
                      
 

1 

平成 20 年３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） 

 

ＭＳＣＢ等の月間行使状況に関するお知らせ 

 

 平成 20 年２月におけるＭＳＣＢ等の月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせ

いたします。 
記 

 

 

１．第７回新株予約権 

（１）銘柄名：ビービーネット株式会社 第７回新株予約権 

（２）対象月間の交付株式数： 97,783 株 

（３）対象月間の行使額面総額： 60,000 千円 

（４）対象月の前月末時点における未行使残存額： 230,000 千円 

（５）対象月の月末時点における未行使残存額： 170,000 千円 

（６）対象月間における行使の状況 

※対象月の前月末時点における発行済株式数：1,080,371.66 株(うち自己株式数:428.44 株) 

 
 
 

交付株式数 

行使日 新株 

（株） 

移転自己株式

（株） 

行使価額 

（円） 

行使額面総額 

（千円） 

平成 20 年２月 1日（金）～ 

平成 20 年２月３日（日） 
－ － 721.6 － 

平成 20 年２月４日（月）～ 

平成 20 年２月 11 日（月） 
－ － 667.4 － 

平成 20 年２月 12 日（火）～ 

平成 20 年２月 17 日（日） 
－ － 634.1 － 

平成 20 年２月 18 日（月）～ 

平成 20 年２月 24 日（日） 
－ － 622.4 － 

平成 20 年２月 25 日（月）～ 

平成 20 年２月 28 日（木） 
－ － 613.6 － 

平成 20 年 2 月 29 日（金） 97,783 － 613.6 60,000 
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２．第８回新株予約権 

（１）銘柄名：ビービーネット株式会社 第８回新株予約権 

（２）対象月間の交付株式数： － 株 

（３）対象月間の行使額面総額： － 千円 

（４）対象月の前月末時点における未行使残存額： 300,000 千円 

（５）対象月の月末時点における未行使残存額： 300,000 千円 

（６）対象月間における行使の状況 

※対象月の前月末時点における発行済株式数：1,080,371.66 株(うち自己株式数:428.44 株) 
 
３．第９回新株予約権 
（１）銘柄名：ビービーネット株式会社 第９回新株予約権 

（２）対象月間の交付株式数： － 株 

（３）対象月間の行使額面総額： － 千円 

（４）対象月の前月末時点における未行使残存額： 300,000 千円 

（５）対象月の月末時点における未行使残存額： 300,000 千円 

（６）対象月間における行使の状況 

※対象月の前月末時点における発行済株式数：1,080,371.66 株(うち自己株式数:428.44 株) 
 
 
 
 

交付株式数 

行使日 新株 

（株） 

移転自己株式

（株） 

行使価額 

（円） 

行使額面総額 

（千円） 

平成 20 年２月 1日（金）～ 

平成 20 年２月 11 日（月） 
－ － 752.2 － 

平成 20 年２月 12 日（火）～ 

平成 20 年２月 17 日（日） 
－ － 634.1 － 

平成 20 年２月 18 日（月）～ 

平成 20 年２月 24 日（日） 
－ － 622.4 － 

平成 20 年２月 25 日（月）～ 

平成 20 年２月 29 日（金） 
  613.6  

交付株式数 

行使日 
新株 

（株） 

移転自己株式

（株） 

行使価額 

（円） 

行使額面総額 

（千円） 

平成 20 年２月 1日（金）～ 

平成 20 年２月 19 日（火） 
－ － 1,548 － 

平成 20 年２月 20 日（水）～ 

平成 20 年２月 29 日（金） 
－ － 634.1 － 
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４．第 10 回～第 16 回新株予約権 
（１）銘柄名：ビービーネット株式会社 第 10 回～第 16 回新株予約権 

（２）対象月間の交付株式数： － 株 

（３）対象月間の行使額面総額： － 千円 

（４）対象月の前月末時点における未行使残存額： 2,100,000 千円 

（５）対象月の月末時点における未行使残存額： 2,100,000 千円 

（６）対象月間における行使の状況 

※対象月の前月末時点における発行済株式数：1,080,371.66 株(うち自己株式数:428.44 株) 

 
５．行使制限に関する状況 

― 日本証券業協会における「会員におけるＭＳＣＢ等の取扱いについて」理事会決議

（自主規制決議）における行使制限の遵守状況について 

 

以 上 

交付株式数 

行使日 新株 

（株） 

移転自己株式

（株） 

行使価額 

（円） 

行使額面総額 

（千円） 

平成 20 年２月 1日（金）～ 

平成 20 年２月 29 日（金） 
－ － 1,548 － 

①全ての回号を合算した 
交付株式数（株） 

②発行の払込日時点における
上場株式数（株） 

③行使制限に係る行使比率 
（＝①／②）（％） 

97,783 1,080,371.66 9.05 


