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2006 年（平成 18 年）５月 15 日

各　位

本店所在地 東 京 都 千 代 田 区 一 番 町 ８ 番 地

会 社 名 株 式 会 社 そ ー せ い

(コード番号  ４５６５  東証マザーズ)

代 表 者 代表執行役社長 C E O 田 村 眞 一

問い合せ先 経 営 企 画 部 長 前 川 裕 貴

電 話 番 号 ０３－５２１０－３２９０(代表)

会社分割による持株会社体制への移行に関するお知らせ

　当社は、2006 年５月 15 日開催の取締役会において、2006 年 10 月１日を期日として持株会社体

制への移行を実施することを決定し、2006 年６月 23 日開催予定の株主総会に付議する旨決議いた

しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

１．会社分割の目的

当社は、当社グループの企業価値の一層の向上を目指し、かねてよりグローバルな医薬品の研

究開発・販売体制の構築及びその強化に努めております。

今般、当社は持株会社のもとで、①各エリアの子会社が独自性と自立性をもって、迅速な経営

判断を行い、一層の競争力の強化に取り組むこと、②持株会社が、各子会社の事業環境に応じて

機動的に経営資源の配分を行うこと等により、今後ともグローバルな変化に対応できる事業基盤

の拡大、強化を図ることを目的として、新設分割の方法により、当社の医薬品開発・販売事業を

分社いたしたいと存じます。

今般の会社分割により設立する会社では、主に日本を拠点として医薬品の開発・販売事業を展

開してまいります。

２．会社分割の要旨

１）分割の日程

2006 年５月 15 日 会社分割承認取締役会

2006 年６月 23 日 会社分割承認株主総会（予定）

2006 年 10 月１日 会社分割期日（予定）

2006 年 10 月２日 分割登記日（予定）

２）分割方式

(1)分割方式

　当社を分割会社とし、新設する株式会社そーせいに事業を承継させる分社型新設分

割（物的分割）です。

(2)当該分割方式を採用した理由
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持株会社体制への移行を効率的かつ円滑に実施するため、当該会社分割方式を採用

いたしました。

３）株式の割当

本件分割に際して、新設会社の発行する普通株式全１株は、分割会社である当社に割り

あてられます。

４）分割交付金

　分割交付金の支払いはありません。

５）新設会社が承継する権利義務

新設会社は、当社から、医薬品開発・販売事業を遂行する上で必要と判断される当該

事業に係る資産・負債およびこれに付随する権利・義務、契約上の地位、知的財産なら

びにその他の権利義務を承継いたします。

６）債務履行の見込み

会社分割が行われた後の分割会社（そーせいグループ株式会社）ならびに新設会社（株

式会社そーせい）が各々負担する個々の債務の、その履行時点における履行能力につい

ては、問題ないものと判断しております。

７）新設会社に就任する役員（予定）

取締役 山川　善之

取締役 佐藤　公紀

取締役 稲　源次郎

監査役 臼田　浩義

３．分割当事会社の概要

(1) 商号 株式会社そーせい（分割会社）

（分割後はそーせいグループ株式

会社と商号変更予定）

株式会社そーせい（新設会社）

(2) 英文名 Sosei Co. Ltd.

（ 分 割 後 は Sosei Group

Corporation と変更予定）

Sosei Co. Ltd.

(3) 事業内容 医薬品開発・販売 医薬品開発・販売

(4) 設立年月日 1990 年６月 22 日 2006 年 10 月１日

(5) 本店所在地 東京都千代田区一番町８ 東京都千代田区一番町８

(6) 代表者 代表執行役社長　田村　眞一 代表取締役社長　山川　善之

(7) 資本金 15,226 百万円 100百万円

(8) 発行済株式総数 98,300 株 １株

(9) 決算期 ３月 31 日 ３月 31 日

(10) 大株主および

持株比率

ノムラインターナショナルピーエ

ルシークライアントアカウントソ

ーセイ 25%

そーせいグループ株式会社 100％
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持株比率 ルシークライアントアカウントソ

ーセイ 25%

田村真一　3.71%

ザチエースマンハッタンバンクエ

ヌエイロンドンエスエルオムニバ

スアカウント　3.59%

ビービーエイチ 493424 オーエムエ

クスセクサーブユーケーエルエル

ピー　2.98%

オーエム 04 エスエスビークライア

ントオムニバス　2.54%

(11) 主要取引銀行 みずほ銀行　三井住友銀行　三菱

UFJ信託銀行

未定

※ １　本件分割後、現在の株式会社そーせい（分割会社）はそーせいグループ株式会社と商号変

更し、持株会社となる予定です。

※ ２　現在の株式会社そーせいの概要は 2006 年３月 31 日時点、新設会社の株式会社そーせいの

概要は全て分割後の予定となります。

(12) 現株式会社そーせい（分割会社）の最近３決算期間の業績

決算期 2004 年３月期 2005 年３月期 2006 年３月期

売上高 203百万円 208百万円 38 百万円

営業利益 △914百万円 △1,762 百万円 △1,924 百万円

経常利益 △908百万円 △1,845 百万円 △2,028 百万円

当期純利益 △912百万円 △1,847 百万円 △2,027 百万円

１株当たり当期純利益 △22,335.90 円 △32,610.93 円 △24,377.45 円

１株当たり配当金 - - -

１株当たり株主資本 22,344.99 円 156,852.69 267,863.88 円

４．分割する事業の内容

１）事業の内容

医薬品開発および販売にかかる事業

２）当該分割予定事業の 2006 年（平成 18 年）３月期における経営成績

当該事業部門 (a) 当社 2006 年３月期実績 (b) 比率 (a/b)

売上高 38 百万円 38 百万円 100 ％

売上総利益 16 百万円 16 百万円 100 ％

営業利益 △1,030 百万円 △1,924 百万円 53.6％

経常利益 △1,030 百万円 △2,028 百万円 50.8％
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３）譲渡資産、負債の項目および金額（2006 年３月末日現在）

資　産 負　債

項　目 帳簿価額 項　目 帳簿価額

流動資産 3,677 百万円 流動負債 109百万円

合　計 3,677 百万円 合　計 109百万円

５．商号の変更

　本件分割後、当社は持株会社への移行を踏まえ、社名を以下のように変更する予定です。なお、

当該商号変更については 2006 年６月 23 日開催予定の当社定時株主総会において決議されることを

条件といたします。

(1) 新商号

そーせいグループ株式会社（英文名：Sosei Group Corporation）

(2) 変更日

2006 年（平成 18 年）10 月１日

６．分割後の当社の状況

(1) 商号 そーせいグループ株式会社

(2) 英文名 Sosei Group Corporation

(3) 事業内容 持株会社

(4) 本店所在地 東京都千代田区一番町８

(5) 代表者 代表執行役社長　田村　眞一

(6) 資本金 分割による資本金の増減はありません。

(7) 総資産 新設会社に承継する負債相当額が減少いたします。

(8) 決算期 ３月 31 日

(9) 業績に与える影響

　連結業績に与える影響は軽微です。

　単体業績につきましては、当社の収入としてはグループ各社からの経営指導料収入、配当金等

となり、持株会社の運営経費並びに株主の皆様への配当金を賄う収益構造となる予定です。（な

お、配当につきましては、前期連結会計期間において会社法の規定上配当可能な財政状態にあり

ません。将来財政状態が好転した場合、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として、その

時点における経営成績および財政状態を勘案しつつ利益配当を検討する所存です。）

以　上
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【資料】移行スキーム

現行の構成図

移行後の構成図

(分割会社)

(新設会社、100%)

(100%)(100%)

株式会社そーせい

Arakis Limited

（英国）

Kosei, Inc.

（米国）

その他

（ステムセルサイエンス(株））

(100%)(100%)

そーせいグループ株式会社

（旧株式会社そーせい、持株会社）

Sosei R&D Ltd.

（旧 Arakis Limited、

医薬品研究開発）

Sosei Inc.

(旧 Kosei, Inc.、

米国事業拠点)

その他

(ステムセルサイエンス(株))

株式会社そーせい

（新設、医薬品開発・販売）


