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 平成 30年９月 10日 

各 位 

会社名 サンバイオ株式会社 

代表者 代表取締役社長 森 敬太 

(コード番号 4592 東証マザーズ) 

問合せ先 執行役員経営管理部長 角谷 芳広 

 （TEL. 03-6264-3481） 

  

会社名 株式会社ケアネット 

代表者 代表取締役社長 藤井 勝博 

(コード番号 2150 東証マザーズ) 

問合せ先 執行役員経営管理本部長 一政 利郎 

 （TEL. 03-5214-5800） 

  

会社名 株式会社メディカルインキュベータ 

 ジャパン 

代表者 代表取締役社長 桂 淳 

問合せ先 取締役経営管理担当 秦 充洋 

 （TEL. 03-4590-0240） 

  

会社名 株式会社バイタルケーエスケー・ 

 ホールディングス 

代表者 代表取締役社長 村井 泰介 

(コード番号 3151 東証一部) 

問合せ先 取締役 経営企画部長 津越 正朗 

 （TEL. 022-218-6132） 

  

会社名 株式会社アステム 

代表者 代表取締役社長 吉村 次生 

問合せ先 株式会社フォレストホールディングス

取締役執行役員経営企画部長 

江口 竜次 

 （TEL. 092-477-5804） 

 

再生細胞薬 SB623の適正使用・普及、安定流通の在り方を５社で共同研究するための 

資本業務提携の合意に関するお知らせ 

 

 

サンバイオ株式会社（代表取締役社長：森敬太、本社：東京都中央区。以下「サンバイオ」）、株式会社ケア

ネット（代表取締役社長：藤井勝博、本社：東京都千代田区。以下「ケアネット」）、株式会社メディカルイン

キュベータジャパン（代表取締役社長：桂淳、本社：東京都港区。以下「メディカルインキュベータ」）、株式

会社バイタルケーエスケー・ホールディングス（代表取締役社長：村井泰介、本社：東京都世田谷区。以下「バ

イタルケーエスケー・ホールディングス」）及び株式会社アステム（代表取締役社長：吉村次生、本社：大分県

大分市。以下「アステム」）は、再生細胞薬 SB623の適正使用・普及、安定流通を図るべく資本業務提携（以下

「本契約」）を５社で締結することを合意しましたので、お知らせします。 
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１．業務提携の内容 

再生細胞薬の研究・開発は、21世紀に入り世界中で盛んに進められた結果、昨今では医薬品として承認され

上市されるまでになり、今後のさらなる普及が見込まれています。一方で、この再生細胞薬は医療機関にとっ

ても流通企業などの医療周辺企業にとっても取り扱いに未経験の事項が多く、製品特性に適した普及準備への

動きを加速する必要に迫られています。このような状況下において、当該５社は国内で先駆けて再生細胞薬の

適正使用・普及、安定流通を確立するために最善の方法を検討していました。最先端の分野であることから、

それぞれの分野の先駆者と組むことで、より良い再生細胞薬の適正使用・普及、安定流通を確立できると各社

が考える中、今回当該５社で共同研究を発足することにしました。この共同研究は、サンバイオの再生細胞薬

SB623 を研究材料に、長年に亘り医薬品の医師・薬剤師向け情報提供・教育等を行ってきたケアネット及びメ

ディカルインキュベータと医薬品の流通に実績と知見を有するバイタルケーエスケー・ホールディングス及び

アステムと共同で推進します。再生細胞薬の適正使用・普及に向けた研究は、サンバイオとケアネット及びメ

ディカルインキュベータが中心となり実施し、流通の在り方の検討及び研究は、サンバイオとバイタルケーエ

スケー・ホールディングス及びアステムが中心となり実施します。各社それぞれが有する実績や知見を活かす

ことで、より共同研究の内容の充実を図ることが可能になると考えられます。 

 

 

 

２．資本提携の概要 

上述の通り、共同研究の内容を充実させるために業務提携を行いますが、本業務提携により各社企業価値を

高めることができると考えられ、より協力的に共同研究を進めるために、資本提携を行います。 

サンバイオは、ケアネットの筆頭株主であるケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合（以下「ケ

アネット・イノベーション」）が保有する普通株式 1,076,400株（平成 30年８月 31日時点のケアネット発行済

株式総数 11,048,000株に対し 9.74％）を市場外の相対取引において取得します。 

ケアネット、メディカルインキュベータ、バイタルケーエスケー・ホールディングス及びアステムは、４社

合計で平成 30 年８月 31 日時点のサンバイオ発行済株式総数 49,713,533 株に対し、発行済である普通株式

1.59％を取得します。なお、メディカルインキュベータにつきましては、同社が無限責任組合員であるケアネ

ット・イノベーションにてサンバイオ株式を保有します。 

 

 

 

 

サンバイオ

ケアネット

メディカルインキュベータ
ジャパン

流通の在り方の
検討・研究

適正使用・普及に
向けた研究

各社の特徴

バイタルケーエスケー
ホールディングス

アステム

世界最先端の再生細胞薬ベンチャー 機動性を持った企業連合

✓ 14万人を超える医師会員
✓ 医師向け教育コンテンツの提供
✓ 製薬企業の販売支援

✓ 製薬ベンチャーへの投資
✓ 製薬企業へのコンソーシアムに

よる業務支援

✓ 医療用医薬品の流通大手

✓ 医療用医薬品の流通大手

✓ 再生細胞薬SB623の
研究・開発
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３．各社の概要 

（１） サンバイオの概要 

（１） 名称 サンバイオ株式会社 

（２） 所在地 東京都中央区明石町８番１号 

（３） 代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 森 敬太 

（４） 主な事業内容 再生細胞医薬品の開発・製造・販売 

（５） 資本金 3,875百万円 

（６） 設立年月日 平成 25年２月 

（７） 大株主及び持株比率 

(平成30年１月31日現在） 

川西 徹 26.86％ 

森 敬太 13.18％ 

大日本住友製薬株式会社 6.19％ 

帝人株式会社 6.10％ 

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 385576 1.42％ 

RBC IST 15 PCT LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT 1.27％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1.19％ 

THE BANK OF NEW YORK 133524 1.12％ 

RBC ISB S/A DUB NONRESIDENT/TREATY RATE UCITS-CLIENTS 

ACCOUNT 0.87％ 

株式会社 SBI証券 0.85％ 

（８） 各社との関係 ケアネットとの関係 

資本関係 サンバイオ代表取締役会長川西徹は、ケ

アネット発行済み株式の 1.30％を保有

（平成 30年６月 30日現在） 

ケアネット代表取締役会長大野元泰は、

サンバイオ発行済み株式の 0.26％を保

有（平成 30年１月 31日現在） 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 直前事業年度に業務委託契約に基づき、

SB623 上市後の市場調査等の依頼を行っ

ています。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

ケアネット・イノベーションとの関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

メディカルインキュベータとの関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

バイタルケーエスケー・ホールディングスとの関係 

資本関係 該当事項はありません。 



 

 

4 

 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

アステムとの関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（９） 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 

決算期 平成 28年１月期 平成 29年１月期 平成 30年１月期 

純資産 6,366百万円 4,594百万円 853百万円 

総資産 8,271百万円 6,292百万円 5,193百万円 

１株当たり純資産 142.66円 101.52円 18.33円 

売上高 1,174百万円 949百万円 490百万円 

営業利益 △1,125百万円 △1,932百万円 △4,378百万円 

経常利益 △1,172百万円 △2,166百万円 △3,947百万円 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
△988百万円 △1,835百万円 △3,940百万円 

１株当たり当期純利益 △22.67円 △40.88円 △86.85円 

１株当たり配当金 -円 -円 -円 

 

（２） ケアネットの概要 

（１） 名称 株式会社ケアネット 

（２） 所在地 東京都千代田区九段南一丁目５番６号 

（３） 代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 藤井 勝博 

（４） 主な事業内容 製薬企業向けの医薬営業支援サービス 

医師・医療従事者向けの医療コンテンツサービス 

（５） 資本金 627百万円 

（６） 設立年月日 平成８年７月 

（７） 大株主及び持株比率 

(平成30年６月30日現在） 

ケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合 28.64％ 

BNYM NON-TREATY DTT 7.42％ 

株式会社アステム 6.20％ 

株式会社バイタルネット 3.72％ 

株式会社ミレニアムパートナーズ 3.65％ 

株式会社ケーエスケー 2.48％ 

大野 元泰 2.42％ 

UBS SECURITIES LLC-HFS CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT 1.62％ 

藤井 寛治 1.54％ 

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.37％ 

（８） 各社との関係 サンバイオとの関係 

資本関係 サンバイオ代表取締役会長川西徹は、ケ

アネット発行済み株式の 1.30％を保有

（平成 30年６月 30日現在） 
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ケアネット代表取締役会長大野元泰は、

サンバイオ発行済み株式の 0.26％を保

有（平成 30年１月 31日現在） 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 業務委託契約に基づき、市場調査等を受

注しました。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

ケアネット・イノベーションとの関係 

資本関係 ケアネット・イノベーションはケアネッ

ト発行済み株式の 28.64％を保有（平成

30年６月 30日現在） 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 資本提携契約を締結 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

メディカルインキュベータとの関係 

資本関係 メディカルインキュベータ取締役秦充

洋は、ケアネット発行済み株式の 0.75％

を保有（平成 30年６月 30日現在） 

メディカルインキュベータが無限責任

組合員として管理するケアネット・イノ

ベーション投資事業有限責任組合を通

じてケアネット社株式の 28.64％を保有

（平成 30年６月 30日現在） 

人的関係 ケアネット代表取締役会長大野元泰が

メディカルインキュベータ取締役会長

に就任 

取引関係 業務提携契約、コンソーシアム協定の締

結 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

バイタルケーエスケー・ホールディングスとの関係 

資本関係 バイタルケーエスケー・ホールディング

スの子会社であるバイタルネットが

3.72％、ケーエスケーが 2.48％ケアネッ

ト発行済み株式を保有（平成 30 年６月

30日現在） 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

アステムとの関係 

資本関係 アステムがケアネット発行済み株式

6.20％を保有（平成30年６月30日現在） 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 DVDの販売協力に関する契約を締結 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 
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（９） 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態（※１） 

決算期 平成 27年 12月期 平成 28年 12月期 平成 29年 12月期 

純資産 1,424百万円 1,528百万円 1,904百万円 

総資産 1,723百万円 2,029百万円 2,778百万円 

１株当たり純資産 131.40円 140.80円 176.57円 

売上高 1,911百万円 2,196百万円 2,854百万円 

営業利益 153百万円 194百万円 407百万円 

経常利益 147百万円 197百万円 408百万円 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
132百万円 158百万円 464百万円 

１株当たり当期純利益 12.25円 14.62円 42.64円 

１株当たり配当金 10.00円 8.00円 6.00円 

（※１）当該会社は、平成 29年 10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

平成 27年 12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産、１株当たり当期純

利益を算定してものを記載しております。 

 

（３）ケアネット・イノベーションの概要 

（１） 名称 ケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合 

（２） 所在地 東京都港区北青山三丁目５番６号 

（３） 代表者の役職及び氏名 無限責任組合員 株式会社ミレニアムパートナーズ 

代表取締役 秦 充洋 

無限責任組合員 株式会社メディカルインキュベータジャパン 

代表取締役 桂 淳 

（４） 主な事業内容 事業者等の発行する株式、新株予約権、新株予約権付社債、転換社債

型新株予約権付社債、その他の投資証券の取得及び保有 

（５） 出資の総額 1,360,636,638円 

（６） 設立年月日 平成 20年 11月 25日 

（７） 出資者及び出資比率 

(平成30年６月30日現在） 

株式会社アステム 48.70％ 

株式会社バイタルネット 29.22％ 

株式会社ケーエスケー 19.48％ 

ＩＣソリューションズ株式会社 2.58％ 

（８） 各社との関係 サンバイオとの関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

ケアネットとの関係 

資本関係 ケアネット・イノベーションはケアネッ

ト発行済み株式の 28.64％を保有（平成

30年６月 30日現在） 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 資本提携契約を締結 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 
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メディカルインキュベータとの関係 

資本関係 メディカルインキュベータがケアネッ

ト・イノベーションの無限責任組合員と

して持分 0.01％を保有 

人的関係 メディカルインキュベータがケアネッ

ト・イノベーションの無限責任組合員と

して代表者を務めています。 

取引関係 メディカルインキュベータがケアネッ

ト・イノベーションの無限責任組合員と

して業務を執行 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

バイタルケーエスケー・ホールディングスとの関係 

資本関係 バイタルケーエスケー・ホールディング

スの子会社であるバイタルネットが

29.22％、ケーエスケーが 19.48％の割合

で出資（平成 30年６月 30日現在） 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

アステムとの関係 

資本関係 アステムが 48.70％の割合で出資（平成

30年６月 30日現在） 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（９） 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 

  当組合は非上場であるため、当該項目につきましては非開示とさせて

いただきます。 

 

（４）メディカルインキュベータの概要 

（１） 名称 株式会社メディカルインキュベータジャパン 

（２） 所在地 東京都港区北青山三丁目５番６号 

（３） 代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 桂 淳 

（４） 主な事業内容 ヘルスケアに特化した投資事業 

ヘルスケア製品・サービスの開発・営業等を請負う育成事業 

（５） 資本金 50百万円 

（６） 設立年月日 平成 30年５月 15日 

（７） 大株主及び持株比率 

(平成30年６月30日現在） 

秦 充洋 60.00％ 

桂 淳 20.00％ 

合同会社大野元泰オフィス 20.00％ 

（８） 各社との関係 サンバイオとの関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 
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取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

ケアネットとの関係 

資本関係 メディカルインキュベータ取締役秦充

洋は、ケアネット発行済み株式の 0.75％

を保有（平成 30年６月 30日現在） 

メディカルインキュベータが無限責任

組合員として管理するケアネット・イノ

ベーション投資事業有限責任組合を通

じてケアネット社株式の 28.64％を保有

（平成 30年６月 30日現在） 

人的関係 ケアネット代表取締役会長大野元泰が

メディカルインキュベータ取締役会長

に就任 

取引関係 業務提携契約、コンソーシアム協定の締

結 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

ケアネット・イノベーションとの関係 

資本関係 メディカルインキュベータがケアネッ

ト・イノベーションの無限責任組合員と

して持分 0.01％を保有 

人的関係 メディカルインキュベータがケアネッ

ト・イノベーションの無限責任組合員と

して代表者を務めています。 

取引関係 メディカルインキュベータがケアネッ

ト・イノベーションの無限責任組合員と

して業務を執行 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

バイタルケーエスケー・ホールディングスとの関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 バイタルケーエスケー・ホールディング

スは、メディカルインキュベータが無限

責任組合員として管理するケアネッ

ト・イノベーション投資事業有限責任組

合に出資 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

アステムとの関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 アステムは、メディカルインキュベータ

が無限責任組合員として管理するケア

ネット・イノベーション投資事業有限責

任組合に出資 
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関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（９） 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 

  当社は非上場会社であるため、当該項目につきましては非開示とさせ

ていただきます。 

 

（５）バイタルケーエスケー・ホールディングスの概要 

（１） 名称 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 

（２） 所在地 東京都世田谷区弦巻一丁目 1番 12号 

（３） 代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 村井 泰介 

（４） 主な事業内容 医薬品等の卸売業及び小売業等を営むグループ会社の経営計画・管理

並びにそれらに付帯する業務 

（５） 資本金 5,000百万円 

（６） 設立年月日 平成 21年４月１日 

（７） 大株主及び持株比率 

(平成30年３月31日現在） 

有限会社鈴彦 8.66％ 

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 3.91％ 

ケーエスケー従業員持株会 2.73％ 

田辺三菱製薬株式会社 2.57％ 

鈴木 賢 2.36％ 

大日本住友製薬株式会社 2.12％ 

有限会社クエコ 2.10％ 

日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 2.09％ 

武田薬品工業株式会社 2.05％ 

鈴木 宏一郎 1.81％ 

（８） 各社との関係 サンバイオとの関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

ケアネットとの関係 

資本関係 バイタルケーエスケー・ホールディング

スの子会社であるバイタルネットが

3.72％、ケーエスケーが 2.48％ケアネッ

ト発行済み株式を保有（平成 30 年６月

30日現在） 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

ケアネット・イノベーションとの関係 

資本関係 バイタルケーエスケー・ホールディング

スの子会社であるバイタルネットが

29.22％、ケーエスケーが 19.48％の割合

で出資（平成 30年６月 30日現在） 

人的関係 該当事項はありません。 
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取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

メディカルインキュベータとの関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 バイタルケーエスケー・ホールディング

スは、メディカルインキュベータが無限

責任組合員として管理するケアネッ

ト・イノベーション投資事業有限責任組

合に出資 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

アステムとの関係 

資本関係 バイタルネットがフォレストホールデ

ィングスの発行済み株式の 0.52％を保

有（平成 30年３月 31日現在） 

アステムがバイタルケーエスケー・ホー

ルディングスの発行済み株式の 0.35％

を保有（平成 30年３月 31日現在） 

人的関係 アステムの代表取締役会長吉村恭彰が

バイタルケーエスケー・ホールディング

スの社外取締役に就任 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（９） 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 

決算期 平成 28年３月期 平成 29年３月期 平成 30年３月期 

純資産 85,261百万円 90,007百万円 98,447百万円 

総資産 327,047百万円 305,375百万円 321,679百万円 

１株当たり純資産 1,504.04円 1,586.61円 1,735.04円 

売上高 621,040百万円 581,079百万円 565,589百万円 

営業利益 6,892百万円 3,207百万円 2,384百万円 

経常利益 10,584百万円 6,987百万円 6,276百万円 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
6,556百万円 4,778百万円 4,467百万円 

１株当たり当期純利益 117.25円 84.78円 79.27円 

１株当たり配当金 24.00円 20.00円 20.00円 

 

（６）アステムの概要 

（１） 名称 株式会社アステム 

（２） 所在地 大分県大分市西大道二丁目３番８号 

（３） 代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 吉村 次生 

（４） 主な事業内容 医薬品・医療機器・診断試薬など医療関連商品やシステム、サービス

等を取り扱う医療総合商社 

（５） 資本金 3,355百万円 
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（６） 設立年月日 昭和 23年５月 27日 

（７） 大株主及び持株比率 

(平成30年３月31日現在） 

株式会社フォレストホールディングス 100.0％ 

（８） 各社との関係 サンバイオとの関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

ケアネットとの関係 

資本関係 アステムがケアネット発行済み株式

6.20％を保有（平成30年６月30日現在） 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 DVDの販売協力に関する契約を締結 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

ケアネット・イノベーションとの関係 

資本関係 アステムが 48.70％の割合で出資（平成

30年６月 30日現在） 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

メディカルインキュベータとの関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 アステムは、メディカルインキュベータ

が無限責任組合員として管理するケア

ネット・イノベーション投資事業有限責

任組合に出資 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

バイタルケーエスケー・ホールディングスとの関係 

資本関係 バイタルネットがフォレストホールデ

ィングスの発行済み株式の 0.52％を保

有（平成 30年３月 31日現在） 

アステムがバイタルケーエスケー・ホー

ルディングスの発行済み株式の 0.35％

を保有（平成 30年３月 31日現在） 

人的関係 アステムの代表取締役会長吉村恭彰が

バイタルケーエスケー・ホールディング

スの社外取締役に就任 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（９） 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 

  当社は非上場会社であるため、当該項目につきましては非開示とさせ

ていただきます。 
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４．日程 

（１） 各社の取締役会の決議日 平成 30年９月 10日 

（２） 本契約の締結日 平成 30年９月 10日 

 

５．今後の見通し 

サンバイオ、ケアネット及びバイタルケーエスケー・ホールディングスそれぞれの今期業績に与える影響は

軽微ですが、本資本業務提携により国内で先駆けて今後さらなる普及が見込まれる再生細胞薬の適正使用・普

及、安定流通を確立することは、各社とも中長期的な業績向上に資するものであると考えています。 

 

 

以上 

 


