
                      
 

平成 20 年 11 月 10 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） 

 

新株予約権の譲渡承認に関するお知らせ 

 

当社は、平成 20 年 11 月 10 日の取締役会において、平成 19 年 12 月 19 日発行の当社第 13 回

乃至第 17 回新株予約権の譲渡に関して承認いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

当社は、平成 19 年 12 月 19 日発行の第 13 回乃至第 17 回新株予約権（134 個）について、割

当先であるミレニアムストーン投資事業有限責任組合より新株予約権の譲渡承認請求があり

ました。これを受けて下記のとおり新株予約権の譲渡を承認する決定をいたしました。 

１．譲渡先等 

所在地 北九州市小倉北区馬借三丁目 3番 31 号 

会社名 中小企業信用機構株式会社 譲渡先 

代表者 西野 達也 

資本関係 該当事項なし 

取引関係 該当事項なし 

人的関係 

同社代表取締役社長の西野達也氏及び同社取締役の

浜野幸也氏は当社社外取締役であり同社取締役の松

平敏幸氏は当社の非常勤監査役であります。 

当社との関係 

（譲渡時現在） 

関連当事者への該

当状況 
該当事項なし 

譲渡個数 第 13 回新株予約権 14 個 

譲渡期日 平成 20 年 11 月 10 日 

 

所在地 東京都千代田区神田司町二丁目 7番地 

会社名 中小企業支援機構株式会社 譲渡先 

代表者 浜野 幸也 

資本関係 該当事項なし 

取引関係 該当事項なし 

当社との関係 

（譲渡時現在） 

人的関係 

同社代表取締役社長の浜野幸也氏は当社社外取締役

であり同社監査役の松平敏幸氏は当社の非常勤監査

役であります。 



                      
 

関連当事者への該

当状況 
該当事項なし 

譲渡個数 第 14 回新株予約権 15 個 

譲渡期日 平成 20 年 11 月 10 日 

 

所在地 大阪市西区京町堀一丁目 4番 16 号 

会社名 中小企業保証機構株式会社 譲渡先 

代表者 河村 巧 

資本関係 同社株式を 6.6％保有しております。 

取引関係 該当事項なし 

人的関係 
同社取締役の松平敏幸氏は当社非常勤監査役であり

ます。 

当社との関係 

（譲渡時現在） 

関連当事者への該

当状況 
当社が債務保証をしております。 

譲渡個数 
第 14 回新株予約権 15 個 

第 17 回新株予約権 30 個 

譲渡期日 平成 20 年 11 月 10 日 

 

所在地 東京都千代田区神田司町二丁目 7番地 

会社名 中小企業ＩＴ支援機構株式会社 譲渡先 

代表者 河村 巧 

資本関係 該当事項なし 

取引関係 該当事項なし 

人的関係 該当事項なし 
当社との関係 

（譲渡時現在） 
関連当事者への該

当状況 
該当事項なし 

譲渡個数 第 15 回新株予約権１５個 

譲渡期日 平成 20 年 11 月 10 日 

 

所在地 大阪市西区京町堀一丁目 4番 16 号 

会社名 中小企業人材機構株式会社 譲渡先 

代表者 小関 義行 

資本関係 該当事項なし 

取引関係 該当事項なし 

人的関係 該当事項なし 
当社との関係 

（譲渡時現在） 
関連当事者への該

当状況 

同社取締役の松平敏幸氏は当社非常勤監査役であり

ます。 

譲渡個数 第 15 回新株予約権 15 個 

譲渡期日 平成 20 年 11 月 10 日 



                      
 

所在地 東京都千代田区神田司町二丁目 7番地 

会社名 中小企業管理機構株式会社 
譲渡先 

 
代表者 松平 敏幸 

資本関係 該当事項なし 

取引関係 該当事項なし 

人的関係 

同社代表取締役松平敏幸氏は当社非常勤監査役であ

り同社取締役浜野幸也氏は当社社外取締役でありま

す。 

当社との関係 

（譲渡時現在） 

関連当事者への該

当状況 
該当事項なし 

譲渡個数 第 16 回新株予約権 15 個 

譲渡期日 平成 20 年 11 月 10 日 

 

所在地 東京都千代田区神田富山町 17 番地 

会社名 中小企業信販機構株式会社 譲渡先 

代表者 原澤 昭久 

資本関係 該当事項なし 

取引関係 該当事項なし 

人的関係 

同社取締役浜野幸也氏は当社社外取締役であり同社

監査役の松平敏幸氏は当社の非常勤監査役でありま

す。 

当社との関係 

（譲渡時現在） 

関連当事者への該

当状況 
該当事項なし 

譲渡個数 第 16 回新株予約権 15 個 

譲渡期日 平成 20 年 11 月 10 日 

 

２． 今回の譲渡は、当社の事業展開及び組織体制の大幅な変更などをうけ譲渡先である７社

との強固な資本提携を短期的におこなうため当初の割当先であるミレニアムストーン投

資事業有限責任組合のご理解を頂いたうえで譲渡を承認いたしました。 

各社（中小企業振興ネットワーク※）との資本提携に先立ち、中小企業信用機構株式会

社、中小企業支援機構株式会社及び日本振興銀行株式会社から役員を招聘（平成 20 年 10

月 30 日開催の当社定時株主総会において選任されております）すると共に、中小企業保

証機構株式会社と総額 19 億円のコミットメントライン契約（平成 20 年 10 月 8 日プレス

リリース）を締結し当社の事業展開における人的並びに資金的な支援の意向も表明してい

ただいております。 

また、当社は、譲渡先である中小企業振興ネットワークの各企業が今回の引受けた新株

予約権を行使することにより早期の資本増強ができ、脆弱化した財務基盤の健全化を図る

ことが出来ます。 

※中小企業振興ネットワークの概要 

中小企業振興ネットワークは、中小企業信用機構株式会社（代表取締役社長 西野達



                      
 

也 本社所在地 北九州市小倉北区馬借三丁目 3 番 31 号 ＪＡＳＤＡＱ上場）が中

心となり中小企業に対する各種のサービスを提供している企業のネットワークを創

設して「中小企業に対するあらゆるサービスを提供できる体制を構築していく」とい

うビジョンを掲げ、そのビジョンを共有する企業で構成されております。 

ネットワークのメンバー企業は、下記のとおりであります。 

中小企業ＩＴ支援機構株式会社：ＩＴシステム関連業務請負業 

中小企業管理機構株式会社  ：総務アウトソーシング受託業務 

中小企業債権回収機構株式会社：債権回収業務 

中小企業支援機構株式会社  ：コンサルティング業、仲介及び斡旋  

中小企業信用機構株式会社  ：貸金業、保証業 

中小企業人材機構株式会社  ：派遣業、人事アウトソーシング受託業 

中小企業保証機構株式会社  ：保証業、顧客管理に関する各種業務受託 

中小企業信販機構株式会社  ：割賦購入斡旋業 

日本振興銀行株式会社    ：銀行業 

３．譲渡先との確認書の締結 

当社とミレニアムストーン投資事業有限責任組合との間で締結した「第三者割当契約」

において、投資目的が純投資であることから契約締結時に大阪証券取引所の定める企業行

動規範に関する規則第 5条、企業行動規範に関する取扱い１（１）～（６）間での定めに

基づき MSCB 等の買受人による行使を制限する措置を講じております。 

今回の譲渡先につきましても同様の措置を講じると共に、譲渡先との間で下記の内容を

厳守する確認書を締結する予定であります。 

①本件株式を取得後 6ヶ月以上保有する。なお、本件株式の全部又は一部を譲渡した

場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所，譲渡株式数，譲渡日，譲渡価格，

譲渡の理由，譲渡の方法等を，当社に書面により報告する。また、その内容につい

て公表することを同意する。 

②本件株式の保有期間に本件株式に係わる貸借取引を行わない。 

③本件株式の保有期間に本件株式に係わる店頭デリバティブ取引を行わない。 

４．今後の事業展開について 

当社グループは、中小規模専門店に対する総合支援構想である「ショップサポート」の

推進をその事業目的としております。当社はその事業目的を推進するための事業モデル

「システム＆インベストメント」を事業の中心として展開してまいりました。 

中小企業振興ネットワークの各企業が目的とする「中小企業に対するあらゆるサービス

を提供できる体制を構築していく」というビジョンと当社の事業目的との間に共通する事

業展開も多くあり、そのことから当社が保有する中小企業向けサービスのノウハウと中小

企業振興ネットワークが保有するサービスとのシナジー効果を最大限に活用し事業再構

築を行い早期の営業損益の黒字化を達成する所存であります。また、当社が株式を保有す

るアライアンス企業への充実したサービス提供により投資価値の向上を図り毎期発生す

る投資損失を最小限に抑えることにより財務体質の健全化を実現してまいります。 

以 上 


