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ウェル・フィールド証券株式会社（旧商号：ビービーネット証券 

株式会社）の新規事業展開に関するお知らせ 

 

当社の子会社であるウェル・フィールド証券株式会社（旧商号ビービーネット証券株式会社）

は、下記の通り新体制をもって新たな事業展開を図ることとなりましたので、ここにお知らせ

いたします。 

 

記 

 

１．事業展開の概要 

・ ビービーネット証券株式会社は、商号をウェル・フィールド証券株式会社（以下「ウ

ェル・フィールド証券」）に変更する。 

・ ウェル・フィールド証券は、上場企業を中心とした企業のエクイティ・ファイナン

スのスキーム設計、実行支援等「企業ファイナンスの総合支援」を目的とした事業

展開を開始する。 

・ その推進に当たり、証券業界において企業ファイナンス市場に精通したスタッフが

代表取締役及び取締役に就任する。 

・ ウェル・フィールド証券の事業に賛同される企業から、第三者割当増資により、広

く資金を調達する。その過程で当社のウェル・フィールド証券に対する持分比率は

50％未満となり、連結子会社から持分法適用会社となる。 

・ ウェル・フィールド証券の現有事業である当社アライアンス企業の上場側面支援は、

当社内に新たに設ける主管組織とウェル・フィールド証券が連携し、従来通り継続

する。 

 

 

 

 



                     

２．ウェル・フィールド証券の人的体制 

前述１．の事業展開に当たり、ウェル・フィールド証券においては、以下の人的体制

でこれを行います。 

 

代表取締役社長  安田道男 （新任：常勤） 

取締役副社長  酒井将平 （新任：常勤） 

取締役管理部長  高橋 昭 （現任：常勤） 

取締役   田中英司 （現任：非常勤 代表取締役は退任） 

 

安田道男、酒井将平の２名は、平成 18 年４月 28 日に開催されたウェル・フィー

ルド証券の臨時株主総会において取締役に選任され、安田道男は同日開催の取締役

会において、代表取締役に選任されております。 

 

（参考）ウェル・フィールド証券の新任役員の略歴 

安田道男 

 

昭和 59 年４月   野村證券株式会社入社 

昭和 62 年９月   英国ケンブリッジ大学留学 

         その後野村證券株式会社において 

         クォンツセールス部ヘッド 

         エクイティ・ソリューション部長等を歴任 

平成 16 年 10 月  同社退社 

平成 16 年 11 月  ＵＢＳ証券会社入社 

         株式本部金融商品部 

マネージングディレクター就任 

平成 18 年４月   同社退社 

平成 18 年４月   ウェル・フィールド証券株式会社 

代表取締役社長就任 

酒井将平 平成８年４月    野村證券株式会社入社 

         エクイティ・ソリューション部等に勤務 

平成 16 年 10 月  同社退社 

平成 16 年 11 月  ＵＢＳ証券会社入社 

         株式本部金融商品部ディレクター就任  

平成 18 年４月   同社退社 

平成 18 年４月   ウェル・フィールド証券株式会社 

取締役副社長就任 

安田氏ならびに酒井氏両名は、野村證券株式会社、ＵＢＳ証券会社において企業 

ファイナンスを担当する部署の責任者等を歴任し、特にＵＢＳ証券会社にあっては、

株式本部金融商品部の責任者として、数多くの上場企業のファイナンス案件を成功

に導いた実績を有しております。エクイティ・ファイナンスのノウハウや市場にお

ける人脈も多岐にわたっており、本邦における有数の企業ファイナンスのスペシャ

リストであります。 

 

 

 

 

 

 



                     

３．ウェル・フィールド証券の新規事業展開  

ビービーネット証券株式会社にあっては、今般企業のエクイティ・ファイナンスにお

ける経験、見識を持たれたスペシャリスト数名とご縁をいただき、経営陣に参加いただ

いた上で、上場企業を中心とした企業のエクイティ・ファイナンス事業を展開する運び

となりました。同社は新経営陣を迎えるに当たって、ウェル・フィールド証券株式会社

に商号を変更し、新経営陣のスペシャリティや人脈を生かした企業ファイナンススキー

ムの設計、実施の支援、発行された有価証券の販売スキームの設計、取次、仲介、発行

後のＩＲ支援等「企業ファイナンスの総合支援」を目的とした事業展開を行ってまいり

ます。また、本事業を推進するに当たり、多様な市場関係者、賛同者から資金を募り、

資本的にも事業を強力に推進する体制を築く考えであります。 

ウェル・フィールド証券が行う「企業ファイナンスの総合支援」を目的とした事業は、

以下の特徴を持っております。 

・ 上場企業を中心としたクライアント企業のニーズに合致し、カスタマイズされ

たエクイティ・ファイナンススキームの設計、主幹事証券会社、弁護士の選任

と連絡・調整、ＩＲコンサルティング会社と提携したＩＲも含めた発行後のフ

ォロー等単なるファイナンス業務ではなく、事業会社のニーズをより満足でき

るエクイティ・ファイナンス支援を行う。 

・ ウェル・フィールド証券の独立した地位を活用し、特に取引関係や属性にとら

われず、多くのビジネスチャネルを確立する。 

 

４．ウェル・フィールド証券の資本政策 

ウェル・フィールド証券の事業拡大に伴い、以下の通り第三者割当による資本の充実

を行う予定であります。 

 

第三者割当先 ウェル・フィールド証券の事業提携先等 30 社（見込み） 

割当株数  8,000 株（予定） 

  実施時期  平成 18 年６月までに実施（予定） 

 

また、ウェル・フィールド証券の常勤役員には、同社のストックオプションが、

7,000 株を限度として付与される予定であります。 

以上の第三者割当増資ならびにストックオプションの付与が実行された場合、ウェ

ル・フィールド証券の持分は、以下の通りとなります。 

 

現     状 

（増 資 前） 

出資者 株数 

（株） 

持分 

（％） 

出資額 

（百万円） 

当社 

 

計 

4,000

4,000

100

100

200 

 

200 

 

 

 

 



                     

増  資  後 

（潜在株式を含まず） 

出資者 株数 

（株） 

持分 

（％） 

出資額 

（百万円） 

当社 

第三者割当先 

 

計 

4,000

8,000

12,000

33

67

100

200 

400 

 

600 

 

増  資  後 

（潜在株式を含む） 

出資者 株数 

（株） 

持分 

（％） 

出資額 

（百万円） 

当社 

第三者割当先 

ウェル・フィールド

証券役員 

 

計 

4,000

8,000

7,000

19,000

21

42

37

 

100

200 

400 

 

350 

 

950 

 

当社のウェル・フィールド証券に対する持分比率は、現行の 100%から 33%（潜在

株式を含めれば 21%）に低下し、増資が完了した時点において、連結子会社から持

分法適用会社に変更となる予定であります。 

第三者割当増資ならびにストックオプションの付与の要領については、今後開催

されるウェル・フィールド証券の取締役会において決定されます。 

 

５．業績に与える影響 

  ウェル・フィールド証券の収益計画と当社グループの収益に与える影響は、以下の通

りであります。 

  

 ＜ウェル・フィールド証券収益計画＞ 

           （単位：百万円） 

 平成 18 年３月期 

（平成 17 年４月 

～平成18年３月） 

平成 19 年３月期 

（平成 18 年４月 

～平成19年３月）

平成 20 年３月期 

（平成 19 年４月 

～平成 20 年３月） 

平成 21 年３月期 

（平成 20 年４月 

～平成 21 年３月）

ファイナン

ス実施金額 

（注） 

（52） 10,000

 

30,000 60,000

経常利益 15 320 1,200 2,600

当期純利益 9 175 650 1,450

（注：平成 18 年３月期に記載の 52 百万円は、ファイナンスの実施金額ではなく、

取次手数料等による実収益の実績であります。） 

 



                     

 ＜当社グループの収益への影響額（予想）＞ 

           （単位：百万円） 

 平成 18 年７月期 

（平成 17 年８月 

～平成18年７月）

平成 19 年７月期 

（平成 18 年８月 

～平成19年７月） 

平成 20 年７月期 

（平成 19 年８月 

～平成20年７月）

持分法利益 

(当社営業外収益として経常利益、

連結当期純利益に影響する額) 0

 

 

100 250

 

上記予想においては、ウェル・フィールド証券は当社の持分法適用会社となる予定で

あることから、当社グループの収益に対する影響は、以下の通りとなります。 

・ 連結売上高は計上されない。 

・ ウェル・フィールド証券の当期純利益（または当期純損失）に当社持分比率を

乗じた金額が持分法利益（または持分法損失）として当社グループの連結損益

計算書の営業外収益（または営業外費用）に計上され、連結経常利益に影響し、

また、税引後の連結当期純利益（または連結当期純損失）も同額増加（または

減少）する。 

・ ウェル・フィールド証券が上場企業を中心としたファイナンス事業を展開する

ためのバックファイナンスは、同社が独自に外部からこれを調達する。 

 

６．その他 

ウェル・フィールド証券の新規事業の開始については、当局への届出等必要な措置を

行う予定であります。 

 

 

以 上 


