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2021年 1月 22日 

各 位 

会 社 名  イ ワ キ 株 式 会 社 

代 表 者 名  代表取締役社長  岩城  慶太郎 

（コード番号 8095 東証第１部） 

問 合 せ 先  常 務 取 締 役  大 森  伸 二 

（TEL.03-3279-0481） 

 

持株会社体制への移行に伴うグループ内組織再編（吸収分割契約締結）及び 

定款変更（事業目的の一部変更）に関するお知らせ 

 

当社は、2020 年 6 月 17 日付で、2021 年 6 月 1 日を目途に持株会社体制へ移行する旨を公表

しております。 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の 100%子会社 3 社との吸収分割契約締結を承認

すること（かかる吸収分割契約に基づく吸収分割を「本件分割①」といいます。）、当社の 100%

子会社間での吸収分割契約締結を承認すること（かかる吸収分割契約に基づく吸収分割を「本件

分割②」といいます。）並びに当社及び当社の 100％子会社 1 社と当社の 100%子会社であるス

ペラファーマ株式会社との吸収分割契約締結を承認すること（かかる吸収分割契約に基づく吸収

分割を「本件分割③」といいます。また本件分割①、本件分割②及び本件分割③を合わせて「本

件分割」といいます。）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、2020

年 6月 17日付「会社分割による持株会社体制への移行及び準備会社の設立に関するお知らせ」に

おいて未定であったもので、今回確定した項目につきましても、併せてお知らせいたします。 

本件分割後の当社は、2021年 1月 13日付で公表しております通り、2021年 6月 1日（予定）

で商号を「アステナホールディングス株式会社」（予定）に変更するとともに、その事業目的を

持株会社体制移行後の事業に合わせて変更する予定です。なお、本件分割及び定款変更（事業目

的の一部変更）につきましては、2021 年 2 月 24日開催予定の定時株主総会による承認及び必要

に応じ所管官公庁の許認可等が得られることを条件としております。 

なお、本件分割は、当社の 100％子会社へ事業を承継させる吸収分割及び当社の 100%子会社を

当事会社とする吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。 

 

記 

 

I. 会社分割による持株会社体制への移行の背景と目的 

現在、当社グループでは、グループ中長期ビジョン(Astena 2030 “Diversify for Tomorrow.”)の達

成に向けて事業に取り組んでおります。 

中長期ビジョンの達成に向けて、ここ数年でいくつかの M&Aを行うなど、事業の拡大を進める
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中で、より機動的なグループ経営を図るべく、2021年 6月 1日（予定）で持株会社体制への移行

を行います。 

持株会社体制への移行後は、持株会社がグループ全体の戦略を統括し、事業をおこなう各子会

社に対して最適な資源配分を進め、それぞれの事業が与えられた権限の中で効率的に事業展開を

推進することで、更なる企業価値向上に努めてまいります。 

なお、グループ内再編の概要は別紙①に記載しております。 

 

II. 当社と 100%子会社間での会社分割の概要（本件分割①） 

1. 当社と 100%子会社間での会社分割の要旨について 

(1) 本件分割①の日程 

吸収分割契約承認取締役会 

（岩城製薬株式会社） 

2021年 1月 12日 

吸収分割契約承認取締役会 

（当社） 

2021年 1月 22日 

吸収分割契約承認株主総会 

（岩城製薬株式会社、スペラネクサス株式会社） 

2021年 1月 22日 

吸収分割契約締結日 2021年 1月 22日 

吸収分割の効力発生日 2021年 6月 1日（予定） 

（注）1.本件分割①は、いずれも分割会社である当社において会社法第 784条第２項に規

定する簡易吸収分割に該当するため、当社の株主総会による吸収分割契約の承認を得ず

に行う予定です。 

2. 当社を吸収分割会社として、イワキ分割準備株式会社を吸収分割承継会社とする吸収

分割は、承継会社であるイワキ分割準備株式会社において会社法第 796 条第１項に規定

する略式分割に該当するため、イワキ分割準備株式会社の株主総会における吸収分割契

約の承認を得ずに行う予定です。 

 

(2) 本件分割①の方式 

当社を吸収分割会社として、スペラネクサス株式会社、岩城製薬株式会社及びイワキ分

割準備株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。 

 

(3) 本件分割①に係る割当の内容 

当社を吸収分割会社として、岩城製薬株式会社及びイワキ分割準備株式会社を吸収分割

承継会社とする吸収分割については、承継会社から当社に対し、承継対象権利義務に代

わる株式その他の金銭等の交付を行いません。 

当社を吸収分割会社として、スペラネクサス株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分

割については、承継会社であるスペラネクサス株式会社が、吸収分割に際して普通株式

727,012株を発行し、これを分割会社に割当て交付いたします。 
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(4) 本件分割①に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社が発行済の新株予約権について、本件分割①による取扱いの変更はありません。な

お、新株予約権付社債の発行はしておりません。 

 

(5) 本件分割①により増減する資本金等 

本件分割①による当社の資本金の増減はありません。 

 

(6) 各承継会社が承継する権利義務 

各承継会社が当社から承継する権利義務は、効力発生日において、本件分割①に係る吸

収分割契約に定めるものを当社から承継いたします。なお、各承継会社が当社から承継

する債務につきましては、免責的債務引受の方法によるものといたします。 

 

(7) 債務履行の見込み 

当社及び各承継会社は、吸収分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれてお

り、また、負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ想定されて

いません。したがって、本件分割①において、当社及び各承継会社が負担すべき債務に

ついては、債務履行の見込みに問題がないと判断しております。 

 

2. 本件分割①の当事会社の概要 

[分割会社の概要] 

 分割会社① 

2020年 11月 30日現在 

(1) 名称 イワキ株式会社 

(2) 所在地 東京都中央区日本橋本町四丁目 8番 2号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役会長 岩城 修 

代表取締役社長 岩城 慶太郎 

(4) 事業内容 ファインケミカル事業 

医薬事業 

HBC・食品事業 

化学品事業 

(5) 資本金 2,687百万円 

(6) 設立年月日 1941年 9月 20日 

(7) 発行済株式総数 34,729,839株 

(8) 決算期 11月末日 

(9) 大株主及び持株比率 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 

株式会社ケーアイ社 

7.12% 

6.06% 
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株式会社日本カストディ銀行（信託口） 

株式会社 CNV社 

株式会社三菱 UFJ銀行 

岩城 修 

イワキ従業員持株会 

株式会社大阪ソーダ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 

（役員報酬 BIP口・76082口） 

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 

5.11% 

5.08% 

3.51% 

2.86% 

2.78% 

1.94% 

1.88% 

 

1.79% 

(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績（2020年 11月期） 

純資産 21,651百万円 

総資産 54,319百万円 

一株当たり純資産 656円 54銭 

売上高 65,341百万円 

営業利益 2,035百万円 

経常利益 1,968百万円 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 

1,983百万円 

一株当たり当期純利益 60円 33銭 

（注）分割会社①は 2021年 6月 1日付で「アステナホールディングス株式会社」に商号変更予定

です。 

 

[承継会社の概要] 

 承継会社① 

2020 年 11月 30日現在 

承継会社② 

2020 年 11月 30日現在 

承継会社③ 

2020 年 11月 30日現在 

(1) 名称 スペラネクサス株式会社 岩城製薬株式会社 イワキ分割準備株式会社 

(2) 所在地 東京都中央区日本橋 

本町四丁目 8番 2号 

東京都中央区日本橋 

本町四丁目 8番 2号 

東京都中央区日本橋 

本町四丁目 8番 2号 

(3) 代表者の役職 

・氏名 

代表取締役 

池本 朋己 

代表取締役社長 

西久保 𠮷行 

代表取締役 

瀬戸口 智 

(4) 事業内容 ファインケミカル事業 医薬事業 

ファインケミカル事業 

HBC・食品事業 

(5) 資本金 1百万円 210百万円 1百万円 

(6) 設立年月日 2020年 7月 21日 1948年 9月 24日 2020年 7月 21日 

(7) 発行済株式 

総数 

1,000株 3,300,000株 1,000株 

(8) 決算期 11月末日 11月末日 11月末日 
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(9) 大株主及び 

持株比率 

スペラファーマ株式会社 

100% 

イワキ株式会社 100% イワキ株式会社 100% 

(10) 当事会社間の関係 

 資本関係 当社が、発行済株式の

100%を保有する子会

社であるスペラファー

マ株式会社が、承継会

社①の発行済株式の

100%を保有しており

ます。 

当社が、承継会社②の

発行済株式の 100%を

保有しております。 

当社が、承継会社③の

発行済株式の 100%を

保有しております。 

人的関係 当社から承継会社①へ

取締役を派遣しており

ます。 

当社から承継会社②へ

取締役及び監査役を派

遣しております。 

当社から承継会社③へ

取締役を派遣しており

ます。 

取引関係 営業を開始していない

ため、現時点では分割

会社との取引関係はあ

りません。 

当社から承継会社②へ

医薬品原料に係る取引

が、承継会社②から当

社へ医薬品等に関わる

取引関係があります。 

営業を開始していない

ため、現時点では分割

会社との取引関係はあ

りません。 

(11) 直近事業年度の財政状態及び経営成績（2019年 11月期） 

純資産 1百万円 6,116百万円 1百万円 

総資産 1百万円 10,627百万円 1百万円 

一株当たり 

純資産 

1,000円 1,853円 46銭 1,000円 

売上高 －百万円 11,119百万円 －百万円 

営業利益 －百万円 1,444百万円 －百万円 

経常利益 －百万円 1,532百万円 －百万円 

当期純利益 －百万円 1,087百万円 －百万円 

一株当たり 

当期純利益 

－円 329円 57銭 －円 

（注）1.承継会社③は 2021年 6月 1日付で「イワキ株式会社」に商号変更予定です。 

2.承継会社①及び③は、2020 年 7 月 21 日に設立されており、直前事業年度が存在しないた

め、「(11)直近事業年度の財政状態及び経営成績」については、設立日における純資産、総資

産、1株当たり純資産のみを記載しております。 

 

[分割する事業部門の概要] 

(1) 分割する事業部門の事業内容 

分割事業① ファインケミカル事業 
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分割事業② 医薬事業のうち医療用医薬品事業 

分割事業③ HBC・食品事業並びに医薬事業のうち医療機器販売事業、動物用麻酔銃販売事

業及び試薬等販売事業 

 

(2) 分割事業①の概要 

① 分割する部門の経営成績（2020年 11月期実績） 

 分割事業① 

(a) 

当社実績（単体） 

(b) 

比率 

(a÷b) 

売上高 16,615百万円 47,164百万円 35% 

② 分割する資産、負債の項目及び金額（2020年 11月 30日現在） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 4,053百万円 流動負債 3,719百万円 

固定資産 588百万円 固定負債 28百万円 

合計 4,641百万円 合計 3,748百万円 

（注）上記金額は 2020 年 11 月 30 日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、

実際に承継される額は、上記金額に効力発生日までの増減を調整した数値となります。 

 

(3) 分割事業②の概要 

① 分割する部門の経営成績（2020年 11月期実績） 

 分割事業② 

(a) 

当社実績（単体） 

(b) 

比率 

(a÷b) 

売上高 6,295百万円 47,164百万円 13% 

② 分割する資産、負債の項目及び金額（2020年 11月 30日現在） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 2,958百万円 流動負債 2,547百万円 

固定資産 69百万円 固定負債 19百万円 

合計 3,027百万円 合計 2,567百万円 

（注）上記金額は 2020 年 11 月 30 日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、

実際に承継される額は、上記金額に効力発生日までの増減を調整した数値となります。 

 

(4) 分割事業③の概要 

① 分割する部門の経営成績（2020年 11月期実績） 

 分割事業③ 

(a) 

当社実績（単体） 

(b) 

比率 

(a÷b) 

売上高 24,214百万円 47,164百万円 51% 
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② 分割する資産、負債の項目及び金額（2020年 11月 30日現在） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 5,168百万円 流動負債 4,329百万円 

固定資産 101百万円 固定負債 127百万円 

合計 5,270百万円 合計 4,456百万円 

（注）上記金額は 2020 年 11 月 30 日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、

実際に承継される額は、上記金額に効力発生日までの増減を調整した数値となります。 

 

III. 当社の 100％子会社間における会社分割の概要（本件分割②） 

1. 当社の 100%子会社間における会社分割の要旨について 

(1) 本件分割②の日程 

吸収分割契約承認取締役会 

（岩城製薬株式会社） 

2021年 1月 12日 

吸収分割契約承認株主総会 

（岩城製薬株式会社、スペラネクサス株式会社） 

2021年 1月 22日 

吸収分割契約締結日 2021年 1月 22日 

吸収分割の効力発生日 2021年 6月 1日（予定） 

 

(2) 本件分割②の方式 

岩城製薬株式会社を吸収分割会社として、スペラネクサス株式会社を吸収分割承継会社

とする吸収分割です。 

 

(3) 本件分割②に係る割当の内容 

承継会社であるスペラネクサス株式会社が、本件分割②に際して普通株式 2,341,903 株

を発行し、これを分割会社に割当て交付いたします。 

 

(4) 本件分割②に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はございません。 

 

(5) 本件分割②により増減する資本金等 

本件分割②による分割当事会社の資本金の増減はありません。 

 

(6) 承継会社が承継する権利義務 

承継会社が分割会社から承継する権利義務は、効力発生日において、本件分割②に係る

吸収分割契約に定めるものを分割会社から承継いたします。なお、承継会社が分割会社

から承継する債務につきましては、免責的債務引受の方法によるものといたします。 
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(7) 債務履行の見込み 

分割当事会社は、吸収分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれており、ま

た、負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ想定されていませ

ん。したがって、本件分割②において、分割当事会社が負担すべき債務については、債

務履行の見込みに問題がないと判断しております。 

 

2. 本件分割②の当事会社の概要 

[当事会社の概要] 

 分割会社② 

2020年 11月 30日現在 

承継会社④ 

2020年 11月 30日現在 

(1) 名称 岩城製薬株式会社 スペラネクサス株式会社 

(2) 所在地 東京都中央区日本橋本町 

四丁目 8番 2号 

東京都中央区日本橋本町 

四丁目 8番 2号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 

西久保 𠮷行 

代表取締役 

池本 朋己 

(4) 事業内容 医薬事業 

ファインケミカル事業 

ファインケミカル事業 

(5) 資本金 210百万円 1百万円 

(6) 設立年月日 1948年 9月 24日 2020年 7月 21日 

(7) 発行済株式総数 3,300,000株 1,000株 

(8) 決算期 11月末日 11月末日 

(9) 大株主及び持株比率 イワキ株式会社 100% スペラファーマ株式会社 

100% 

(10) 当事会社間の関係 

 資本関係 資本関係はありません。 

人的関係 人的関係はありません。 

取引関係 承継会社④は営業を開始していないため、現時点では分割会社

②との取引関係はありません。 

(11) 直前事業年度の財政状態及び経営成績（2019年 11月期） 

純資産 6,116百万円 1百万円 

総資産 10,627百万円 1百万円 

一株当たり純資産 1,853円 46銭 1,000円 

売上高 11,119百万円 －百万円 

営業利益 1,444百万円 －百万円 

経常利益 1,532百万円 －百万円 

当期純利益 1,087百万円 －百万円 

一株当たり当期純利益 329円 57銭 －円 
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（注）1.承継会社④は、2020 年 7 月 21 日に設立されており、直前事業年度が存在しないため、

「(11)直近事業年度の財政状態及び経営成績」については、設立日における純資産、総資産、1 株

当たり純資産のみを記載しております。 

 

[分割する事業部門の概要] 

(1) 分割する事業部門の事業内容 

分割事業④ ファインケミカル事業 

 

(2) 分割事業（ファインケミカル事業）の概要 

① 分割する部門の経営成績（2020年 11月期実績） 

売上高 3,706百万円 

② 分割する資産、負債の項目及び金額（2020年 11月 30日現在） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 2,313百万円 流動負債 890百万円 

固定資産 1,698百万円 固定負債 406百万円 

合計 4,011百万円 合計 1,296百万円 

（注）上記金額は 2020 年 11 月 30 日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、

実際に承継される額は、上記金額に効力発生日までの増減を調整した数値となります。 

 

IV. 当社及び当社の 100％子会社 1社と当社の 100％子会社であるスペラファーマ株式会社にお

ける会社分割の概要（本件分割③） 

1. 当社及び当社の 100％子会社 1社と当社の 100％子会社間での会社分割の要旨について 

(1) 本件分割③の日程 

吸収分割契約承認取締役会 

（岩城製薬株式会社） 

2021年 1月 12日 

吸収分割契約承認取締役会 

（当社、スペラファーマ株式会社） 

2021年 1月 22日 

吸収分割契約承認株主総会 

（岩城製薬株式会社、スペラファーマ株式会社） 

2021年 1月 22日 

吸収分割契約締結日 2021年 1月 22日 

吸収分割の効力発生日 2021年 6月 1日（予定） 

    （注）1. 当社を吸収分割会社として、スペラファーマ株式会社を吸収分割承継会社とす

る吸収分割は、分割会社である当社において会社法第 784条第２項に規定する簡易

吸収分割に該当するため、当社の株主総会による吸収分割契約の承認を得ずに行う

予定です。 

       2. 本件分割③は、効力発生日において、本件分割①の効力が発生していることを

条件として、その効力を生ずるものとします。 
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(2) 本件分割③の方式 

当社及び岩城製薬株式会社を吸収分割会社として、スペラファーマ株式会社を吸収分割

承継会社とする吸収分割です。 

 

(3) 本件分割③に係る割当の内容 

本件分割③に際して、承継会社であるスペラファーマ株式会社から当社及び岩城製薬株

式会社に対し、承継対象権利義務に代わる株式その他の金銭等の交付を行いません。 

 

(4) 本件分割③に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社が発行済みの新株予約権について、当社を吸収分割会社として、スペラファーマ株

式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割による取り扱いの変更はありません。なお、

新株予約権社債の発行はしておりません。 

また、岩城製薬株式会社を吸収分割会社として、スペラファーマ株式会社を吸収分割承

継会社とする吸収分割について、該当事項はございません。 

 

(5) 本件分割③により増減する資本金等 

本件分割③による分割当事会社の資本金の増減はありません。 

 

(6) 承継会社が承継する権利義務 

当社を吸収分割会社、スペラファーマ株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割によ

り、当社が本件分割①によりスペラネクサス株式会社から交付を受けて保有するスペラ

ネクサス株式会社普通株式 727,012株を承継いたします。 

また岩城製薬株式会社を吸収分割会社、スペラファーマ株式会社を吸収分割承継会社と

する吸収分割により、岩城製薬株式会社が本件分割②によりスペラネクサス株式会社か

ら交付を受けて保有するスペラネクサス株式会社普通株式 2,341,903株を承継いたしま

す。 

 

(7) 債務履行の見込み 

本件分割③により、当社及び岩城製薬株式会社がスペラファーマ株式会社に対して承継

させる債務はありません。 

 

2. 本件分割③の当事会社の概要 

[分割会社の概要] 

当社の概要については、前記「Ⅱ.当社と 100％子会社間での会社分割の概要（本件分割

①）」の「2. 本件分割①の当事会社の概要」に記載のとおりです。 

岩城製薬株式会社の概要については、前記「Ⅲ. 当社の 100％子会社間における会社分割

の概要（本件分割②）」の「2. 本件分割②の当事会社の概要」に記載のとおりです。 
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[承継会社の概要] 

 承継会社⑤ 

2020年 12月 31日現在 

(1) 名称 スペラファーマ株式会社 

(2) 所在地 大阪府大阪市淀川区十三本町二丁目 17番 85号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 池本 朋己 

(4) 事業内容 医薬品の CMC 研究開発および製造受託事業 

(5) 資本金 310百万円 

(6) 設立年月日 2017年 4月 20日 

(7) 発行済株式総数 8,000株 

(8) 決算期 3月末日 

(9) 大株主及び持株比率 イワキ株式会社 100％ 

(10) 当事会社間の関係 

 資本関係 当社が承継会社⑤の発行済株式の 100%を保有しておりま

す。 

人的関係 当社から承継会社⑤へ取締役を派遣しております。 

取引関係 取引関係はありません。 

(11) 直近事業年度の財政状態及び経営成績（2020年 3月期） 

純資産 798百万円 

総資産 3,404百万円 

一株当たり純資産 99,816円 80銭 

売上高 6,462百万円 

営業利益 743百万円 

経常利益 741百万円 

当期純利益 15百万円 

一株当たり当期純利益 1,976円 84銭 

 

 

V. 分割後の状況 

1. 本件分割後の状況（2021年 6月 1日現在（予定）） 

[分割会社の状況] 

 分割会社① 分割会社② 

(1) 名称 アステナホールディングス 

株式会社 

（2021年 6月 1日付で「イワキ

株式会社」より商号変更予定） 

岩城製薬株式会社 

(2) 所在地 東京都中央区日本橋本町 東京都中央区日本橋本町 
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四丁目 8番 2号 四丁目 8番 2号 

(3) 代表者の役職・ 

氏名 

代表取締役社長 

岩城 慶太郎 

代表取締役社長 

西久保 𠮷行 

(4) 事業内容 グループ会社の経営管理等 医薬事業 

(5) 資本金 2,687百万円 210百万円 

(6) 決算期 11月末日 11月末日 

 

[承継会社の状況] 

 承継会社①及び④ 承継会社② 

(1) 名称 スペラネクサス株式会社 岩城製薬株式会社 

(2) 所在地 東京都中央区日本橋本町 

四丁目 8番 2号 

東京都中央区日本橋本町 

四丁目 8番 2号 

(3) 代表者の役職・ 

氏名 

代表取締役社長 

二神 英祐 

代表取締役社長 

西久保 𠮷行 

(4) 事業内容 ファインケミカル事業 医薬事業 

(5) 資本金 100百万円 210百万円 

(6) 決算期 11月末日 11月末日 

 

 承継会社③ 承継会社⑤ 

(1) 名称 イワキ株式会社 

（2021年 6月 1日付で「イワキ

分割準備株式会社」より商号変

更予定） 

スペラファーマ株式会社 

(2) 所在地 東京都中央区日本橋本町 

四丁目 8番 2号 

大阪府大阪市淀川区十三本町

二丁目 17番 85号 

(3) 代表者の役職・ 

氏名 

代表取締役会長 

岩城 修 

代表取締役社長 

池本 朋己 

(4) 事業内容 HBC・食品事業 

医療機器販売事業 

動物用麻酔銃販売事業 

試薬等販売事業 

医薬品の CMC 研究開発および

製造受託事業 

(5) 資本金 300百万円 310百万円 

(6) 決算期 11月末日 3月末日 

 

2. 今後の見通し 

本件分割は、当社の 100％子会社へ事業を承継させる吸収分割及び当社の 100%子会社を

当事会社とする吸収分割であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 
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VI. 定款の変更 

1. 定款変更の目的 

持株会社体制への変更に際して、当社の事業目的を純粋持株会社としての経営管理等に変

更するものです。 

 

2. 定款変更の内容 

変更の内容は別紙②のとおりです。 

 

3. 定款変更の日程 

定款変更のための定時株主総会 2021年 2月 24日（予定） 

定款変更の効力発生日  2021年 6月 1日（予定） 

 

以 上 

  



 

 14/16 

（別紙①） 

本組織再編の概要図 

 

1. 再編前（2021年 5月 31日まで） 

 

 

 

（注）準備会社として 2020年 7月に設立した会社であり、営業を開始しておりません。 

 

2. 再編後（2021年 6月 1日から） 

 

 

 

凡例 

 

 

 

（注）本グループ内組織再編以外の会社については一部省略のうえ記載しております。 
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（別紙②） 

定款変更の内容 

（下線部が変更部分） 

現行定款 変更案 

（商号） 

第１条 当会社は、イワキ株式会社と称し、

英文では IWAKI & CO., LTD.と表示する。 

 

（商号） 

第１条 当会社は、アステナホールディング

ス株式会社と称し、英文では Astena Holdings 

Co.,Ltd.と表示する。 

 

（事業目的） 

第 2条 当会社は、下記の事業を営むことを

目的とする。 

（事業目的） 

第 2 条 下記の事業を営む会社（外国会社を

含む。）、その他の法人等の株式または持分を

所有することにより、当該会社等の事業活動を

支配または管理することを目的とする。 

(1) 医薬品、動物用医薬品、工業用薬品、農

業用薬品、化学製品、試薬、医薬部外品、動

物用医薬部外品、化粧品、香料、塗料、染顔

料、合成樹脂、油脂、酵素の製造および販売 

(1)医薬品、動物用医薬品、工業用薬品、化学

工業薬品、農業用薬品、表面処理剤などの化

学製品、試薬、医薬部外品、動物用医薬部外

品、化粧品、香料、塗料、染顔料、合成樹

脂、油脂、酵素、微生物処理による脱脂、臭

気除去、排水浄化製剤の加工、製造および販

売 

(2)食品、食品添加物、酒類、飼料、飼料添加

物、農産・林産・水産・畜産物、非鉄金属の

加工、製造および販売 

(2) 食品、食品添加物、酒類、肥料、飼料、飼

料添加物、農産・林産・水産・畜産物、非鉄金

属の加工、製造および販売 

(3)医療機器、動物用医療機器、計量機器、衛

生材料、写真材料の製造、販売、賃貸および

修理 

(3) 医療機器、動物用医療機器、計量機器、衛

生材料、写真材料の加工、製造、販売、賃貸お

よび修理 

（新設） (4) プリント回路基板、半導体、集積回路およ

びハイブリット回路等の素材とその回路形成

工程に用いる化学製品の製造、加工および販売 

（新設） (5) 金属類の精錬、回収および販売 

（新設） (6) 化学機械、器具、装置の製造、設計、施

工および賃貸 

（新設） (7) 金属、合成樹脂、セラミックス、ガラス

および繊維の表面処理 

（新設） (8) 化学品、金属の検索および分析 

（新設） (9) 前各号に関する特許、ノウハウの提供およ

び技術指導 
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現行定款 変更案 

(4)産業用機械・器具・資材・設備・装置の製

造、販売、設計、施工および請負 

(10) 産業用機械・器具・資材・設備・装置の製

造、販売、設計、施工および請負 

(5)家庭用備品、日用雑貨、電気機器、銃砲の

販売 

(11) 家庭用備品、日用雑貨、電気機器、銃砲の

販売 

(6)出版、情報および各種資料の販売 (12) 出版、情報および各種資料の販売 

(7) 情報処理サービス業ならびに情報処理シ

ステムおよびソフトウェアの開発、製造および

保守 

(13) 情報処理サービス業ならびに情報処理シ

ステムおよびソフトウェアの開発、製造および

保守 

(8) 医薬品の開発、分析および試験の受託 (14) 医薬品、医薬品の治験薬の開発、製造、分

析および試験の受託 

(9) 産業廃棄物の収集・運搬・再生および処

分ならびに設備清掃 

(15) 産業廃棄物の収集・運搬・再生および処分

ならびに設備清掃 

(10) 健康維持関連事業 (16) 健康維持関連事業 

 

(11) 前各号の輸出入に関する業務 (17) 前各号の輸出入に関する業務 

 

(12) 不動産賃貸管理に関する業務 (18) 不動産賃貸管理に関する業務 

 

(13) 前各号に付帯関連する一切の業務 (19) 前各号に付帯関連する一切の業務 

 

（新設） ２．当会社は、前項各号の事業およびこれに付

帯または関連する一切の事業を営むことがで

きる。 

（新設）  附          則 

 

（効力発生日） 

第１条（商号）および第２条（目的）の変更は、

当会社を分割会社とし、岩城製薬株式会社、ス

ペラネクサス株式会社、イワキ分割準備株式会

社（「イワキ株式会社」に商号変更予定。）の

それぞれを承継会社とする2021年１月締結の

各吸収分割契約に基づく各吸収分割の効力が

発生することを条件として、当該吸収分割の効

力発生日（2021 年６月１日予定。）に効力が

発生するものとする。なお、本附則は、効力発

生後、自動的に削除されるものとする。 

 

 


