
                     

 

 

 

平成 20 年 10 月８日 

各 位 

会 社 名 ビービーネット株式会社  

代表者名 代表取締役社長 木村  弘司 

（コード番号 2318） 

問合せ先 取締役管理本部長 西尾 豊 

（TEL．06-7732-7892） 

 

「平成 20年７月期 決算短信」の一部修正および追加に関するお知らせ 

 

当社は、平成 20 年９月 19 日付で公表いたしました「平成 20 年７月期 決算短信」に

ついて、一部修正および追加がありましたので、ここにお知らせいたします。 

 

記 

 
１．修正および追加の理由 

当社は、平成20年９月19日に決算発表を行いましたが、その後、一部修正および追

加すべき点が判明したため、別紙の通り修正および追加するものであります。 

 

２．修正および追加箇所 

修正および追加箇所の詳細につきましては、別紙に下線  を付して記載しており

ます。 

 

 

以 上 
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別紙 
注記事項  
（連結貸借対照表関係） 決算短信 37頁 

（修正前） 
前連結会計年度 

（平成19年７月31日） 
当連結会計年度 

（平成20年７月31日） 

  

※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。 

定期預金 1,025,000千円 

建    物 

土    地 

関係会社株式 

投資有価証券 

315,968千円 

2,888,019千円 

2,374,187千円 

2,399,378千円 

 合計 9,002,553千円 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 2,865,000千円 

一年内返済予定の長期借入金 460,628千円 

長期借入金 1,813,162千円 

 合計 5,138,790千円 
  

 
担保に供している資産は次のとおりであります。 

建    物 294,031千円 

土    地 

投資有価証券 

2,455,027千円 

1,830,982千円 

 合計 4,580,041千円 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 

一年内返済予定の長期借入金 

1,453,284千円 

342,776千円 

長期借入金 1,488,610千円 

 合計 3,284,670千円 
  

  
 
（修正後） 

前連結会計年度 
（平成19年７月31日） 

当連結会計年度 
（平成20年７月31日） 

  

※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。 

定期預金 1,025,000千円 

建    物 

土    地 

関係会社株式 

投資有価証券 

315,968千円 

2,888,019千円 

2,374,187千円 

2,399,378千円 

 合計 9,002,553千円 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 2,865,000千円 

一年内返済予定の長期借入金 460,628千円 

長期借入金 1,813,162千円 

 合計 5,138,790千円 
  

 
担保に供している資産は次のとおりであります。 

建    物 294,031千円 

土    地 

投資有価証券 

2,888,019千円 

1,830,982千円 

 合計 5,013,033千円 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 

一年内返済予定の長期借入金 

1,453,284千円 

342,776千円 

長期借入金 1,488,610千円 

 合計 3,284,670千円 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況   決算短信 28頁 
（追加事項） 

前連結会計年度 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日） 

  

  

②第三者割当による第7回乃至第16回修正条項付新株予

約権及び第17回新株予約権の発行 

 

これにより、すべての金融機関と新たな金銭消費貸

借契約の締結を行うべく努力しております。 

また、当社は、平成20年10月７日開催の取締役会決議

に基づき、以下のコミットメントライン契約を締結致し

ました。 

 契約日    平成20年10月８日 

 借入枠    1,900,000千円 

 契約期間   平成20年10月８日より、 

        平成21年９月30日まで 

 借入利率   9.0％ 

 借入先    中小企業保証機構株式会社 

 コミットメントラインフィー   1.0％ 

営業面におきましては、新商品の投入を実施し、収

益の向上に努めております。 

  

（重要な後発事象） 決算短信 56頁 

（追加事項） 
前連結会計年度 

（自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日） 

 (新株予約権の行使による新株式の発行） 

  平成19年12月３日開催の取締役会決議に基づき付

与した第８、９、10、11回修正条項付新株予約権につい

て、以下のとおり権利行使が行われました。 

  

第11回新株予約権 

①行使日       平成20年９月26日 

②行使価格           150.8円 

③増加した株式の種類および数 

   普通株式        66,312株 

④増加した資本金       5,155千円 

⑤増加した資本剰余金     5,155千円 

（コミットメントライン契約） 

  当社は、平成20年10月７日開催の取締役会において、

下記のとおりコミットメントライン契約を決議致しま

した。 

  １．契約日   平成20年10月８日 

  ２．借入枠   1,900,000千円 

３．契約期間   平成20年10月８日より、 

          平成21年９月30日まで 

 ４．借入利率   9.0％ 

 ５．借入先    中小企業保証機構株式会社 

 ６．コミットメントラインフィー   1.0％ 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況   決算短信 66頁 
（追加事項） 

前事業年度 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日） 

  

  

 ②第三者割当による第7回乃至第16回修正条項付新株予

約権及び第17回新株予約権の発行 

 これにより、すべての金融機関と新たな金銭消費貸

借契約の締結を行うべく努力しております。 

また、当社は、平成20年10月７日開催の取締役会決議

に基づき、以下のコミットメントライン契約を締結致し

ました。 

 契約日    平成20年10月８日 

 借入枠    1,900,000千円 

 契約期間   平成20年10月８日より、 

        平成21年９月30日まで 

 借入利率   9.0％ 

 借入先    中小企業保証機構株式会社 

 コミットメントラインフィー   1.0％ 

営業面におきましては、新商品の投入を実施し、収

益の向上に努めております。 

  

（重要な後発事象） 決算短信 78頁 

（追加事項） 
前事業年度 

（自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日） 

 (新株予約権の行使による新株式の発行） 

  平成19年12月３日開催の取締役会決議に基づき付

与した第８、９、10、11回修正条項付新株予約権につい

て、以下のとおり権利行使が行われました。 

  

第11回新株予約権 

①行使日       平成20年９月26日 

②行使価格           150.8円 

③増加した株式の種類および数 

   普通株式        66,312株 

④増加した資本金       5,155千円 

⑤増加した資本剰余金     5,155千円 

 （コミットメントライン契約） 

  当社は、平成20年10月７日開催の取締役会において、

下記のとおりコミットメントライン契約を決議致しま

した。 

  １．契約日   平成20年10月８日 

  ２．借入枠   1,900,000千円 

３．契約期間   平成20年10月８日より、 

          平成21年９月30日まで 

 ４．借入利率   9.0％ 

 ５．借入先    中小企業保証機構株式会社 

 ６．コミットメントラインフィー   1.0％  

 


