

（円） － － － － 400.00 

自己資本比率 （％） 45.0 61.4 58.9 52.0 73.7 

従業員数 
（外、平均臨時雇用
者数） 

（人） 
34 

（36）
43 

（46）
103 

（357）
36 

（33） 
81 

（276）

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失は、期中平均発行済株式総数に基づいて算出しておりま

す。 

３．第５期中間会計期間においては、平成15年９月19日付で普通株式１株を1.1株に分割しております。 

４．第５期においては、平成16年３月22日付で普通株式1株を2.1株に分割しております。 

５．第６期中間会計期間においては、平成16年９月21日付で普通株式１株を3.1株に分割しております。 

６．第６期においては、平成17年３月22日付で普通株式１株を1.1株に分割しております。 

７．第７期中間会計期間においては、平成17年９月20日付で普通株式１株を２株に分割しております。 

８．第７期中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失のため

記載しておりません。 
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２．中間財務諸表等 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成17年１月31日） 
当中間会計期間末 

（平成18年１月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年７月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※２ 2,609,328 1,981,704 2,027,842 

２．売掛金  1,296,205 1,012,394 1,518,384 

３．たな卸資産  206,890 303,609 176,321 

４．前払費用  10,795 49,438 29,186 

５．短期貸付金  445,769 242,949 475,320 

６．繰延税金資産  29,573 11,334 54,102 

７．その他  84,054 51,083 116,253 

  貸倒引当金  △65,929 △94,393 △159,157 

流動資産合計   4,616,687 46.0 3,558,119 25.1  4,238,254 30.3

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物  9,921 104,457 37,126 

(2）工具器具備品  9,534 44,349 16,936 

(3）建設仮勘定  - 179,671 966 

有形固定資産合計  19,455 328,477 55,029 

２．無形固定資産    

 (1) 営業権  1,444 41,653 47,791 

(2) ソフトウエア  183,438 65,316 170,373 

(3) その他  40 491 441 

無形固定資産合計  184,923 107,460 218,606 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  3,472,358 5,812,299 5,118,812 

(2）関係会社株式  753,129 3,335,958 3,450,092 

(3) 出資金  600 381 981 

(4）長期前払費用  226,883 70,956 260,724 

(5）繰延税金資産  59,160 334,041 306,612 

(6）長期売掛金  115,530 325,906 93,604 

(7）その他  806,830 926,711 909,611 

貸倒引当金  △12,075 △479,416 △22,945 

投資損失引当金  △206,500 △138,499 △637,000 

投資その他の資産

合計 
 5,215,918 10,188,341 9,480,493 

固定資産合計   5,420,296 54.0 10,624,279 74.9  9,754,128 69.7

資産合計   10,036,983 100.0 14,182,399 100.0  13,992,383 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年１月31日） 
当中間会計期間末 

（平成18年１月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年７月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  109,661 95,283 157,051 

２．短期借入金 ※２ 550,000 1,800,000 30,000 

３．一年以内返済予定
の長期借入金 

※２ 815,835 882,222 855,939 

４．一年以内償還予定
の社債 

 250,000 102,000 252,000 

５．未払費用  8,317 28,132 26,534 

６．未払法人税等  151,161 100,068 221,918 

７．預り金  1,002 18,176 27,325 

８．リース債務保証引
当金 

 48,859 6,837 48,859 

９．事業再構築引当金  - 225,264 - 

10．その他  325,784 581,599 379,248 

流動負債合計   2,260,621 22.5 3,839,585 27.1  1,998,877 14.3

Ⅱ 固定負債    

１．社債  600,000 798,000 798,000 

２．長期借入金 ※２ 1,008,294 1,183,120 869,462 

３．長期預り金  10,153 10,153 10,153 

固定負債合計   1,618,447 16.1 1,991,273 14.0  1,677,615 12.0

負債合計   3,879,069 38.6 5,830,858 41.1  3,676,492 26.3

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   3,059,029 30.5 5,078,470 35.8  5,065,802 36.2

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  2,578,264 4,597,650 4,584,984 

資本剰余金合計   2,578,264 25.7 4,597,650 32.4  4,584,984 32.7

Ⅲ 利益剰余金    

中間（当期）未処分
利益又は中間未処理
損失（△） 

 599,968 △1,313,271 669,916 

利益剰余金合計   599,968 6.0 △1,313,271 △9.2  669,916 4.8

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  △58 △0.0 857 0.0  109 0.0

Ⅴ 自己株式   △79,289 △0.8 △12,166 △0.1  △4,923 △0.0

資本合計   6,157,914 61.4 8,351,540 58.9  10,315,891 73.7

負債・資本合計   10,036,983 100.0 14,182,399 100.0  13,992,383 100.0
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②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   1,869,030 100.0 2,504,020 100.0  4,524,305 100.0

Ⅱ 売上原価   764,665 40.9 1,019,147 40.7  1,873,263 41.4

売上総利益   1,104,364 59.1 1,484,873 59.3  2,651,042 58.6

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  613,053 32.8 1,194,807 47.7  1,648,224 36.4

営業利益   491,310 26.3 290,065 11.6  1,002,817 22.2

Ⅳ 営業外収益 ※２  24,456 1.3 17,028 0.6  400,408 8.8

Ⅴ 営業外費用 ※３  64,737 3.5 53,146 2.1  184,571 4.1

経常利益   451,029 24.1 253,946 10.1  1,218,654 26.9

Ⅵ 特別利益 ※４  - - 138,655 5.5  91,269 2.0

Ⅶ 特別損失 ※５  190,175 10.2 2,163,795 86.4  695,491 15.4

税引前中間(当期)純
利益又は税引前中間
純損失（△） 

  260,854 13.9 △1,771,192 △70.7  614,432 13.5

法人税、住民税及び
事業税 

 141,385 86,216 391,847 

法人税等調整額  △11,688 129,696 6.9 14,826 101,043 4.0 △283,784 108,062 2.4

中間（当期）純利益
又は中間純損失（△） 

  131,157 7.0 △1,872,235 △74.7  506,370 11.1

前期繰越利益   468,810 558,964  468,810

自己株式処分差損   - -  14,735

抱き合わせ株式消去
損 

  - -  290,529

中間（当期）未処分
利益又は中間未処理
損失（△） 

  599,968 △1,313,271  669,916
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

有価証券 有価証券 有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 
子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

 
移動平均法による原価法  同左 同左 

 
その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 
① 時価のあるもの ① 時価のあるもの ① 時価のあるもの 

 
中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）を

採用しております。 

 同左 決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用

しております。 
 

② 時価のないもの ② 時価のないもの ② 時価のないもの 
 

移動平均法による原価法  同左 同左 
 

たな卸資産 たな卸資産 たな卸資産 
 

商品 … 移動平均法による

   

仕掛品 … 個別原価法 

貯蔵品 … 最終仕入原価法 
 

商品・ 

原材料 
…

移動平均法によ

る原価法 

製品 …
総平均法による

原価法 

仕掛品 … 同左 

貯蔵品 … 同左 
 

商品・ 

原材料 
… 同左 

   

   

貯蔵品 … 同左 
 

有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 
定率法を採用しております。 

主な耐用年数は、以下のとおり

であります。 

建物及び構築物 10年～18年 

工具器具備品  ４年～19年 

 同左 

主な耐用年数は、以下のとおり

であります。 

建物及び構築物 ８年～18年 

工具器具備品  ４年～19年 

同左 

主な耐用年数は、以下のとおり

であります。 

同左 

同左 
 

無形固定資産 無形固定資産 無形固定資産 
 

ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア 
 

（市場販売目的のソフトウェ

ア） 

 同左 同左 

 
見込有効期間（３年間）におけ

る販売見込数量を基準とした償

却額と残存有効期間に基づく均

等配分額とを比較し、いずれか

大きい額を償却しております。

  

 
（自社利用目的のソフトウェ

ア） 

  

 
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。

  

 
 営業権 営業権 

 
 均等償却しております。 同左 

 
長期前払費用 長期前払費用 長期前払費用 

 
均等償却しております。  同左 同左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

３．繰延資産の処理方法 新株発行費 新株発行費 新株発行費 

 支出時に全額費用処理しており

ます。 

同左 同左 

 

 社債発行費 社債発行費 社債発行費 

 支出時に全額費用処理しており

ます。 

同左 同左 

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 貸倒引当金 貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒損失に備え

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

性を検討し回収不能見込額を計上

しております。 

同左 同左 

 投資損失引当金 投資損失引当金 投資損失引当金 

 当社は、システム等の販売先企

業に対して、一定額の投資を行う

ことを基本方針としており、これ

ら時価のない株式の実質価額の下

落による損失に備えるため、原則

として投資後１年を経過している

ものについては、投資先の財政状

態等を勘案した一定の基準を適用

して算出された損失負担見込額を

計上しております。当中間期末に

おいて、システム等の販売先企業

51社に対して合計1,181,125千円

の投資を行っております。当中間

会計期間において投資先６社に関

しては、投資損失引当金206,500

千円を計上しております。なお、

中間期末において投資後１年を経

過していない49社（当中間期末投

資残高1,672,045千円）について

は、投資損失引当金の設定対象に

は含まれておりません。 

当社は、システム等の販売先企

業に対して、一定額の投資を行う

ことを基本方針としており、これ

ら時価のない株式の実質価額の下

落による損失に備えるため、原則

として投資後１年を経過している

ものについては、投資先の財政状

態等を勘案した一定の基準を適用

して算出された損失負担見込額を

計上しております。当中間会計期

間において、システム等の販売先

企業191社に対して合計5,632,942

千円の投資を行っております。当

中間会計期間において投資先５社

に関しては、投資損失引当金

138,499千円を計上しております。

なお、中間会計期間において投資

後１年を経過していない120社（当

中間期末投資残高3,626,854千円）

については、投資損失引当金の設

定対象には含まれておりません。

当社は、システム等の販売先企業

に対して、一定額の投資を行うこと

を基本方針としており、これら時価

のない株式の実質価額の下落によ

る損失に備えるため、原則として投

資後１年を経過しているものにつ

いては、投資先の財政状態等を勘案

した一定の基準を適用して算出さ

れた損失負担見込額を計上してお

ります。 

当期末において、システム等の販

売先企業146社に対して合計 

4,960,017千円の投資を行っており

ますが、このうち16社に関しては、

当期に投資損失引当金637,000千円

を計上しております。 

なお、当期末において投資後１年

を経過していない90社（当期末投資

残高2,829,245千円）については、

投資損失引当金の設定対象には含

まれておりません。 

 リース債務保証引当金 リース債務保証引当金 リース債務保証引当金 

 当社は、システム等の販売に関

してリース会社とシステム利用企

業との間で転貸リース契約を締結

しております。当該転貸リース契

約に関しましては、当社がリース

会社に対してシステム利用企業の

リース債務を保証していることに

なるため、当該保証リース債務に

つきリース期間に応じた一定の基

準をもとにリース債務保証引当金

を計上しております。 

同左 同左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

 ―――――― 事業再構築引当金 ―――――― 

   資産、収益構造改革のための

資産除却及び売却に伴い、今後

発生が見込まれる損失について

合理的に見積もることができる

金額を計上しております。 

 

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

６．ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 実施しているデリバティブ取引

は特例処理の要件を満たした金利

スワップ取引のみであるため、特

例処理を採用しております。 

同左 同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 金利スワップ ヘッジ手段 同左 ヘッジ手段 同左 

 ヘッジ対象 変動金利建ての借

入金 

ヘッジ対象 同左 ヘッジ対象 同左 

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

 金利変動リスクを回避するため

にデリバティブ取引を利用するこ

とを基本方針としております。 

同左 同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引については、

事前に特例処理の条件に合致して

いることを確認しているため、事

後の有効性の評価を省略しており

ます。 

同左 同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

同左 同左 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

―――――― 
（固定資産の減損に係る会計基準） 

―――――― 

 
当中間会計期間から「固定資産の減損に係

る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第６号）を適用しております。

これにより税引前中間純損失は384,415千円

増加しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。 

 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

（中間貸借対照表） ―――――― 

前中間会計期間末は区分掲記しておりました「未収入金」（当中

間会計期間末は62,443千円）、「差入保証金」（当中間会計期間末

は99,895千円）、「未払金」（当中間会計期間末は130,341千円）、

「未払消費税等」（当中間会計期間末は17,571千円）」は、資産の

総額又は負債及び資本の合計額の100分の５以下となったため、流

動資産、投資その他の資産及び流動負債の「その他」に含めること

にいたしました。 

 

 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

（法人事業税の外形標準課税導入） ―――――― （法人事業税の外形標準課税導入） 

「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日以後開始する事業

年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間会計期間から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算上の

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

一般管理費が9,244千円増加し、営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益が、同額減少

しております。 

 「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日以後開始する事業

年度より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

理費が29,490千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引当期純利益が、同額減少しており

ます。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年１月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年１月31日） 

前事業年度末 
（平成17年７月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

5,935千円 35,320千円 24,513千円

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

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

 

定期預金 104,000千円

  

 

定期預金 104,000千円

  

 

定期預金 104,000千円

  

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

 

短期借入金 420,000千円

１年以内返済予定の

長期借入金 322,193千円

長期借入金 333,130千円

  

 

１年以内返済予定の

長期借入金 386,222千円

長期借入金 580,824千円

  

 

１年以内返済予定の

長期借入金 400,997千円

長期借入金 345,744千円

  

３ 偶発債務 ３ 偶発債務 ３ 偶発債務 

（1）債務保証 （1）債務保証 (1）債務保証 

次の関係会社等について、金融機関か

らの借入等に対し債務保証を行っており

ます。 

次の関係会社等について、金融機関か

らの借入等に対し債務保証を行っており

ます。 

次の関係会社等について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行っておりま

す。 

 

保証先 金額(千円) 内容 

ビービーレスト

ランサービス㈱ 263,034 借入債務

キューブプラン

ニング㈱ 5,000 借入債務

㈱神戸スイーツ

ポート 93,338 借入債務

計 361,372  

  

 

保証先 金額(千円) 内容

㈱神戸スイーツ

ポート 142,500 借入債務

計 142,500  

  

 

保証先 金額(千円) 内容

㈱神戸スイーツ

ポート 57,500 借入債務

計 57,500  

  

(2)保証予約 (2)保証予約 (2)保証予約 

 

保証先 金額(千円) 内容 

ビービーレスト

ランサービス㈱ 4,263
リース債

務 

キューブプラン

ニング㈱ 3,160
リース債

務 

キューブプラン

ニング㈱ 38,587 工事保証

㈱神戸スイーツ

ポート 5,840
リース債

務 

㈱クラブネッツ 1,628
リース債

務 

計 53,480  

  

 

保証先 金額(千円) 内容

キューブプラン

ニング㈱ 2,278
リース債

務 

キューブプラン

ニング㈱ 39,900 工事保証

㈱神戸スイーツ

ポート 3,337
リース債

務 

㈱クラブネッツ 1,173
リース債

務 

計 46,689  

  

 

保証先 金額(千円) 内容

キューブプラン

ニング㈱ 2,719
リース債

務 

㈱神戸スイーツ

ポート 4,588
リース債

務 

㈱クラブネッツ 1,400
リース債

務 

計 8,709  
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前中間会計期間末 
（平成17年１月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年１月31日） 

前事業年度末 
（平成17年７月31日） 

４ 当社は運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４行と当座貸越契約及び

コミットメントライン契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当中間会

計期間末の借入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
出コミットメントライ
ンの総額 

800,000千円 

借入実行残高 500,000千円 

差引額借入未実行残高 300,000千円 
  

４ 当社は運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行９行と当座貸越契約及び

コミットメントライン契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当中間会

計期間末の借入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
出コミットメントライ
ンの総額 

4,150,000千円

借入実行残高 1,800,000千円

差引額借入未実行残高 2,350,000千円
  

４ 当社は運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行５行と当座借越契約及び

コミットメントライン契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当会計年

度末の借入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
ラインの総額 

1,500,000千円

借入実行残高 30,000千円

差引額借入未実行残高 1,470,000千円
  

５ 財務制限条項 ５ 財務制限条項 ５ 財務制限条項 

借入金のうち、長期借入金963,200千円

（一年内返済予定の長期借入金313,600千

円含む）について財務制限条項がついてお

り、これに抵触した場合、借入先の要求に

基づき、借入金を一括返済することがあり

ます。当該条項は以下のとおりであります。 

借入金のうち、短期借入金2,400,000千

円、長期借入金649,600千円（一年内返済予

定の長期借入金313,600千円含む）について

財務制限条項がついており、これに抵触し

た場合、借入先の要求に基づき、借入金を

一括返済することがあります。当該条項の

主な内容は以下のとおりであります。 

借入金のうち、長期借入金806,400千円

（一年内返済予定の長期借入金313,600千

円含む）について財務制限条項がついてお

り、これに抵触した場合、借入先の要求に

基づき、借入金を一括返済することがあり

ます。当該条項は以下のとおりであります。

(1）各年度の決算期末の損益計算書及び連

結損益計算書における営業損益並びに

経常損益をいずれも２期連続で損失に

しないこと。 

(1）各年度の決算期末の損益計算書及び連

結損益計算書における営業損益並びに

経常損益を損失にしないこと。 

(1）各年度の決算期末の損益計算書及び連

結損益計算書における営業損益並びに

経常損益をいずれも２期連続で損失に

しないこと。 

(2）各年度の決算期末の貸借対照表及び連

結貸借対照表における資本合計金額

を、直近決算期末の資本合計金額の

75％以上にそれぞれ維持すること。 

(2）各年度の決算期末及び中間期末の貸借

対照表及び連結貸借対照表における資

本合計金額を、平成17年７月期末の資

本金合計金額の75％以上にそれぞれ維

持すること。 

(2）各年度の決算期末の貸借対照表及び連

結貸借対照表における資本合計金額

を、直近決算期末の資本合計金額の

75％以上にそれぞれ維持すること。 

(3）各年度の決算期末の貸借対照表におけ

る有利子負債の合計金額を、損益計算

書における営業損益、受取利息、受取

配当金、償却費（減価償却を含む。）

の合計金額の15倍以内に維持するこ

と。 

(3）各年度の決算期末の貸借対照表におけ

る有利子負債の合計金額を、損益計算

書における営業損益、受取利息、受取

配当金、償却費（減価償却を含む。）

の合計金額の15倍以内に維持するこ

と。 

(3）各年度の決算期末の貸借対照表におけ

る有利子負債の合計金額を、損益計算

書における営業損益、受取利息、受取

配当金、償却費（減価償却を含む。）

の合計金額の15倍以内に維持するこ

と。 

(4）各年度の決算期末の貸借対照表におけ

る有利子負債の合計金額から転換社債

型新株予約権付社債の当該決算期末残

高を控除した金額を、損益計算書にお

ける営業損益、受取利息、受取配当金、

償却費（減価償却を含む。）の合計金

額の10倍以内に維持すること。 

(4）各年度の決算期末の貸借対照表におけ

る有利子負債の合計金額から転換社債

型新株予約権付社債の当該決算期末残

高を控除した金額を、損益計算書にお

ける営業損益、受取利息、受取配当金、

償却費（減価償却を含む。）の合計金

額の７倍以内に維持すること。 

(4）各年度の決算期末の貸借対照表におけ

る有利子負債の合計金額から転換社債

型新株予約権付社債の当該決算期末残

高を控除した金額を、損益計算書にお

ける営業損益、受取利息、受取配当金、

償却費（減価償却を含む。）の合計金

額の10倍以内に維持すること。 

(5）各年度の決算期末及び中間期末の連結

貸借対照表における短期貸付金、長期

貸付金、投資有価証券、出資金の合計

額が、連結貸借対照表における資本合

計金額を２回連続で超過しないこと。 

(5）各年度の決算期末及び中間期末の連結

貸借対照表における短期貸付金、長期

貸付金、投資有価証券、出資金の合計

額が、連結貸借対照表における資本合

計金額を超過しないこと。 

(5）各年度の決算期末及び中間期末の連結

貸借対照表における短期貸付金、長期

貸付金、投資有価証券、出資金の合計

額が、連結貸借対照表における資本合

計金額を２回連続で超過しないこと。
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要なも

の 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要なも

の 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要なも

の 

 

貸倒引当金繰入額 17,543千円

役員報酬 63,988千円

給料手当 208,586千円

減価償却費 3,880千円

  

 

役員報酬 71,580千円

給料手当 410,351千円

旅費交通費 64,221千円

賃借料 144,261千円

減価償却費 11,088千円

  

 

貸倒引当金繰入額 123,423千円

役員報酬 123,385千円

給料手当 512,788千円

旅費交通費 82,690千円

賃借料 80,558千円

支払手数料 100,117千円

減価償却費 10,300千円

株式関係費 153,139千円

  

※２ 営業外収益のうち主要なもの ※２ 営業外収益のうち主要なもの ※２ 営業外収益のうち主要なもの 

 

受取利息 9,365千円

リース収益 5,456千円

業務受託収益 6,900千円

  

 

受取利息 3,084千円

リース収益 2,929千円

業務受託収益 7,500千円

  

 

受取配当金 349,584千円

受取利息 19,248千円

リース収益 10,912千円

業務受託収益 13,000千円

  

※３ 営業外費用のうち主要なもの ※３ 営業外費用のうち主要なもの ※３ 営業外費用のうち主要なもの 

 

支払利息 37,114千円

社債利息 1,969千円

新株発行費償却 20,226千円

  

 

支払利息 31,699千円

社債利息 1,353千円

  

 

支払利息 74,788千円

社債利息 4,226千円

新株発行費償却 26,644千円

社債発行費償却 18,882千円

  

※４    ―――――― ※４ 特別利益のうち主なもの ※４ 特別利益のうち主なもの 

 

子会社株式売却益 138,655千円
 

 

投資有価証券売却益 91,269千円
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前中間会計期間 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

※５ 特別損失のうち主なもの ※５ 特別損失のうち主なもの ※５ 特別損失のうち主なもの 

 

投資損失引当金繰入額 143,000千円

  

 

投資有価証券評価損 745,409千円

貸倒引当金繰入額 483,504千円

事業再構築引当金繰入額 225,264千円

減損損失 384,415千円

当社は当中間会計期間において以

下の資産グループについて減損損失

384,415千円を計上しております。 

場所 用途 種類 

大阪市

北区 
賃貸用資産 

建物附属設備 

工具器具備品 

大阪市

北区 
販売管理システム ソフトウェア 

大阪市

北区 
賃貸用システム ソフトウェア 

大阪市

北区 
販売ライセンス 営業権等 

当社は、他の資産又は資産グループ

のキャッシュ・フローから概ね独立し

たキャッシュ･フローを生み出す最小

単位で資産をグループ化し減損損失

の認識を行っております。 

上記資産については、収益性の悪化

又は市場価格の著しい下落により、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（384,415千円）

として特別損失に計上いたしました。

その内訳は、下記のとおりでありま

す。 

建物附属設備 5,655千円

工具器具備品  3,755千円

ソフトウェア 125,922千円

営業権 42,913千円

長期前払費用 135,730千円

リース資産 70,438千円

合計 384,415千円

なお、当資産グループの回収可能価

額は、正味売却価額により測定してお

ります。 

 

固定資産売却損 45,804千円

投資有価証券売却損 1,429千円

投資有価証券評価損 46,000千円

投資損失引当金繰入額 573,500千円

事業再構築関連費用 15,598千円

  

 

 

 

 

 

 

 

６ 減価償却実施額 ６ 減価償却実施額 ６ 減価償却実施額 

 

有形固定資産 2,757千円

無形固定資産 22,943千円

  

 

有形固定資産 13,917千円

無形固定資産 11,458千円

  

 

有形固定資産 8,741千円

無形固定資産 54,338千円
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

（借主側） （借主側） （借主側） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 

取得価

額相当

額 

（千円） 

減価償

却累計

額相当

額 

（千円）

中間期

末残高

相当額 

（千円） 

建物附属設備 64,243 11,578 52,665 

工具器具備品 33,170 14,239 18,930 

車両運搬具 21,252 4,381 16,870 

無形固定資産 

ソフトウェア 
2,861 1,096 1,764 

合計 121,527 31,295 90,231 

 

 

 

取得価

額相当

額 

（千円）

減価償

却累計

額相当

額 

（千円）

減損損

失累計

額相当

額 

（千円）

中間期

末残高

相当額

（千円）

建物附属

設備 
172,922 42,595 － 130,326

工具器具

備品 
169,094 59,406 － 109,687

車両運搬

具 
21,515 8,328 － 13,186

無形固定

資産 

ソフトウ

ェア 

123,067 58,435 61,666 2,965

合計 486,599 168,767 61,666 256,165

 

 

 

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）

建物附属設備 234,490 50,589 183,900

工具器具備品 91,605 33,731 57,873

車両運搬具 21,515 6,368 15,146

無形固定資産 

ソフトウェア 
2,861 1,382 1,478

合計 350,471 92,072 258,399

 
２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 159,393千円

１年超 428,440千円

合計 587,833千円

  

 

１年内 192,853千円

１年超 283,842千円

合計 476,695千円

リース資産減損

勘定の残高 
54,873千円

 

 

１年内 184,483千円

１年超 404,631千円

合計 589,115千円

  

未経過リース料中間期末残高相当額に

は、転貸リース取引に係る金額を含んでお

ります。 

同左 未経過リース料期末残高相当額には、転

貸リース取引に係る金額を含んでおりま

す。 

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、減価償却費相当額、支払

利息相当額及び減損損失累計額相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

 

支払リース料 13,119千円

減価償却費相当額 12,593千円

支払利息相当額 2,429千円

  

 

支払リース料 36,525千円

リース資産減損勘定

の取崩額 
15,564千円

減価償却費相当額 30,906千円

支払利息相当額 5,468千円

減損損失 70,438千円
 

 

支払リース料 38,785千円

減価償却費相当額 35,682千円

支払利息相当額 6,724千円

  

４．減価償却費相当額の算出方法 ４．減価償却費相当額の算出方法 ４．減価償却費相当額の算出方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

同左 同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当

額との差額を利息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によっております。 

同左 同左 

６．オペレーティングリース取引 ６．オペレーティングリース取引 ６．オペレーティングリース取引 

未経過リース料 

１年内 1,364千円

１年超 4,093千円

合計 5,457千円

  

未経過リース料 

１年内 1,602千円

１年超 5,607千円

合計 7,209千円

  

 

１年内 1,364千円

１年超 3,411千円

合計 4,775千円
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前中間会計期間 

（自 平成16年８月１日 

至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年８月１日 

至 平成18年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年８月１日 

至 平成17年７月31日） 

（貸主側） （貸主側） （貸主側） 

１．未経過リース料中間期末残高相当額 １．未経過リース料中間期末残高相当額 １．未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 123,996千円

１年超 265,091千円

合計 389,088千円

  

 

１年内 24,865千円

１年超 61,567千円

合計 86,432千円

  

 

１年内 115,199千円

１年超 220,392千円

合計 335,591千円

  

上記はすべて転貸リース取引に係る貸主

側の未経過リース料中間期末残高相当額で

あります。 

なお、当該転貸リース取引は、ほぼ同一

の条件で第三者にリースしているのでほぼ

同額の残高が上記の借主側の未経過リース

料中間期末残高相当額に含まれておりま

す。 

同左 上記はすべて転貸リース取引に係る貸主

側の未経過リース料期末残高相当額であり

ます。 

なお、当該転貸リース取引は、ほぼ同一の

条件で第三者にリースしているのでほぼ同

額の残高が上記の借主側の未経過リース料

期末残高相当額に含まれております。 

 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年１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 

該当ありません。 

 

当中間会計期間末（平成18年１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 

該当ありません。 

 

前事業年度末（平成17年７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 

該当ありません。 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

  
１株当たり純資産額 32,345円39銭

１株当たり中間純利益 774円10銭

潜在株式調整後１株当たり
中間純利益 

679円46銭

  

  
１株当たり純資産額 15,004円85銭

１株当たり中間純損失 3,368円17銭
  

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については１株当たり中間純損失であるた

め記載しておりません。 

  
１株当たり純資産額 37,190円39銭

１株当たり当期純利益 2,471円44銭

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益 

2,330円22銭

 

（追加情報） （追加情報） （追加情報） 

当社は、平成16年９月21日付で株式１株に

つき3.1株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間会計期間及び前事業年

度における１株当たり情報については以下の

とおりとなります。 

当社は、平成17年９月20日付で株式１株に

つき２株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間会計期間及び前事業年

度における１株当たり情報については以下の

とおりとなります。 

当社は、平成16年９月21日付で株式１株に

つき3.1の株式分割を行っております。また、

平成17年３月22日付で株式１株につき1.1株

の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと

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、それぞれ以下のとおりと

なります。 
 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

17,425円96銭 25,953円02銭 

１株当たり中間純利
益 

１株当たり当期純利
益 

1,183円86銭 1,855円86銭 

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益 

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益 

1,061円76銭 1,632円70銭 

  

 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

14,702円45銭 18,595円20銭

１株当たり中間純利
益 

１株当たり当期純利
益 

351円86銭 1,235円72銭

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益 

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益 

308円82銭 1,165円11銭
 

１株当たり純資産額 23,593円65銭

１株当たり当期純利益 1,687円15銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

1,484円27銭

 

（注） １株当たり中間（当期）純利益又は１株当たり中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日）

当中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益又は中間純損失（△） 

（千円） 
131,157 △1,872,235 506,370 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間(当期）純利益又は中間純損

失（△）（千円） 
131,157 △1,872,235 506,370 

期中平均株式数（株） 169,432.11 555,861.64 204,889.01 

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 23,600.09 － 12,416.86 

（うち転換社債（株）） （19,173.09） （  － ） （8,575.81）

（うち新株予約権（株）） （4,427） （  － ） （3,841.05）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

───── 

 

 

───── 新株予約権（ストックオプシ
ョン）１種類（2,025個）。
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

（株式分割） ───── （株式分割） 

当社は、平成16年12月20日開催の取締役会

の決議に基づき、次のように株式分割による

新株式を発行しております。 

  当社は、平成17年６月９日開催の取締役

会の決議に基づき、次のように株式分割によ

る新株式を発行しております。 

１．平成17年3月22日付をもって普通株式１株

につき1.1株に分割します。 

 １．平成17年９月20日付をもって普通株式１

株につき２株に分割いたしました。 

(1)分割により増加する株式数  (1) 分割により増加する株式数 

普通株式   19,139.19株  普通株式   277,452.83株 

(2)分割方法  (2) 分割方法 

平成17年１月31日最終の株主名簿及び実質

株主名簿に記載された株主の所有株式数を、

１株につき1.1株の割合をもって分割する。 

 平成17年７月31日最終の株主名簿及び実質

株主名簿に記載された株主の所有株式数を、

１株につき２株の割合をもって分割する。 

２．配当起算日  ２．配当起算日 

平成17年２月１日  平成17年８月１日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前中間会計期間及び前事業年度

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中間会計期間にお

ける１株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりであります。 

 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

のとおりであります。 

 

前中間会計

期間 

当中間会計

期間 
前事業年度 

１株当たり純

資産額 

１株当たり純

資産額 

１株当たり純

資産額 

15,841円79銭 29,404円90銭 23,593円65銭 

１株当たり中

間純利益 

１株当たり中

間純利益 

１株当たり当

期純利益 

1,076円24銭 703円73銭 1,687円15銭 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額 

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益金

額 

965円24銭 617円69銭 1,484円27銭 

  

  

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

11,796円83銭 18,595円20銭

１株当たり当期純利

益 

１株当たり当期純利

益 

843円57銭 1,235円72銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

742円13銭 1,165円11銭
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前中間会計期間 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

（簡易合併） ───── （新株予約権の発行） 

平成17年10月27日開催の定時株主総会に

おいて、商法第280条ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づき、株主以外のものに対して新

株予約権を発行する旨の決議を行いました。

同決議による新株予約権の発行内容は以下

のとおりであります。 

１．新株予約権の割当を受ける者 

(1) 当社役員及び監査役並びに従業員 

(2) 当社の子会社の取締役及び従業員 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び

数 

(1) 株式の種類 

普通株式 

(2) 株式の数 

5,000株を総株数の上限とする。 

３．発行する新株予約権の総数 

5,000個（新株予約権１個あたりの目的と

なる株式数１株）を上限とする。 

４．新株予約権の発行価格 

無償で発行するものとする。 

５．新株予約権行使時に払込をすべき金額 

１株当りの払込金額に付与株式数を乗じ

た金額 

１株当たりの払込金額は、新株予約権を

発行する日（取引が成立していない場合

は直後に取引が成立した日）の大阪証券

取引所ヘラクレス市場における当社普通

株式の普通取引の終値とする。 

６．新株予約権の権利行使期間 

平成19年12月１日から平成27年10月26日

まで 

７．新株予約権の行使条件及び譲渡に関する

事項 

当社と新株予約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約」に定める。 

 

 

当社は平成17年５月１日を期して、当社

100％子会社であるビービーレストランサ

ービス株式会社を簡易合併することにつ

き、平成17年２月21日に合併契約書を締結

いたしました。 

合併契約書の概要は以下のとおりです。 

(1)合併期日 

平成17年５月１日 

(2)合併の形式 

当社を存続会社とし、ビービーレス

トランサービス株式会社を解散会社と

する吸収合併とし、合併による新株の発

行及び資本金の増加は行いません。 

(3)財産の引継 

合併期日において、ビービーレスト

ランサービス株式会社の資産・負債及び

権利義務一切を引継ぐ。 

(4)被合併会社の概要 

・事業内容 

外食店舗の運営 

・最近事業年度における業績 

（平成16年６月期） 

売上高    944,555千円 

経常損失    60,880千円 

当期純損失   62,680千円 

総資産    417,208千円 

純資産     3,367千円 

 

（株式の取得による会社の買収） 

当社は平成17年３月30日、熊青西九州青

果株式会社の株式を譲受け、同社を子会社

といたしました。 

(1)買収の目的 

青果の卸売市場を買収することによ

り、外食系「繁盛ネット」会員に対する

食材の安定供給をめざす。 

(2)買収会社の概要 

・名称    熊青西九州青果株式会社 

・事業内容  青果、農産物の委託販売、

仕入販売、加工販売 

・資本金   50百万円 

・最近事業年度における業績 
（平成16年３月期） 

売上高    14,617百万円 
経常利益     217百万円 
当期純利益    126百万円 
総資産     2,728百万円 
純資産     1,294百万円 

(3)取得する株式の数、取得後の持分比率 

45,995株（91.99％） 

(4)取得価額 

2,154,187千円 

(5)取得時期 

平成17年３月30日 
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前中間会計期間 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

(6)資金調達の方法 

新株予約権付社債の発行による。 

───── 

（新株予約権付社債の発行） 

 平成17年３月30日開催の当社取締役会に

おいて、平成17年４月15日を払込期日とす

る第１回無担保転換社債型新株予約権付社

債の第三者割当発行を決議いたしました。

その概要は次のとおりであります。 

１．新株予約権の割当を受ける者 

UBS AG London Branch 

２．発行総額   4,000,000千円 

３．発行価額   社債額面金額の100％ 

  （社債額面金額100,000千円） 

４．発行価格（募集価格） 

         社債額面金額の100％ 

５．払込金額   平成17年４月15日 

６．償還期限   平成19年４月13日 

７．利率     本社債には、利息を付

さない 

８．本新株予約権の目的となる株式の種類

及び数 

(1)種類   当社普通株式 

(2)数    本新株予約権の行使により

当社が当社普通株式を新たに

発行又はこれに代えて当社の

有する当社普通株式を移転

（以下、当社普通株式の発行

又は移転を、当社普通株式の

「交付」という。）する数は、

行使請求に係る本社債の発行

価額の総額を下記10(2)記載

の転換価額で序した数とす

る。 

９．本新株予約権の総数 40個 

10．本新株予約権の行使に際して払い込む

べき額 

(1) 本社債の発行価額と同額とする。 

(2) 新株予約権の行使に際して払込をな

すべき１株当たりの額（転換価額）は当

初78,700円とする。 

 なお、商法第341条ノ３第１項第７号

及び第８号により、本新株予約権を行使

するときは、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があったも

のとみなす。 

 

───── 
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前中間会計期間 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

(3) 転換価額は、本新株予約権付社債発

行後、当社が当社普通株式の時価を下

回る発行価額又は処分価額で当社普通

株式を発行又は処分する場合には、次

の算式により調整される。なお次の算

式において、「既発行株式」は当社の

発行済普通株式総数（但し、普通株式

に係る自己株式数を除く。）をいう。 

〈算式〉 
    

新発行・処
分株式数 

×
１株当たりの
発行・処分価
額 

 
 
既発
行株
式数 

 
 
＋ 

時価 調整後
転換価
額 

＝ 
調整前
転換価
額 

× 
既発行株式数＋新発行・処分株式数 

また、転換価額は、当社普通株式の分

割・併合、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。）の発行等が行われ

る場合その他一定の事由が生じた場合に

も適宜調整される。 

11．新株予約権の行使期間 

平成17年４月18日から平成19年４月10日

まで 

12．新株予約権の行使の条件 

新株予約権の一部行使はできないものと

する。 

13．資金の使途 

熊青西九州青果株式会社の株式譲受け、

借入金の返済及び運転資金に充当 

───── ───── 

 


