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サンバイオ株式会社との資本業務提携の合意、株式の売出し、 

主要株主の異動の予定に関するお知らせ 

 

 

 

当社は、平成 30年９月 10日開催の取締役会において、以下のとおり、サンバイオ株式会社（コード番号：

4592 東証マザーズ、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」）との間で資本業務

提携をおこなうことについて決議いたしましたのでお知らせいたします。 

また、これに伴い、当社の主要株主である筆頭株主のケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合が、

サンバイオに対して当社の普通株式の一部を市場外での相対取引により譲渡することが合意されました。この

譲渡は、当社株式の売出しに該当し、またこの売出しにより、当社の主要株主の異動が生じることになります

ので、併せてお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

Ⅰ．資本業務提携の概要 

１．資本業務提携の理由 

 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。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。この状況下において、 当社を含めた５社（サンバイオ、株式会社バイタル

ケーエスケー・ホールディングス（コード番号：3151 東証１部、代表取締役社長：村井泰介、本社：東京都世

田谷区）、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）、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）は、再生細胞薬の適正使用・普及、安定流通

のあり方を共同研究（以下「本プロジェクト」）することを決定しました。本プロジェクトおける強固な協力体

制を確保すべく、当社は再生細胞薬の開発を行っているサンバイオとの間で資本業務提携をすることに合意し

ました。 

なお、詳細は平成 30年９月 10日発表の「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」をご参照ください。 

 

２．資本業務提携の内容等 

（１）業務提携の内容 

本プロジェクトを通じて、当社とサンバイオは協力しながら、当社が培ってきた医薬品に関する医師・薬剤
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師向けの情報提供・教育等のノウハウを活用し、サンバイオが開発した再生細胞薬 SB623の適正使用と普及を

確立していきます。 

 

（２）新たに取得する相手方の株式または持分の取得価格 

 当社は、サンバイオの普通株式 60,000株（取得価格 190,200,000円、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 0.12％）を取得します。 

 

（３）相手方に新たに取得される株式の数および発行株式数に対する割合 

 サンバイオは、当社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が保有する普通

株式 1,076,400株（平成 30年８月 31日時点の当社発行済株式総数 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。 

 

３．資本業務提携の相手先の概要 

（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） 上場会社と当該会社と

の関係 

当社との関係 

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

等の依頼を行っております。 

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 

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 

 

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 

当社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・普及を確立することは、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。 

 

（参考）当期連結業績予想（平成 30年２月 13日公表分）及び前期連結業績（単位：百万円） 

 

連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 

親会社株主に帰属

する 

当期純利益 

当期連結業績予想

（平成 30年12月期） 
3,000 450 442 295 

前期連結業績予想

（平成 29年12月期） 
2,854 407 408 464 

 

 

Ⅱ．当社株式の売り出し 

１．売出し要綱 

（１） 売出株式数 当社普通株式 1,076,400株 

（２） 売出価格 

一株当たり 929円 

（売出価格については当事者間において協議の上、決定しておりま

す。） 

（３） 売出価格の総額 
999,975,600円 

（売出株式数に売出価格を乗じた金額です。） 

（４） 
売出株式の所有者及び

売出株式数 
ケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合 1,076,400株 

（５） 売出方法 
ケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合によるサンバイ

オ株式会社に対する普通株式の譲渡 
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（６） 申込期日 平成 30年９月 10日 

（７） 受渡期日 平成 30年９月 11日（予定） 

（８） 申込証拠金 該当事項はありません。 

（９） 申込株式数単位 100株 

（１０） その他 
上記各号については、金融承認取引法による有価証券通知書を提出

しております 

 

２．売出しの目的  

当社とサンバイオの資本業務提携に関連して、サンバイオとケアネット・イノベーション投資事業有限責任

組合との間で、当社株式を市場外の相対取引により譲渡することにつき合意がされたことから、関係法令の定

める手続きとして、売出しによる譲渡を行うことを目的とするものです。 

 

 

Ⅲ．主要株主の異動について 

 

１．異動が見込まれる経緯 

 「Ⅱ．株式の売出しについて」に記載する当社株式の譲渡完了により、以下のとおり、主要株主の異動が生じ

る見込みです。  

 

２．異動する株主の概要 

（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 

 

３．異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権数に対する割合 

 議決権数（所有株式数） 
総株主数の議決権数に

対する割合※ 
大株主順位 

異動前 

（平成 30年８月 31日現在） 

―個 

（―株） 
―％ ― 

異動後 
10,764個 

（1,076,400株） 
10.07％ 第２位 

※議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数  363,900株 

 平成 30年８月 31日現在の発行済株式総数            11,048,000株 

 

４．今後の見通し 

今回の主要株主の異動による業績への影響はありません。 

 

 

以上 

 


