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平成 19 年 12 月３ 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．06-4797-1102） 

 

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回新株予約権発行に関するお知らせ 

 

当社は、平成 19 年 12 月３日開催の取締役会において、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（以下「本修正条項付新株予約権」という。）及び第 17 回新株予約権発行

（以下「本新株予約権」という。）の発行を決議いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知

らせいたします。  

 

記 

 

１．本新株予約権の発行に係る募集の目的 

（１）資金調達の主な目的 

当社は、本修正条項付新株予約権及び本新株予約権の発行により借入金の返済、毀損した

資本の補填等バランスシートの改善を実施し、自己資本の増強による信用力の強化ならびに経

営の安定と収益性の向上を図るものであります。 

また、当社の業容の拡大および収益性の向上を図るため経常事業資金を確保するべく、第三

者割当による本修正条項付新株予約権及び本新株予約権の発行を決定いたしました。本修正

条項付新株予約権及び本新株予約権は、将来の経営環境を見極めながら、企業価値の向上を

可能にし得ることから発行するものであります。 

 

（２）本修正条項付新株予約権及び本新株予約件の商品性について  

 本修正条項付新株予約権について 

本修正条項付新株予約権は、①割当日以降、当社の判断により回号ごとの行使価額の修正

及び再修正の決定が行われると、行使価額は、その時の株価の 90％に修正され、以降毎週一

度その時の株価の 90%に修正される、という設計となっております。②行使価額の修正決定後、

株価が上昇すれば行使価額も上方修正され希薄化の度合いが小さくなり、株価が下落すれば

行使価額も下方修正され希薄化の度合いも大きくなります。 



                      
 

2 

また、③当社が各回の本修正条項付新株予約権ごとに行使価額の修正を決定した場合、割

当予定先は、行使 終期日までにどれだけの新株予約権を行使するかを表明し、行使すること

を表明した個数の新株予約権の出資金総額（注）の払込みを行い、当該出資金総額は、割当予

定先がその後新株予約権の行使を行うことに伴い資本に切り替わる設計になっております。さら

に、④本修正条項付新株予約権については当社が割当予定先に対して本修正条項付新株予

約権の行使を認める旨の通知がなされない限り割当予定先は本修正条項付新株予約権を行使

することができない設計になっております。⑤当社が割当予定先に対して本修正条項付新株予

約権の行使を求めた場合には、割当予定先は、本修正条項付新株予約権を行使しなければな

らない設計になっております。加えて、⑥当社の判断で、いつでも残存する本修正条項付新株

予約権の全部または一部の取得が可能となっております。 

（注）出資金総額 ：割当予定先が行使 終期日までに行使することを表明した新株予約権の個数

×新株予約権 1 個の行使に際して出資される財産の価額。  

本新株予約権について 

 本新株予約権は、①行使価額を平成 19 年 1１月 30 日までの 20 連続取引日の VWAP の平均

の 120%である 1,548 円としたこと、行使価格はいわゆるムービングストライク型（ＭＳ）ではなく、固定

価格であること。さらに、②ミレニアムストーン投資事業有限責任組合１社に対する第三者割当発

行であり、同社から第三者への譲渡は当社取締役会の承認が必要であること。 

 

（３）新株予約権による資金調達を行う理由  

当社は今回の資金調達に際し多様な資金調達手段を検討した結果、本修正条項付新株予

約権の特徴である、 

①行使価額の修正が決定された後、割当予定先が行使 終期日までに行使を希望する新

株予約権の個数を表明し、行使に先立ちその出資金総額を当社に支払うため、当社は出

資金総額分の資金調達ができること  

②割当日以降、当社の判断で行使価額の修正を決定できるので、本修正条項付新株予約権

の行使が開始されるタイミングをコントロールすることができること  

③今回発行する新株予約権は 10 回の回号に分かれており、行使価額の修正開始の決定後、

各回号ごとに、新株予約権の行使の時期や価額が分散され、株価への影響の低減が期待

できるとともに、一定の条件の下で、円滑かつ着実な自己資本拡充が期待できること  

④行使価額の修正の決定後、株価が上昇した場合には希薄化が抑制されること  

⑤資本政策の変更が必要になった場合には、当社の判断により残存する本修正条項付新株

予約権の全部または一部を取得できること  

⑥本修正条項付新株予約権と同時に本新株予約権を同時に発行することにより、株主価値

希薄化にも配慮した資金調達を実現することができる。 

等を勘案し、本修正条項付新株予約権及び本新株予約権の発行が当社にとって現時点に

おける 良の選択肢であると判断いたしました。 
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２．調達する資金の額および使途  

（１）調達する資金の額（差引手取概算額）  

3,404,000,000 円  

上記の差引手取概算額は、新株予約権の払込金額の合計（第７回乃至第 16 回新株予約

権及び第 17 回新株予約権の合計）と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合

計（第７回乃至第 16 回新株予約権及び第 17 回新株予約権の合計）とを合算して算出してお

ります。なお、本新株予約権の行使は新株予約権者の判断によるものであり、発行決議日現

在において本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額および払込日は確定

しておりません。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合および当社

が新株予約権を取得した場合には、上記差引手取概算額は減少します。  

 

（２）調達する資金の具体的な使途  

今回の新株予約券発行にかかる差引手取概算額 3,404 百万円につきましては、借入金の

返済に 1,083 百万円（有利子負債の圧縮）システムにおける新製品の開発及び既存システム

製品のリリース支援におけるカスタマイズ並びにリニューアル費用及び人件費等の運転資金

に 2,321 百万円充当する予定です。 

なお、より具体的な金額については、行使による払い込みのなされた時点の状況に応じて

決定いたします。 

  

（３）調達する資金の支出予定時期  

調達資金を支出する時期は、本修正条項付新株予約権及び本新株予約権が行使された

時点で、速やかに借入金への返済若しくは当社および関連会社を含むグループ企業の業容

拡大に比例した運転資金増加に対するキャッシュフローの安定を図るため、主として、グルー

プ各企業および各事業に対する統括管理体制の強化のための当社運転資金及びグループ

各企業の運転資金に充当することになりますが、当該時期は現時点ではまだ確定はしており

ません。 

  

（４）調達する資金使途の合理性に関する考え方  

借入金の返済、毀損した資本の補填等バランスシートの改善を実施し、自己資本の増強に

よる信用力の強化ならびに経営の安定と収益性の向上を図ることは当社にとって急務でありま

す。 
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３． 近３年間の業績およびエクイティ・ファイナンスの状況  

（１） 近３年間の業績（連結）（単位：百万円） 

決 算 期 平成 17 年７月期 平成 18 年７月期 平成 19 年７月期 

売 上 高 11,360 19,916 19,342

営 業 利 益 1,090 △443 △76

経 常 利 益 972 △421 △189

当 期 純 利 益 △584 △3,389 △1,806

１株当たり当期純利益（円） △2,854.57 △6,093.66 △3,146.24

１ 株 当 た り 配 当 金 （ 円 ） 400.00 － －

１ 株 当 た り 純 資 産 （ 円 ） 34,232.51 10,714.38 6,727.49

   

（２）現時点における発行済株式総数及び潜在株式数の状況 

種    類 株  式  数 発行済株式総数に対する比率

発 行 済 株 式 総 数 985,469.66 株 100.0％

現時点の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 の 総 数
4,360 株 0.４％

  注）上記潜在株式数は、希薄化効果を有さないストックオプションの残高であります。 

 

（３）今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

ビービーネット株式会社第 7 回乃至第 16 回修正条項付新株予約権 

発行期日 平成 19 年 12 月 19 日 

調達資金の額 3,093 百万円 

募集時点における発

行済株式数 

985,469．66 株 

募集時点における潜

在株式数 

当初の行使価格（1,548 円）における潜在株式数 １,937,984 株 

 

   ビービーネット株式会社第１７回新株予約権 

発行期日 平成 19 年 12 月 19 日 

調達資金の額 327 百万円 

募集時点における発

行済株式数 

985,469.66 株 

募集時点における潜

在株式数 

固定行使価格（1,548 円）における潜在株式数 193,798 株 
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（4） 最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

（上場後に行われたエクイティ・ファイナンスの状況） 

発行済株式総数 資本金 資本準備金 

増加数 残高 増加額 残高 増加額 残高 年 月 日 

株 株 千円 千円 千円 千円 

摘 要 

平成 14 年９月 10 日 

（注９） 
1,500 12,125 92,437 859,675 106,575 458,662 

有償一般募集 

発行価額 

145,000 円 

資本組入額 

61,625 円 

平成 15 年７月 15 日 

（注 10） 
750 12,875 37,500 897,175 37,500 430,303 

有償第三者割当 

発行価額   

100,000 円 

資本組入額  

50,000 円 

平成 16 年 12 月 29 日

（注 11） 
25,000 189,097.69 819,000 2,972,706 819,000 2,491,943 

本邦以外の地域

における公募 

発行価額   

65,520 円 

資本組入額  

32,760 円 

平成 19 年３月 16 日 

（注 12） 
15,100 579,007.66 50,320 5,153,207 50,320 975,062 

有償第三者割当 

発行価額   

6,665 円 

資本組入額  

3,332.5 円 

平成 19 年７月 27 日 

（注 13） 
2,900 659,674.66 9,454 5,273,706 - 1,086,108 

有償第三者割当 

発行価額   

3,260 円 

資本組入額  

3,260 円 

平成 19 年９月７日 

（注 14） 
280,611 983,319.66 280,611 5,598,067 269,386 1,399,245 

有償第三者割当 

発行価額   

1,960 円 

資本組入額  

1,000 円 
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発行済株式総数 資本金 資本準備金 

増加数 残高 増加額 残高 増加額 残高 年 月 日 

株 株 千円 千円 千円 千円 

摘 要 

平成 19 年 10 月 26 日

（注 15） 
2,150 985,469.66 2,365 5,600,432 2,332 1,401,578 

第三者割当増資 

発行価額 

2,185 円 

資本組入額 

1,100 円 

 

（注１） 当社は平成 15 年８月 31 日に社債総額 450 百万円の無担保転換社債型新株予約権付社債を

発行しております。なお、当該社債に付されておりました新株予約権は、すべての行使が完了

しております。本社債により調達した資金 427 百万円につきましては、当初の予定通り運転資

金ならびに財務体質の改善等企業基盤の強化に充当しております。 

（注２） 当社は平成 15 年 12 月 24 日に社債総額 700 百万円の無担保転換社債型新株予約権付社債

を発行しております。なお、当該社債に付されておりました新株予約権は、すべての行使が完

了しております。本社債により調達した 700 百万円は、当初の予定通り当社の進める新規事業

に伴う運転資金及び財務体質の改善等企業基盤の一層の強化に充当しております。 

（注３） 当社は平成 16 年５月 31 日に社債総額 1,900 百万円の無担保転換社債型新株予約権付社債

を発行しております。なお、本社債につきましては 1,300 百万円分の新株予約権の行使が行わ

れ、600 百万円は平成 19 年５月に償還しております。本社債により調達した 1,900 百万円は、

当初の予定通り当社の進める新規事業に伴う運転資金及び財務体質の改善等企業基盤の一

層の強化に充当しております。 

（注４） 当社は平成 17 年４月 15 日に社債総額 4,000 百万円の無担保転換社債型新株予約権付社債

を発行しております。なお、当該社債に付されておりました新株予約権は、すべての行使が完

了しております。本社債により調達した資金 3,950 百万円につきましては、当初の予定通り

2,500 百万円を熊青西九州青果株式会社の株式譲受けに、1,000 百万円を借入金の返済に、

450 百万円を販売用システムの制作等の事業資金ならびに運転資金に充当しております。 

（注５） 当社は平成 18 年 11 月 24 日に 80,000 株を限度とした新株予約権を発行しております。なお、

当該新株予約権は、平成 19 年４月 25 日に消却されております。 

（注６） 当社は平成 19 年６月 11 日に社債総額 200 百万円の無担保転換社債型新株予約権付社債を

発行しております。なお、当該社債に付されておりました新株予約権は、本日現在全額行使が

完了しております。本社債により調達した資金 195 百万円につきましては、当初の予定通り借

入金の返済に充当しております。 

（注７） 当社は平成 19 年７月 27 日に社債総額 250 百万円の無担保転換社債型新株予約権付社債を

発行しております。なお、当該社債は、平成 19 年８月 23 日に当社が取得、消却しております。 

（注８） 当社は平成 19 年７月 27 日に社債総額 350 百万円の無担保転換社債型新株予約権付社債を
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発行しております。なお、当該社債は、平成 19 年８月 23 日に同社債に付された新株予約権が

放棄され、平成 19 年９月７日の第三者割当に際して、現物出資されております。 

（注９） 調達額 199 百万円は、当初の予定通り 100 百万円をアライアンス企業の株式取得のための投

資資金に、32 百万円をシステム更新投資に、67 百万円を運転資金に充当しております。 

（注 10）調達額 75 百万円は、当初の予定通り運転資金に充当しております。 

（注 11）調達額 1,638 百万円は、当初の予定通り運転資金に充当しております。 

（注 12）調達額 99 百万円は、当初の予定通り当社グループと日本振興銀行株式会社との提携の一環

として行われた、同行の株式取得のための投資資金に充当しております。 

（注 13）調達額９百万円は、当初の予定通り運転資金に充当しております。 

（注 14）現物出資のため、資金使途は該当ありません。 

（注 15）調達額 4 百万円は、運転資金に充当しております。 

 

(５)最近の株価の状況 

（過去３決算期間及び直前の株価等の推移） 

 平成 17 年７月期 平成 18 年７月期 平成 19 年７月期 平成 20 年７月期

始値 ※107,000 円 ■32,050 円 ■9,100 円 ■1,020 円

高値 ※128,000 円 ■56,400 円 ■12,160 円 ■2,210 円

安値 ■31,450 円 ■8,020 円 ■2,480 円 ■666 円

終値 ■32,000 円 ■8,990 円 ■2,605 円 ■1,710 円

（注１）平成 20 年７月期の数値は、平成 19 年 11 月 30 日現在のものであります。 

（注２）※は、平成 15 年７月 31 日を基準日とした１：1.1、平成 16 年１月 31 日を基準日と

した１：2.1、ならびに平成 16 年７月 31 日を基準日とした１：3.1 の株式分割によ

る調整後の株価であります。 

（注３）■は、平成 15 年７月 31 日を基準日とした１：1.1、平成 16 年１月 31 日を基準日と

した１：2.1、平成 16 年７月 31 日を基準日とした１：3.1、平成 17 年１月 31 日を

基準日とした１：1.1、ならびに平成 17 年７月 31 日を基準とした１:２の株式分割

による調整後の株価であります。 
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４．募集前後の大株主および持株比率 

募集前（注） 募集後（潜在株式未反映） 

ガーネッシュ投資事業有限

責任組合 
18.16％

ガーネッシュ投資事業有限

責任組合 
18.16％ 

田中英司 15.12％ 田中英司 15.12％ 

大阪証券金融㈱ 1.58％ 大阪証券金融㈱ 1.58％ 

日本振興銀行㈱ 1.54％ 日本振興銀行㈱ 1.54％ 

（個人株主） 1.40％ （個人株主） 1.40％ 

（注）上記の大株主構成は、平成 19年９月３日の株主名簿を基準にしたものであります。 

 

５．業績への影響の見通し 

今回の資金調達による業績に与える影響額は軽微であります。 

 

６．発行条件等の合理性  

（１）発行条件が合理的であると判断した根拠  

当社は、本修正条項付新株予約権及び本新株予約権の諸条件、本修正条項付新株予約

権及び本新株予約権の発行決議に先立つ当社普通株式の株価、当社普通株式の株価変動

性（ボラティリティ）等を考慮して、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーショ

ンモデルによる算定結果を参考に、本修正条項付新株予約権については金 310,000 円を本

修正条項付新株予約権の1個当たりの払込金額とし、本新株予約権の算定結果を参考に、本

新株予約権については金 900,000 円を 1 個当たりの払込金額といたしました。また、本修正条

項付新株予約権および本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、大阪証券取

引所における当社株式の平成 19 年 1１月 30 日までの 20 日連続取引日の VWAP の平均の

120%である 1,548 円といたしました。また、当該行使価格は、直近の終値に対する割合も合理

的な価格の範囲にあると判断いたしました。 

 

（２）発行数量および株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠  

既存株主様におかれましては、本修正条項付新株予約権及び本新株予約権が行使された

直後は、一時的に希薄化が生じますが、当社といたしましては、本修正条項付新株予約権及

び本新株予約権による資金調達により行う計画である借入金返済及び当社および関連会社を

含むグループ企業の業容拡大に比例した運転資金増加に対するキャッシュフローの安定を図

るため、主として、グループ各企業および各事業に対する統括管理体制の強化のための当社

運転資金及びグループ各企業の運転資金への充当によりもたらされる企業価値の増大が、将

来的には既存株主様の持分価値の向上に資するものであると考えております。このような考え

のもと、この度の発行規模を合理的なものであると判断し、決定いたしました。 
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７．割当先の選定理由  

（１）割当先の概要  

① 名 称 ミレニアムストーン投資事業有限責任組合 

② 設 立 根 拠 等 投資事業有限責任組合法 

③ 所 在 地 東京都千代田区丸の内３－２－２ 東京商工会議所ビル 

④ 無 限 責 任 組 合 員 ミレニアムストーン合同会社 

資 本 関 係 該当事項はありません 

取 引 関 係 該当事項はありません 

人 的 関 係 該当事項はありません ⑤ 当 社 と の 関 係 等 

関連当事者へ
の 該 当 状 況

該当事項はありません 

 

（２）割当先を選定した理由 

割当先は、当社の経営の安定と収益性の向上を支援していただける相手先として選択した

ものであります。 

 

（３）割当先の保有方針  

割当予定先であるミレニアムストーン投資事業有限責任組合は、当社の取締役会決議によ

る当社の承認を得ることなく本新株予約権は譲渡せず、本新株予約権の行使の結果交付を受

けることとなる当社株式は適時適切に売却する方針です。  

 

（４）株券貸借に関する契約 

該当事項はありません。 

 

以 上  
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ビービーネット株式会社 

第７回乃至第 16 回新株予約権 

発行要項 

 
 

本要項は、ビービーネット株式会社（以下「当社」という。）が平成 19 年 12 月 3 日に開催した

取締役会の決議に基づいて平成 19 年 12 月 19 日に発行するビービーネット株式会社第７回乃至

第 16 回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）にこれを適用する。 

 

Ⅰ．新株予約権の名称 ビービーネット株式会社第７回乃至第 16 回新株予約権 

Ⅱ．第 7回乃至第 16 回新株予約権に共通する事項 

１．新株予約権の総数   30 個（第７回乃至第 16 回の合計 300 個） 

２．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

    本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権 1 個の

行使請求により当社が当社普通株式を交付する数（以下「交付株式数」という。） は、

10,000,000 円（ 以下「出資金額」という。） を行使価額（第 7 項及び第 6 項第(2)号

に定義する。）で除して得られる 大整数とし、本新株予約権複数個の行使請求によ

り当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求の対象となった本新株予約権の数

に出資金額を乗じた金額（以下「出資金総額」という。）を行使価額で除して得られる

大整数とする（1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わ

ない。）。なお、本新株予約権の目的たる株式の総数の上限は、本新株予約権の総数

に出資金額を乗じた金額を行使価額で除して得られる 大整数となる。ただし、第 8 

項または第 9 項に従い、行使価額が修正または調整された場合は、本新株予約権の

目的たる株式の総数は変更される。 

  

３．各本新株予約権の払込金額 本新株予約権 1個当たり金 310,000 円 

（払込総額金 9,300,000 円、第７回乃至第 16 回 

の合計金 93,000,000 円） 

４．新株予約権の割当日                  平成 19 年 12 月 19 日 

５．新株予約権の払込期日         平成 19 年 12 月 19 日 

６．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 (1) 本新株予約権 1 個の行使に際して出資される財産の価額は、第 2 項に定める出資

金額とする。なお、修正開始日（第 8 項第(1)号に定義する。） 後の包括行使請求（第

13 項第(3)号に定義する。） または個別行使請求（第 13 項第(4)号に定義する。）に基

づく本新株予約権の行使に際して新株予約権 1 個につき出資される財産の価額もこ

れと同額とする。 
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  (2) 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

る当社普通株式 1 株あたりの価額は、当初、第 7 項で定める行使価額とする。ただし、

第 8 項または第 9 項に従い、修正または調整される。 

７．行使価額      当初 1,548 円 

８．行使価額の修正 

（１）  当社は、平成 19 年 12 月 19 日以降、平成 2１年 12 月 19 日までの間、当社取締役

会が資金調達のために必要と認めた場合には、修正開始日（行使価額修正の決定を

行った日（以下「行使価額修正決議日」という。）の 6 銀行営業日後の日をいい、以下

「修正開始日」という。）以降、本新株予約権の要項に従って本新株予約権の行使価

額が修正される旨を決定（以下「行使価額修正の決定」という。）することができ、この決

定を行った場合には、当社は、行使価額修正の決定が行われたことおよび修正開始

日を、行使価額修正決議日に、新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通

知するものとする。   

（２）  行使価額修正の決定が行われた場合、行使価額は、①修正開始日（当日を含む。）か

ら修正開始日の翌週の金曜日まで（当日を含む。）の期間においては、行使価額修正

決議日の前銀行営業日まで（当日を含む。）の５連続取引日（ただし、終値（気配表示

を含む。以下同じ。）のない日は除き、行使価額修正決議日の前銀行営業日が取引

日でない場合には、行使価額修正決議日の前銀行営業日の直前の取引日までの５

連続取引日とする。以下「修正開始日行使価額算定期間」という。）の株式会社大阪

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 90％に相当

する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。）に、②修

正開始日の翌週の金曜日の翌日以後においては、毎週金曜日（以下「決定日」とい

う。）の翌日以降、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「修正後行使価額算定期間」という。）の株式会社大阪証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値の 90％に相当する金額（円位

未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。）に、それぞれ修正される

（修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。）。なお、修正開始日行使価額

算定期間または修正後行使価額算定期間内に、第９項第(2)号乃至第(4)号で定める

行使価額の調整事由が生じた場合には、修正後行使価額は、本新株予約権の要項

に従い当社が適当と判断する値に調整される。 

（３）  本項第(1)号および第(2)号により行使価額の修正を行うときは、当社は、あらかじめ書

面によりその旨、修正前の行使価額、修正後行使価額およびその適用の日その他必

要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。 
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９．行使価額の調整 

 (1) 当社は、本新株予約権の割当後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行

済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に

定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。 

交付株式数 × 
1 株当たりの

払込金額 
既発行

株式数

 

＋
時 価 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額
×

既発行株式数  ＋  交付株式数 

     

（2）  行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整

後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

① 本項第(3)号②に定める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

場合また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。）その他の金融商品もしくは権利の転換、交換または行使による場

合を除く。）  

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払

込期間の 終日とする。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権

利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

② 当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当てをする場合 

 調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社

普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普

通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための

基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。  

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下

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（無償割当

ての場合を含む。）、または本項第(3)号②に定める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（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

その他の金融商品もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）（ただし、

本新株予約権と同時に発行される本新株予約権以外の新株予約権の発行を除く。） 

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）その他の金融商品または権利（以下「取得請求権付株式

等」という。）の全てが当初の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付

されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予

約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合は割当日）または無償割当
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ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、転換、交換または行使に際して交付される当社普通株式の対価

が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使

価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該

対価の確定時点の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたもの

とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌

日以降これを適用する。  

④ 当社の発行した取得条項付株式また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。）の取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価

をもって当社普通株式を交付する場合  

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。  

上記にかかわらず、上記取得条項付株式また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。）に関して当該調整前に本号③または⑤による行使

価額の調整が行われている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の本項第(3)号③

に定める完全希薄化後普通株式数が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超え

るときに限り、調整後の行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の「交付株式

数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の

既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。 

⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式 1 株あたりの対価（本⑤に

おいて「取得価額等」という。）の下方修正等が行われ（本項第(2)号乃至第(4)号と類

似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等後の当該取得

価額等が当該修正が行われる日（以下「修正日」という。）における本項第(3)号②に定

める時価を下回る価額になる場合（ただし、本新株予約権と同時に発行される本新株

予約権以外の新株予約権の行使価額の修正の場合を除く。）  

(ⅰ) 当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が修正日前に行

われていない場合、調整後の行使価額は、修正日に残存する取得請求権付株式等

の全てが修正日時点の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付され

たものとみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降これ

を適用する。 

(ⅱ) 当該取得請求権付株式等に関し、本号③または上記(ⅰ)による行使価額の調整が

修正日前に行われている場合で、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てを

修正日時点の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたものと

みなしたときの本項第(3)号③に定める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行

われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当

該超過株式数を行使価額調整式の「交付株式数」とみなして、行使価額調整式を準



                      
 

14 

用して算出するものとし、修正日の翌日以降これを適用する。なお、1 か月間に複数

回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正され

た取得価額等のうちの も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出する

ものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。 

⑥ 本号③乃至⑤における対価とは、当該株式または新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）の発行に際して払込みがなされた額（本号③における新株予

約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合には、その行使に際して出

資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得または行使に際して当該株

式または新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金

額を、その取得または行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をい

う。  

⑦ 本号①乃至③の各取引において、当社普通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ま

たは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、本号①乃至③に

かかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する

ものとする。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新

株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式

を交付するものとする。ただし、株券の交付については第 17 項第(2)号の規定を準用

する。 
 

(調整前行使価額 － 調整後行使価額) ×
調整前行使価額により当該期間

内に交付された株式数 
 

株式数＝ 
調整後行使価額 

 

 この場合に 1 株未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。 

    行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が

1 円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使

価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式

中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用す

る。 

（３）① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を

切捨てる。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ 45

取引日目に始まる 30 取引日（終値（気配表示を含む。）のない日数を除く。）の株式

会社大阪証券取引所（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

（気配表示を含む。）の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第

2 位まで算出し、小数第 2 位を切捨てる。 
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③ 「完全希薄化後普通株式数」は、調整後行使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、当該行使価額の調整以前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付株

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、および当該行使価額の調整において本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普

通株式数に該当するものとみなされることとなる当社普通株式数を加えたものとする。 

④ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日（基準日を定めない場合は効

力発生日）がある場合はその日、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）が

ない場合は調整後の行使価額を適用する日の 1 ヶ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の数を控除し、当該

行使価額の調整以前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付株式数とみなされ

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たものと

する。 

また、交付株式数には、本項第(2)号②の基準日における当社の有する当社普通株

式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする｡ 

（４） 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社

は、必要な行使価額の調整を行う。 

①  株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完

全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。 

②  その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により

行使価額の調整を必要とするとき。（ただし、本新株予約権と同時に発行される本新株

予約権以外の新株予約権の行使価額の調整の場合を除く。） 

③  行使価額を調整すべき事由が 2 つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の

行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必

要があるとき。 

（５）  本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりそ

の旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その

他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、適用の

日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれ

を行う。 

10． 本新株予約権を行使することができる期間 

（１） 平成 19 年 12 月 19 日から平成 21 年 12 月 19 日（第 12 項に従って本新株予約権が取得さ

れる場合、取得される本新株予約権については、当該取得日の前営業日）までの期間（以

下、当該期間の 終日を「権利行使 終期日」という。）とする。ただし、権利行使最終期日

が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日を権利行使 終期日とする。 

（２） 前号に拘わらず、包括行使請求は、権利行使 終期日を行使する日として行うものとし、行
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使価額修正決議日から修正開始日までの期間（以下「包括行使請求書提出期間」という。）

において、包括行使にかかる行使請求書を提出するものとする。個別行使請求を行う期間

は、修正開始日から権利行使 終期日の前銀行営業日までの期間（以下「個別行使可能期

間」という。）とする。 

 

11．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 

に関する事項 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

第 40 条第 1 項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果

1 円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。本新株予約権の行使により株

式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本

金の額を減じた額とする。 

12. 新株予約権の取得の条件 

(1) 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（当該取締役会後 2 か月を超えない日に

定められるものとする。）を別に定めた場合には、当該取得日において、残存する本新株予約権

の全部または一部を取得する。当社が本新株予約権の一部を取得する場合、抽選により、取得

する本新株予約権を決定するものとする。当社は、本新株予約権を取得するのと引換えに、当該

本新株予約権の新株予約権者に対して、本新株予約権 1 個あたり 払込金額と同額を交付する。

当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。  

(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以下「組

織再編行為」という。）につき当社株主総会（株主総会の決議を要しない場合は、取締役会）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、当社が本新株予約権を取得するの

と引換えに当該本新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約権 1 個あたり払込金額と同

額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消

却するものとする。  

(3) 当社は、当社が本新株予約権の発行後平成 2１年 12 月 19 日まで（当日を含む。） の間に行使

価額修正の決定を行わない場合、平成 2１年 12 月 19 日の翌銀行営業日に、無償にて残存する

本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 

(4) 本項第(1)号または第(2)号により本新株予約権を取得する場合には、当社は、当社取締役会で 

定める取得日の 2 週間前までに、当該取得日を、新株予約権原簿に記載された本新株予約権

の新株予約権者（本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会が決定した本新株予

約権の新株予約権者）に通知する。  

(5) 本項第(1)号または第(2)号により本新株予約権を取得する場合において、包括行使請求に基づく

出資金額が払い込まれていたときは、当社は新株予約権者に対し、当該取得事由発生後遅滞

なく、取得される本新株予約権の個数に出資金額を乗じた金額を包括行使請求に基づく出資金

額の返還として支払うものとする。 
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13．本新株予約権の行使請求および払込の方法 

(1) 行使価額修正の決定が行われない場合において行使請求を行うときは、新株予約権者は、平成 

2１ 年 12 月 19 日まで（当日を含む。）に、本項第(5)号および第(6)号に定める行使請求手続を

完了するものとする。  

(2) 行使価額修正の決定が行われた場合において、修正後行使価額が適用される前の行使価額

（以下「修正前行使価額」という。）に基づき行使請求を行うときは、新株予約権者は、修正開始日

の前銀行営業日まで（当日を含む。）に本項第(5)号および第(6)号に定める行使請求手続を完了

するものとする。  

(3) 行使価額修正の決定が行われた場合において、修正後行使価額に基づき行使請求を行うときは、

新株予約権者は、包括行使請求書提出期間内に行使請求書を提出することにより、各本新株予

約権につき、第 14 項第(2)号①に定める条件が成就した場合に効力を生じる行使請求として、出

資金額を本新株予約権 1 個あたりの行使に際して出資される財産の価額とし、権利行使 終期

日において有効な交付株式数を本新株予約権 1 個あたりの交付株式数として株式の交付を受け

ることを意図する行使請求（以下「包括行使請求」という。）の手続きを、本項第(5)号に従い、権利

行使 終期日を行使日として行い、かつ出資金総額の払込を行うものとする。  

(4) 前号に従い出資金総額が払い込まれた本新株予約権については、新株予約権者は、当該本新

株予約権に係る包括行使請求の行使日を待たずに、個別行使可能期間内において、いつでも、

個別行使請求（以下に定義する。）を行うことができる。ここで「個別行使請求」とは、当該各本新

株予約権について、出資金額を本新株予約権 1 個あたりの行使に際して出資される財産の価額

とし、各個別行使請求の時点において有効な交付株式数を本新株予約権 1 個あたりの交付株式

数として株式の交付を受けることを意図する行使請求とし、個別行使請求の効力は、本項第(5)号

および第(6)号に定める行使請求手続が完了したときに生じるものとする。この場合、効力を生じた

個別行使請求に対応する本新株予約権に係る包括行使請求は、第14項第(2)号①に定める包括

行使請求に付された条件の不成就の確定により効力が発生しないこととなる。 

(5) 本新株予約権の行使請求を行う場合には、新株予約権者は、修正前行使価額に基づく行使請

求（行使価額修正の決定が行われない場合の行使請求を含む。）、包括行使請求および個別行

使請求の各場合に応じて、当社が定める様式による行使請求書（以下「行使請求書」という。）に

必要事項を記入し、記名捺印の上、これを第 15 項に定める行使請求受付場所に提出するものと

する。  

(6) 前号の行使請求書の提出に加えて、出資金総額を現金にて第 16 項に定める払込取扱場所の

当社の指定する口座（以下「指定口座」という。）に払い込むものとする。 

(7) 各個別行使請求がなされることにより包括行使請求の一部もしくは全部の効力が発生しない場合

を除き、本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。 

14．その他の本新株予約権の行使の条件 

(1)各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(2)① 包括行使請求には、その対象となる各本新株予約権につき、権利行使 終期日の前銀行営
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業日までに、個別行使請求がなされず、本項第(4)号①に定めるいずれの事由も発生せず、第

12 項第(1)号または第(2)号に定めるいずれの取得も行われず、かつ本新株予約権が消滅して

いない場合に効力を生じる旨の条件を付すものとする。  

② 包括行使請求を行う新株予約権の個数については、新株予約権者の任意の選択によるものと

し、新株予約権者は、包括行使請求を行う場合、出資金額に包括行使請求に基づき権利行使

を希望する本新株予約権の個数を乗じた金額を、包括行使請求書提出期間内に、現金にて

第 16 項に定める払込取扱場所の指定口座に払い込むものとする。  

③ 権利行使 終期日の前銀行営業日に本号①に定める包括行使請求に付された条件が成就し

た場合には、包括行使請求がなされた際に払い込まれた金銭は、権利行使 終期日において、

当該包括行使請求の対象となる本新株予約権の出資金額に係る払込金として確定する。 

④ 包括行使請求書提出期間内に、新株予約権者が包括行使にかかる行使請求書を提出しなか

ったとしても、当社による請求がある場合には、新株予約権者は、当該包括行使にかかる行使

請求書を提出しなかった本新株予約権につき、以後包括行使請求その他の一切の行使請求

を行うことができるものとする。  

(3)① 第 17 項第(1)号に従い個別行使請求の効力が生じた場合には、当該個別行使請求に対応す

る個数の本新株予約権に係る包括行使請求は効力が発生しないことが確定し、当社は新株予

約権者に対し、当該効力が発生しないことが確定した包括行使請求に係る本新株予約権の個

数に出資金額を乗じた金額を速やかに返還するものとする。  

② 新株予約権者は、かかる個別行使請求の効力発生以後、権利行使 終期日の前銀行営業日

に至るまで、包括行使請求に係る行使請求書が提出された本新株予約権の総数から当該個

別行使請求が行われた本新株予約権の個数を控除した残数の本新株予約権に限り、引き続

き、個別行使請求を行うことができ、その後もまた同様とする。  

(4)① 以下の(i)乃至(ⅲ)のいずれかの事由が生じた場合には、新株予約権者は、残存する本新株予

約権全部につき、以後その行使請求を行うことができないものとする。なお、以下の(i)乃至(ⅲ)

のいずれかの事由が生じた場合には、当社は速やかに新株予約権原簿に記載された各新株

予約権者に通知する。  

(ⅰ) 当社が支払の停止に至った場合または当社につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社

更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに準じる法的清算・再建手続の申立がなされた

場合もしくは裁判所もしくは監督官庁によりかかる手続開始の前提行為が行われた場合 

(ⅱ) 当社が手形交換所の取引停止処分を受けた場合  

(ⅲ) 当社の重要な財産が差し押さえられた場合  

② 本号①のいずれかの事由が生じた場合において、包括行使請求に基づく出資金額が払い込

まれていたときは、包括行使請求は、当該事由発生時において残存する本新株予約権につき

効力が発生しないことが確定し、当社は新株予約権者に対し、当該事由発生後遅滞なく、残存

する本新株予約権の個数に出資金額を乗じた金額を包括行使請求に基づく出資金額の返還

として支払うものとする。 
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15．行使請求受付場所 ビービーネット株式会社 管理本部 

16. 払込取扱場所             株式会社近畿大阪銀行 梅田支店 

               大阪市北区梅田 1丁目 3番 1-100 号 

17．新株予約権行使の効力発生時期 

(1) 本新株予約権の行使請求の効力は、第13項第(5)号の行使請求書が行使請求受付場所に到達

し、かつ第 13 項第(6)号の出資金総額が指定口座に入金された場合において、本新株予約権

を行使する日として当該行使請求書に記載された日（当該行使請求書が行使請求受付場所に

到達した日または本新株予約権の行使に際して出資される出資金の指定口座への入金が行わ

れた日のいずれかが、かかる行使請求書に記載された日の翌日以降である場合を除く。）に発

生する。ただし、包括行使請求に基づく行使の効力は、第 13 項第(5)号の行使請求書が行使請

求受付場所に到達し、かつ第 13 項第(6)号の出資金総額が指定口座に入金されることに加え、

権利行使 終期日の前銀行営業日までに、個別行使請求がなされず、第 14 項第(4)号①に定

めるいずれの事由も発生せず、第12項第(1)号または第(2)号に定めるいずれの取得も行われず、

かつ本新株予約権が消滅していない場合に権利行使 終期日において生じるものとする。  

(2) 当社は、本新株予約権の行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。 

18．単元株式数の定めの導入に伴う取り扱い 

当社が単元株式数の定めを導入する場合等、本新株予約権の要項の規定中読み替えその他の

措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる 

19．譲渡による新株予約権の取得制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

20. 募集の方法及び割当先 

第三者割当の方法により、全てをミレニアムストーン投資事業有限責任組合に割り当てる。 

21．申込期間        平成 19 年 12 月 19 日 

22．本新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権者の請求があるときに限り記名式新株予約権証券を発行する。 

23．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

当社は、本新株予約権の諸条件、新株予約権の発行決議に先立つ当社普通株式の株価、当社

普通株式の株価変動性（ボラティリティ）等を考慮して、一般的な価格算定モデルであるモ

ンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、金 310,000 円を本新株予約権の 1

個当たりの払込金額とした。また、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、

株式会社大阪証券取引所（ヘラクレス市場）における当社普通株式の平成 19 年 11 月 20 日

までの 20 連続取引日の VWAP の平均の 120%とした。 

24．上記事項については、金融商品取引法による届出書の効力発生を条件とする。  

 

以 上 
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ビービーネット株式会社 

第１７回新株予約権 

発行要項 

 
 

本要項は、ビービーネット株式会社（以下「当社」という。）が平成 19 年 12 月 3 日に開催した

取締役会の決議に基づいて平成19年12月19日に発行するビービーネット株式会社第17回新株

予約権（以下「本新株予約権」という。）にこれを適用する。 

 

Ⅰ．新株予約権の名称  ビービーネット株式会社第 17 回新株予約権 

Ⅱ.第 17 回新株予約権に関する事項  

１．新株予約権の総数    30 個 

２．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権 1 個の行使請求に

より当社が当社普通株式を交付する数（以下「交付株式数」という。） は、10,000,000 円（ 以下

「出資金額」という。） を行使価額（第 7 項及び第 6 項第(2)号に定義する。）で除して得られる

大整数とし、本新株予約権複数個の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数は、行使

請求の対象となった本新株予約権の数に出資金額を乗じた金額（以下「出資金総額」という。）を

行使価額で除して得られる 大整数とする（1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金

による調整は行わない。）。なお、本新株予約権の目的たる株式の総数の上限は、本新株予約権

の総数に出資金額を乗じた金額を行使価額で除して得られる 大整数となる。ただし、第 8 項に

従い、行使価額が調整された場合は、本新株予約権の目的たる株式の総数は変更される。 

３．新株予約権の払込金額 

  １個あたり金 900,000 円（払込総額 金 27,000,000 円） 

４．新株予約権の割当日    平成 19 年 12 月 19 日 

５．新株予約権の払込期日   平成 19 年 12 月 19 日 

６．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

(1)本新株予約権 1 個の行使に際して出資される財産の価額は、第 2 項に定める出資金額とす

る。 

(2)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当社普

通株式１株あたりの価額（以下「行使価額」という。）は、当初、第 7 項で定める行使価額とする。

ただし、第 8 項に従い、調整される。 

７．行使価額    当初 1,548 円 

８. 行使価額の調整 

(1)当社は、本新株予約権の割当後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式

数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使

価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。 
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交付株式数 × 
1 株あたりの

払込金額 
既発行

株式数

 

＋
時 価 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額
×

既発行株式数  ＋  交付株式数 

 

 (2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行

使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

①本項第（3）号②に定める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また

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。）その他の金融商品もしくは権利の転換、交換または行使による場合を除く。） 

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込

期間の 終日とする。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を

与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

②当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当てをする場合 

調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普

通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株

式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る

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（無償割当ての場

合を含む。）、または本項第（3）号②に定める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（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の

金融商品もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。） 

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）その他の金融商品または権利（以下「取得請求権付株式

等」という。）の全てが当初の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付さ

れたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約

権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合は割当日）または無償割当ての

効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権

利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、転換、交換または行使に際して交付される当社普通株式の対価が

取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額

は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の

確定時点の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたものとみなし
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て行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降こ

れを適用する。 

④当社の発行した取得条項付株式また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。）の取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をも

って当社普通株式を交付する場合 

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、上記取得条項付株式また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。）に関して当該調整前に本号③または⑤による行使価額

の調整が行われている場合には、 

(ⅰ)上記交付が行われた後の本項第(3)号③に定める完全希薄化後普通株式数が、上記

交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後の行使価額は、超過す

る株式数を行使価額調整式の「交付株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して

算出するものとし、 

(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないもの

とする。 

⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株あたりの対価（本⑤におい

て「取得価額等」という。）の下方修正等が行われ（本項第(2)号乃至第(4)号と類似の希薄

化防止条項に基づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等後の当該取得価額等が当該

修正が行われる日（以下「修正日」という。）における本項第(3)号②に定める時価を下回る

価額になる場合（ただし、本新株予約権と同時に発行される第７回乃至第16回新株予約

権の行使価額の修正の場合を除く。） 

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が修正日前に行わ

れていない場合、調整後の行使価額は、修正日に残存する取得請求権付株式等の全

てが修正日時点の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたものと

みなして本号③の規定を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降これを適用す

る。 

(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③または上記(ⅰ)による行使価額の調整が修

正日前に行われている場合で、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てを修正

日時点の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたものとみなした

ときの本項第(3)号③に定める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかっ

た場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過株式数

を行使価額調整式の「交付株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するも

のとし、修正日の翌日以降これを適用する。なお、１か月間に複数回の取得価額等の修

正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの

も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌

日以降これを適用する。 
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  ⑥本号③乃至⑤における対価とは、当該株式または新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の発行に際して払込みがなされた額（本号③における新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合には、その行使に際して出資される財産

の価額を加えた額とする。）から、その取得または行使に際して当該株式または新株予約

権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得または行

使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。 

 ⑦本号①乃至③の各取引において、当社普通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または取

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、本号①乃至③にかかわらず、

調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予

約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付す

るものとする。ただし、株券の交付については第 17 項第(2)号の規定を準用する。 
 

(調整前行使価額 － 調整後行使価額) ×
調整前行使価額により当該期間

内に交付された株式数 
 

株式数＝ 
調整後行使価額 

 

  この場合に 1株未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。 

  行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が

1 円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の

行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調

整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使

用する。 

 (3) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2

位を切捨てる。 

  ②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ 45

取引日目に始まる 30 取引日（終値（気配表示を含む。）のない日数を除く。）の

株式会社大阪証券取引所（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（気配表示を含む。）の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位

未満小数第 2位まで算出し、小数第 2位を切捨てる。 

③「完全希薄化後普通株式数」は、調整後行使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、当該行使価額の調整以前に、本項第（2）号乃至第（4）号に

基づき交付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、および当該行使価額の調整において本項第（2）号乃至第（4）

号に基づき交付普通株式数に該当するものとみなされることとなる当社普通株
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式数を加えたものとする。 

  ④行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日（基準日を定めない場合は

効力発生日）がある場合はその日、基準日（基準日を定めない場合は効力発生

日）がない場合は調整後の行使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の数を控

除し、当該行使価額の調整以前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付株式

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

数を加えたものとする。 

また、交付株式数には、本項第(2)号②の基準日における当社の有する当社普通

株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする｡ 

 (4) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、

当社は、必要な行使価額の調整を行う。 

  ①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社

を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。 

  ②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に

より行使価額の調整を必要とするとき。 

  ③行使価額を調整すべき事由が 2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整

後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考

慮する必要があるとき。 

(5)  本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書

面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその

適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。

ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の

日以降すみやかにこれを行う。 

 

９．新株予約権の行使の際の払込金額の総額   金 300,000,000 円 

                   本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合

及び当社が本新株予約権を取得し消却した場には、上

記払込金額の総額は減少する。 

10．本新株予約権を行使することができる期間 

平成 19 年 12 月 19 日から平成 21 年 12 月 19 日（第12項に従って本新株予約権が取得される場

合、取得される本新株予約権については、当該取得日の前営業日）までとする。なお、行使期間

終日が営業日でない場合はその前営業日を 終日とする。 

11．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において増加する資本金の額は、会社計算規則

第 40 条第 1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の 2分の 1の金額とし、計算の結
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果 1 円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。本新株予約権の行使によ

り株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加す

る資本金の額を減じた額とする。 

12. 本新株予約権の取得条項 

(1) 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（当該取締役会後 2 か月を超えない日に

定められるものとする。）を別に定めた場合には、当該取得日において、残存する本新株予約権

の全部または一部を取得する。当社が本新株予約権の一部を取得する場合、抽選により、取得

する本新株予約権を決定するものとする。当社は、本新株予約権を取得するのと引換えに、当該

本新株予約権の新株予約権者に対して、本新株予約権 1 個あたり 払込金額と同額を交付する。

当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。  

(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以下「組

織再編行為」という。）につき当社株主総会（株主総会の決議を要しない場合は、取締役会）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、当社が本新株予約権を取得するの

と引換えに当該本新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約権 1 個あたり払込金額と同

額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消

却するものとする。  

(3) 本項第(1)号または第(2)号により本新株予約権を取得する場合には、当社は、当社取締役会で

定める取得日の 2 週間前までに、当該取得日を、新株予約権原簿に記載された本新株予約権

の新株予約権者（本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会が決定した本新株予

約権の新株予約権者）に通知する。 

13．新株予約権の行使請求および払込の方法 

(1) 行使請求を行うときは、新株予約権者は、平成 21 年 12 月 19 日まで（当日を含む。）に、

本項第(2)号に定める行使請求を完了するものとする。 

(2) 本新株予約権の行使請求を行う場合には、新株予約権者は、当社が定める様式による行

使請求書（以下「行使請求書」という。）に必要事項を記入し、記名捺印の上、これを

第 15 項に定める行使請求受付場所に提出するものとする。 

(3) 本項第（2）号の行使請求書の提出に加えて、出資金総額を現金にて第 16 項に定める払

込取扱場所の指定する口座（以下、「指定口座」という。）に払い込むものとする。 

(4) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。 

14．新株予約権の行使の条件 

(1) 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(2) 以下の(ⅰ)乃至（ⅲ)のいずれかの事由が生じた場合には、新株予約権者は、残存する本新株

予約権全部につき、以後その行使請求を行うことができないものとする。なお、以下の(ⅰ)乃至

（ⅲ)のいずれかの事由が生じた場合には、当社は速やかに新株予約権原簿に記載された各

新株予約権者に通知する。 

(ⅰ) 当社が支払の停止に至った場合または当社につき破産手続開始、民事再生手続開始、
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会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに準じる法的清算・再建手続の申立がなされ

た場合もしくは裁判所もしくは監督官庁によりかかる手続開始の前提行為が行われた場合 

(ⅱ) 当社が手形交換所の取引停止処分を受けた場合 

(ⅲ) 当社の重要な財産が差し押さえられた場合 

15．行使請求受付場所 ビービーネット株式会社 管理本部 

16．新株予約権の行使に関する払込取扱場所 

株式会社近畿大阪銀行 梅田支店 

   大阪市北区梅田 1丁目 3番 1-100 号 

17．新株予約権行使の効力発生時期 

(1)  本新株予約権の行使請求の効力は、第 13 項第(2)号の行使請求書が行使請求受付場所に

到達し、かつ第 13 項第(3)号の出資金総額が指定口座に入金された場合において、本新株

予約権を行使する日として当該行使請求書に記載された日（当該行使請求書が行使請求受

付場所に到達した日または本新株予約権の行使に際して出資される出資金の指定口座へ

の入金が行われた日のいずれかが、かかる行使請求書に記載された日の翌日以降である場

合を除く。）に発生する。 

(2) 当社は、本新株予約権の行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。 

18．単元株式数の定めの導入に伴う取り扱い 

当社が単元株式数の定めを導入する場合等、本新株予約権の要項の規定中読替えその他の措

置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

19．譲渡による新株予約権の取得の制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

20. 募集の方法及び割当先 

第三者割当の方法により、全てをミレニアムストーン投資事業有限責任組合に割り当てる。 

21. 申込期間        平成 19 年 12 月 19 日 

22．本新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権者の請求があるときに限り記名式新株予約権証券を発行する。 

23．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

当社は、本新株予約権の諸条件、新株予約権の発行決議に先立つ当社普通株式の株価、当社

普通株式の株価変動性（ボラティリティ）等を考慮して、一般的な価格算定モデルであるモ

ンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、金 900,000 円を本新株予約権の 1

個当たりの払込金額とした。また、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、

株式会社大阪証券取引所（ヘラクレス市場）における当社普通株式の平成 19 年 11 月 30 日

までの 20 連続取引日の終値の平均の 120%とした。 

24．上記事項については、金融商品取引法による届出書の効力発生を条件とする。 

以 上 
 


