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武田薬品の湘南ヘルスイノベーションパーク運営事業の承継のための 

会社分割（簡易吸収分割）および株式譲渡について 

 

武田薬品工業株式会社（本社：大阪市中央区、以下、「武田薬品」）は、本日、新たに iPi 設立準備株式会

社（以下、「対象会社」）を設立し、2023 年 4 月 1 日付で、武田薬品の湘南ヘルスイノベーションパーク（以

下、「湘南アイパーク」）に係る運営事業（以下、「湘南アイパーク運営事業」）を対象会社へ吸収分割により

承継（以下、「本会社分割」）させるとともに、2023 年 4 月 1 日付で、武田薬品が保有する対象会社の発行

済株式の一部を産業ファンド投資法人および三菱商事株式会社へ譲渡すること（以下、「本株式譲渡」、

本会社分割とあわせて、以下、「本件取引」）を決定しましたのでお知らせします。 

本株式譲渡にかかる譲渡額は、5.14 億円です。湘南アイパークにおける武田薬品の研究開発活動は継続

されます。 

 

本会社分割は、武田薬品の連結子会社に一部の事業を承継させる会社分割であるため、開示事項・内容

を一部省略して開示しています。 

 

 

記 

 

1. 本件取引の目的・理由 

湘南アイパークは、2018 年 4 月に、武田薬品が当時の自社研究所（「湘南研究所」）を外部に開放する形

で、日本初の製薬企業発サイエンスパークとして誕生しました。2020 年に、湘南アイパークの資産（土地お

よび施設）が信託設定され、2020 年、2021 年に産業ファンド投資法人によって信託受益権が取得されまし

たが、運営は引き続き武田薬品が業務委託を受けて、担ってきました。 

開所以来、「世界に開かれたライフサイエンスエコシステムの構築」をミッションとし、「革新的なアイデアを

社会実装する」というビジョンのもと、施設運営およびオープンイノベーション促進事業を行ってきており、

開所時は 20 社だった入居企業・団体も 150 を超え、製薬企業のほか、次世代医療、AI、ベンチャーキャピ

タルなどの企業や大学、行政などが集結しています。 

湘南アイパークは、本件取引を通じて、より中立的かつ求心的なイノベーティブな場の構築を加速させるこ

とで、より多くの企業に参画いただくこと、そしてそれぞれの事業のさらなる発展を支援していくことで、持続

的な成長と収益性の向上を図ることが出来るとの判断により、今回の決定に至りました。 

 

 

2. 本件取引の要旨 

(1) 本件取引の日程 

News Release 

会社名 武田薬品工業株式会社 

代表者 代表取締役社長 CEO クリストフ・ウェバー 

(コード番号 4502 東証プライム市場) 

報道関係問合せ先 グローバル コーポレート アフェアーズ 

齊藤 潤 03‐3278-2325 

E-mail: jun.saito@takeda.com 
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取締役会から委任を受けた取締役による本会社分割決定日 2022 年 12 月 21 日 

本株式譲渡に関する契約締結日 2022 年 12 月 21 日 

吸収分割契約締結日 2022 年 12 月 21 日 

吸収分割効力発生日 2023 年 4 月 1 日（予定） 

株式譲渡効力発生日 2023 年 4 月 1 日（予定） 

（注） 本会社分割は、会社法第 784条第 2 項の規定により、同法 783条第 1 項に定める武田薬

品の株主総会の承認を得ないで分割を行うものです。 

 

(2) 会社分割の方式 

武田薬品を分割会社とし、対象会社を承継会社とする吸収分割です。 

 

(3) 会社分割にかかる割当ての内容 

対象会社は、本会社分割に際し、承継する権利義務の対価として、普通株式 90,000 株を発行し武田薬品

に対して割当てます。 

 

(4) 会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

武田薬品は新株予約権を発行していますが、本会社分割によるその取扱いに変更はありません。 

 

(5) 会社分割により増減する資本金 

本会社分割による武田薬品の資本金の増減はありません。 

 

(6) 対象会社が承継する権利義務 

対象会社は、武田薬品との間の吸収分割契約に基づき、武田薬品が保有する湘南アイパーク運営事業に

関する権利義務の全部を承継します。 

 

なお、本会社分割に基づく武田薬品から対象会社に対する債務その他の義務の承継は、全て免責的債

務引受の方法によるものとします。 

 

(7) 債務履行の見込み 

本会社分割において、効力発生日以降に対象会社が負担すべき債務については、その履行の見込みに

問題はないと判断しておりますが、分割会社が債務履行を保証するものではありません。 

 

 

3. 会社分割の当事会社の概要 

 分割会社 

（2022 年 3 月 31 日現在） 

名 称 武田薬品工業株式会社 

所在地 大阪府大阪市中央区道修町四丁目 1番 1号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 CEO クリストフ・ウェバー 

事業内容 医薬品等の研究開発・製造・販売等 

資本金 1,676,263百万円 

設立年月日 1925 年 1 月 12 日 

発行済株式数 1,582,252,525 株 

決算期 3 月 31 日 
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大株主および持株比率 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 15.91％ 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 5.12％ 

THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY 

BANK FOR DEPOSITARY RECEIPT HOLDERS 

3.71％ 

日本生命保険相互会社 2.04％ 

STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 1.83％ 

JPモルガン証券株式会社 1.55％ 

JP MORGAN CHASE BANK 385781 1.27％ 

公益財団法人武田科学振興財団 1.15％ 

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 1.09％ 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 1.03％ 

  
 

直前連結会計年度（2022 年 3 月期）の財政状態および経営成績（連結・国際会計基準） 

（単位：百万円。特記を除く） 

親会社の所有者に帰属する持分 5,683,019 

資産合計 13,178,018 

1 株当たり親会社所有者帰属持分 3,665.61 円 

売上収益 3,569,006 

営業利益 460,844 

税引前当期利益 302,571 

親会社の所有者に帰属する当期利益 230,059 

基本的 1 株当たり当期利益 147.14 円 

 

 対象会社 

（2022 年 12 月 21 日現在） 

名 称 iPi 設立準備株式会社 

所在地 神奈川県藤沢市 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 藤本利夫 

事業内容 湘南アイパーク運営事業 

資本金 1,000万円 

設立年月日 2022 年 12 月 16日（予定） 

発行済株式数 普通株式 10,000 株 

決算期 3 月 31 日 

大株主および持株比率 武田薬品 100％ 

 

 

4. 分割する事業の概要 

（1）分割する事業の内容 

武田薬品が営む湘南アイパーク運営事業 

 

（2）分割する事業の経営成績 

収益事業は行っておりません。 

 

（3）分割する資産、負債の項目および金額 
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資産 負債 

項目 金額 項目 金額 

流動資産 147 百万円 流動負債 45百万円 

固定資産 726 百万円 固定負債 92百万円 

合計 873百万円 合計 137 百万円 

（注） 分割する資産及び負債の項目及び金額については、2023 年 4 月 1 日時点の見込み額であり、実

際に分割する資産及び負債の金額は、上記から変動する可能性があります。 

 

5. 会社分割後の当事会社の状況 

（１） 本会社分割後、分割会社である武田薬品の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金

および決算期に変更はありません。 

 

（２） 本会社分割により、対象会社の資本金は 1 億円に増資されます。 

 

6. 本株式譲渡について 

（１） 異動する子会社（対象会社）の概要 

上記 3.の対象会社にかかる記載をご参照ください。 

 

（２） 本株式譲渡の相手先の概要 

 産業ファンド投資法人 

（2022 年 7月 31 日現在） 

三菱商事株式会社 

（2022 年 3 月 31 日現在） 

名 称 産業ファンド投資法人 三菱商事株式会社 

所在地 東京都千代田区丸の内２丁目７番３号

東京ビルディング 

東京都千代田区丸の内二丁目 3番 1

号 

代表者の役職・氏名 執行役員 本多邦美 代表取締役 社長 中西勝也 

事業内容 その資産を主として投資信託及び投資

法人に関する法律（昭和 26年法律第

198号。その後の改正を含む。）第 2条

第 1 項に定める特定資産に対する投

資として運用すること 

エネルギー・金属・機械・化学品・食料・

消費財・インフラ・不動産など広範な分 

野において、本会社又は本会社が株式

若しくは持分を所有する他の会社を通

じ、商品・資源の売買、生産、製造、開

発のほか、金融・物流事業、新規事業

開発、各種サービスの提供など、多角

的な事業を行う 

資本金 183,865,203,829円 204,446,667,326円 

設立年月日 2007年 3 月 26日 1950 年 4 月 1 日 

発行済投資口数又

は発行済株式数 

 

2,070,016 口 1,485,723,351 株 

決算期 1 月 31 日および 7月 31 日 3 月 31 日 

主な投資主および

所有比率又は大株

主および持株比率 

株式会社日本カストディ銀行

（信託口） 

20.90％ 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 

16.66％ 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社(信託口) 

16.98％ 

株式会社日本カストディ銀行

(信託口) 

6.20％ 

EUROCLEAR BANK 

S.A./N.V. (常任代理人 株式

5.23％ 



 
 

5 
 

野村信託銀行株式会社 

（投信口） 

4.40％ 

みずほ証券株式会社 1.47％ 

ＳＳＢＴＣ ＣＬＩＥＮＴ ＯＭＮＩ

ＢＵＳ ＡＣＣＯＵＮＴ（常任代

理人 香港上海銀行 東京支

店） 

1.43％ 

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ 

ＷＥＳＴ ＣＬＩＥＮＴ － ＴＲＥ

ＡＴＹ ５０５２３４（常任代理人 

株式会社みずほ銀行 決済

営業部） 

1.35％ 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 1.32％ 

ＴＨＥ ＣＨＡＳＥ ＭＡＮＨＡＴ

ＴＡＮ ＢＡＮＫ， Ｎ．Ａ． Ｌ

ＯＮＤＯＮ ＳＰＥＣＩＡＬ ＡＣ

ＣＯＵＮＴ ＮＯ．１（常任代理

人 株式会社みずほ銀行 決

済営業部） 

1.28％ 

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ 

ＢＡＮＫ ３８５７８１（常任代理

人 株式会社みずほ銀行 決

済営業部） 

1.20％ 

株式会社日本カストディ銀行

（金銭信託課税口） 

1.15％ 

 
 

会社三菱 UFJ 銀行) 

明治安田生命保険相互会社 3.94％ 

東京海上日動火災保険株式

会社 

3.44％ 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社(三菱重工業株式会

社口・退職給付信託口) 

2.18％ 

JP モルガン証券株式会社 1.63％ 

STATE STREET BANK WEST 

CLIENT - TREATY 

505234(常任代理人 株式会

社みずほ銀行決済営業部) 

1.51％ 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社(退職給付信託口・

三菱電機株式会社口) 

1.20％ 

三菱重工業株式会社 1.12％ 
 

直前会計年度の財政状態および経営成績（単位：百万円。特記を除く） 

 2022 年 7月期 

(単体・日本会計基準) 

（単位：百万円。特記を除く） 

2022 年 3 月期 

(連結・国際会計基準) 

（単位：百万円。特記を除く） 

純資産/親会社の所有者に帰属する持分 189,358 6,880,232 

総資産/資産合計 417,430 21,912,012 

1 株当たり純資産/1 株当たり親会社所有者

帰属持分 

91,476円 4,659.68 円 

営業収益/売上収益 17,194 17,264,828 

営業利益 7,462 - 

税引前当期純利益/税引前当期利益 6,494 1,293,116 

当期純利益/親会社の所有者に帰属する 

当期利益 

6,492 937,529 

1 株当たり当期純利益/基本的 1 株当たり 

当期利益 

3,136円 635.06 円 
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武田薬品と本株式譲渡の相手先との関係 

資本関係 武田薬品と産業ファンド法人との間には、

記載すべき資本関係はありません。また、

武田薬品の関係者及び関係会社と産業フ

ァンド投資法人の関係者及び関係会社の

間には、記載すべき資本関係はありませ

ん。 

武田薬品と三菱商事株式会社との間に

は、記載すべき資本関係はありません。 

人的関係 武田薬品と産業ファンド投資法人との間に

は、記載すべき人的関係はありません。 

武田薬品と三菱商事株式会社との間に

は、記載すべき人的関係はありません。 

取引関係 武田薬品と産業ファンド投資法人との間に

は、記載すべき取引関係はありません。 

武田薬品と三菱商事株式会社との間に

は、記載すべき取引関係はありません。 

関連当事者へ

の該当状況 
産業ファンド投資法人は、武田薬品の関連

当事者には該当しません。また、産業ファ

ンド投資法人の関係者及び関係会社は、

武田薬品の関連当事者には該当しませ

ん。 

三菱商事株式会社は、武田薬品の関連

当事者には該当しません。 

 

（３） 譲渡株式数および譲渡金額 

譲渡金額 5.14 億円 

譲渡株式数 60,500 株 

うち 

産業ファンド投資法人 41,000 株 

三菱商事株式会社 19,500 株 

 

（４） 譲渡前後の所有株式の状況 

譲渡前の所有株式数 97,000 株 

譲渡株式数 60,500 株 

譲渡後の所有株式数 36,500 株（所有割合：36.5％） 

 

（５） その他 

本株式譲渡に先立ち、武田薬品以外にも以下の個人が対象会社株式を保有する予定です。 

氏名 藤本利夫 

住所 兵庫県宝塚市 

武田薬品との関係 武田薬品の湘南アイパークのジェネラルマネジャーであ

り、対象会社の代表取締役社長を兼務 

保有予定株式数 3,000 株 

 

 

7. 今後の見通し 

本件取引の実行による、武田薬品の当期および来期の連結業績への影響は軽微です。 

 

以上 

 


