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子会社の異動（株式交換）に関するお知らせ 

 
 当社は、平成２３年９月２９日開催の取締役会において、当社連結子会社であるニプロファーマ株式会

社と、同じく当社連結子会社であるニプロジェネファ株式会社、ニプロパッチ株式会社および東北ニプロ

製薬株式会社とが、それぞれの臨時株主総会での承認を前提として、ニプロファーマ株式会社を完全親会

社、ニプロジェネファ株式会社、ニプロパッチ株式会社および東北ニプロ製薬株式会社を完全子会社とす

る株式交換を行うことを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

１．異動の理由 

  医薬品業界は激動の時代を迎えており、とりわけジェネリック業界を取り巻く環境は、刻一刻と熾烈

さを増しております。当社グループの医薬事業にとって、競争優位性の確立は喫緊の課題であることか

ら、新組織の下、経営資源の最適化、サプライチェーンの効率化を推進するとともに、2020 年度 医薬

事業売上高 2,000 億円の必達に向け、機動的な事業経営を実現して参ります。 

 

２．異動の方法 

ニプロファーマ株式会社、ニプロジェネファ株式会社、ニプロパッチ株式会社および東北ニプロ製薬

株式会社の４社による株式交換方式とします。 

 

【異動する子会社の概要】 

 株式交換完全子会社（平成 23 年 3 月末日現在） 

（１）名称 ニプロジェネファ株式会社 ニプロパッチ株式会社 東北ニプロ製薬株式会社

（２）所在地 埼玉県春日部市南栄町７番

地５ 

埼玉県春日部市南栄町８

番地１ 

福島県岩瀬郡鏡石町岡ノ

内４２８番地 

（３）代表者 代表取締役社長 

篠沢 一也 

代表取締役社長 

中村 小紫郎 

代表取締役社長 

甲斐 俊也 

（４）事業内容 医薬品の製造販売 医薬品の研究開発・ 

製造販売 

医薬品の製造 

（５）設立年月日 昭和 19 年 6 月 24 日 昭和 38 年 2 月 15 日 平成 8年 9月 2日 

（６）資本金 90,000,000 円 3,005,500,000 円 4,010,000,000 円 

（７）発行済株式数 25,970,240 株 377,000 株 1,300 株 



（８）決算期 ３月３１日 ３月３１日 ３月３１日 

（９）大株主および 

持株比率 

ニプロ株式会社 

97.32％ 

ニプロ株式会社 

100% 

ニプロ株式会社 

100% 

（10）上場会社と当該会社との間の関係 

資本関係 当社は当該各社の株式を上記の比率で保有しております。 

人的関係 当社は当該各社に対し、役員を派遣しております。 

取引関係 製商品の取引があります。 記載すべき取引はありま

せん。 

資金援助および製商品の

取引があります。 

（11）当該会社の最近 3 年間の経営成績および財政状態 

①ニプロジェネファ株式会社 

決算期 平成２１年３月期 平成２２年３月期 平成２３年３月期 

純資産 501 百万円 579 百万円 862 百万円

総資産 2,121 百万円 2,026 百万円 3,286 百万円

１株当たり純資産 19.31 円 22.30 円 33.21 円

売上高 2,453 百万円 1,942 百万円 2,528 百万円

経常利益 △53 百万円 112 百万円 306 百万円

当期純利益 △207 百万円 77 百万円 283 百万円

１株当たり当期純利益 △7.98 円 2.99 円 10.92 円

１株当たり配当金 － － －

②ニプロパッチ株式会社 

決算期 平成２１年３月期 平成２２年３月期 平成２３年３月期 

純資産 7,078 百万円 6,796 百万円 6,286 百万円

総資産 9,696 百万円 9,675 百万円 9,777 百万円

１株当たり純資産 18,775,89 円 18,028.24 円 16,676.20 円

売上高 5,472 百万円 5,270 百万円 4,871 百万円

経常利益 91 百万円 △241 百万円 △598 百万円

当期純利益 8 百万円 △281 百万円 △509 百万円

１株当たり当期純利益 23.21 円 △747.65 円 △1,352,04 円

１株当たり配当金 － － －

③東北ニプロ製薬株式会社 

決算期 平成２１年３月期 平成２２年３月期 平成２３年３月期 

純資産 1,310 百万円 5,973 百万円 36 百万円

総資産 19,836 百万円 16,352 百万円 13,609 百万円

１株当たり純資産 3,276,886.93 円 8,532,872.41 円 52,155.12 円

売上高 6,368 百万円 6,686 百万円 7,315 百万円

経常利益 △555 百万円 △1,333 百万円 △1,153 百万円

当期純利益 △622 百万円 △1,337 百万円 △5,936 百万円

１株当たり当期純利益 △1,555,400.73 円 △1,911,062.97 円 △8,480,717.30 円

１株当たり配当金 － － －



【株式交換の相手先の概要】 

 株式交換完全親会社（平成 23 年 3 月末日現在） 

（１）名称 ニプロファーマ株式会社 

（２）所在地 大阪府大阪市中央区道修町２丁目２番７号 

（３）代表者 代表取締役社長 佐藤 誠 

（４）事業内容 医薬品の製造販売  

（５）設立年月日 昭和２５年７月２５日 

（６）資本金 ８，６６９，４７２，０００円 

（７）発行済株式数 ５０，０００，０００株 

（８）決算期 ３月３１日 

（９）大株主および持株比率 ニプロ株式会社 ９６．９１％ 

（10）上場会社と当該会社との間の関係 

資本関係 当社は当該会社の株式の９６．９１％を保有しております。 

人的関係 当社は当該会社に対し、役員を派遣しております。 

取引関係 資金援助および製商品の取引があります。 

 

３．株式交換の日程 

   株式交換契約締結日       平成２４年１月３０日（予定） 

   株式交換の予定日（効力発生日） 平成２４年４月１日 

 

４．業績に与える影響 

  今回の株式交換が業績に与える影響はありません。 

 

以上 


