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アジェンダ

1 本案件の概要と戦略的意義

2 エステべ社のジェネリック医薬品事業の概要
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対象企業

買収金額

資金調達

買収完了予定

その他備考

3億２千万ユーロ(389億円)
(1€＝121.63円※で計算)

2020年1月末完了予定

金融機関からの借入金及び手元資金から充当

エステベグループのジェネリック医薬品事業を集約した
ペンサ インベストメンツ社（以下ペンサ社）

本件による当社の2020年3月期の連結業績に与える
影響等につきましては、現在精査中です。今後開示すべき事
項について確定した場合は、速やかにお知らせする次第です。

本案件の概要

※2019年12月20日現在
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基本方針② 技術面の向上
持続的な成長に向けて、さらなる製品品質の進化

基本方針① コア事業領域の成長

国内ジェネリック事業の
確実な成長

基本方針③

現
在

安定供給
の
継続

新規市場への進出・新規事業の創出

中期経営計画（2018-2020）『PROACTIVE』 基本方針
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新規事業の創出 「人々の健康に貢献する」という理念に沿って、
幅広く検討を開始する。

課 題

新規市場（海外）への進出 海外の潜在的ニーズにも応える
当社の製品を海外に届ける。

米国への海外展開
●米国向けの良質な医薬品（付加価値製剤）の開発
●現地法人との連携や協力関係の探索
●FDA査察に耐えうるデータインテグリティ―の整備

ASEANへの海外展開 ●新たな輸出先国の拡大
●新たな製品の輸出
●現地企業との提携や協力関係の探索新地域への海外展開

新規市場への進出・新規事業の創出
基本方針③

中期経営計画 新規市場への取り組み概要
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原薬製造 新薬開発 ジェネリック医薬品事業

Corporación Químico Farmacéutica Esteve, S.A.

Esteve Pharmaceuticals, S.A. Pensa Investments, S.L.

エステベグループは、「新薬開発＆OTC」「原薬製造」
「ジェネリック医薬品製造」を主力事業とするスペイン有数
の製薬会社

Pensa Pharma, S.A.

Dose Innova, S.L.

Breckenridge
Pharmaceutical, Inc.

エステベグループのジェネリック医薬品事業を集約する
ペンサ インベストメンツ社（ペンサ社）を買収

買収対象
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欧米でのジェネリック医薬品の販売基盤
・欧州5カ国での事業拠点、米国での販売子会社
・複数国に販路を有し、20カ国以上へ300品目以上の製品を提供

欧州と米国における承認プロセス対応、商習慣対応
・複雑な商習慣、販売・流通チャネル対応
・EMA、FDAなどの各国の承認プロセス対応、ノウハウ

製造拠点・生産設備（マルトレージャス工場）
・欧米の基準に準拠した製造拠点、輸出実績
・将来的に、東和薬品の付加価値製剤を海外展開することも可能

１

3

2

海外市場で事業展開する“橋頭堡”の役割

ペンサ社を買収する目的
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■高品質で付加価値のあるジェネリック医薬品
（700品目以上）
■付加価値製剤開発技術

■原薬を含めた安定供給体制

■欧米でのジェネリック医薬品の販売基盤
（300品目以上）
■欧州・米国の承認プロセス対応、商習慣対応

■EMA、FDAに準拠した製造拠点・生産設備
（マルトレージャス工場）

＋

世界中の患者さんに高品質で付加価値のある
ジェネリック医薬品を提供できるグローバル事業基盤を確立

東和薬品の海外進出における課題を補完

ペンサ社を通じて、欧米のジェネリック市場同時進出を実現

戦略的意義
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1 本案件の概要と戦略的意義

2 エステべ社のジェネリック医薬品事業の概要

アジェンダ
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欧州 GE販売ビジネス 米国 GE販売ビジネス 受託製造ビジネス
R&D、製造拠点

ペンサ ファーマ社 ドーズ イノバ社ブリッケンリッジ
ファーマシューティカル社

ペンサ インベストメンツ社

ペンサ インベストメンツ社の概要

経営成績及び財政状態並びに2019年業績見込（IFRSベース単位：百万ユーロ）※1

2016 2017 2018 2019（見込）
純 資 産 219 202 241 258
総 資 産 323 320 293 295
売 上 高 316 289 269 281
営 業 利 益 18 ８ ２ 17
E B I T D A ※ ２ 33 22 16 30
当 期 利 益 ６ △０ △17 ８
※１ ペンサ インベストメンツ社は2019年12月20日設立のため、過去の実績がございません。エステベグループのジェネリック医薬品事業に属する

複数子会社が本件完了（クロージング）までにペンサ インベストメンツ社へ現物出資される予定です。したがってペンサ インベストメンツ社となる
全企業の合計の財務数値（未監査の事業連結ベースの数値）を記載しております。

※２ EBITDAは、営業利益に減価償却費等を足し戻した数値を使用しております。
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欧州での事業拠点

本社所在地

設立

事業内容

スペイン、バレンシア州

2006年

主に欧州でのジェネリック医薬品事業

欧州5拠点

従業員数 欧州本社＋営業部門 約180名

事業拠点

欧州 ジェネリック医薬品事業 ペンサ ファーマ社の概要

●

スウェーデン（ストックホルム）
設立 2008年

●

●●

●

イタリア（ミラノ）
設立 2007年

スペイン（バレンシア）
設立 2006年

ポルトガル（カルナシデ）
設立 2003年

ドイツ（ミュンヘン）
設立 2010年（登記のみ）
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本社所在地

設立

事業内容

事業拠点

米国、コネチカット州

1983年

米国でのジェネリック医薬品事業

米国1拠点

従業員数 約40名

12

ブリッケンリッジ
ファーマシューティカル社

コネチカット州

●

米国 ジェネリック医薬品事業
ブリッケンリッジ ファーマシューティカル社の概要
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※エステベグループの一部の工場、R&D拠点をカーブアウト（事業分離）し、ドーズ イノバ社に集約。

スペイン、カタルーニャ州バルセロナ マルトレージャス工場

スペイン、カタルーニャ州

2019年 ※

医薬品の受託製造ビジネス
工場、R&D拠点

約600名（R&D、受託製造含）

約35,000㎡

ペレット、カプセル、錠剤、液剤、
軟膏ほか

本社所在地

設立

事業内容

従業員数

建設面積

生産品目

研究開発・製造・受託製造ビジネス
ドーズ イノバ社の概要
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toLife,Ltd
（ポルトガル）

Pensa Pharma GmbH
（ドイツ）

Pensa Pharma, SpA
（イタリア）

Pensa Pharma, AB
（スウェーデン）

欧州 GE販売ビジネス 米国 GE販売ビジネス 受託製造ビジネス
R&D、製造拠点

ペンサ ファーマ社
（スペイン）

ドーズ イノバ社
（スペイン）

ブリッケンリッジ
ファーマシューティカル社

（米国）

ペンサ インベストメンツ社
（スペイン）

東和薬品株式会社

連結ストラクチャー
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私達は 人々の健康に貢献します。
私達は こころの笑顔を大切にします。
東和薬品グループは、優れた製品とサービスを創造することによって、人々の健康に貢献する。

そして私達の企業活動を通して、患者さん、医療関係者の皆様、地域社会をはじめとする

すべての方々にこころから喜ばれ、求められる企業を目指していきます。

東和薬品グループの企業理念
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お問い合わせ先

東和薬品株式会社 広報・ＩR室
i r@towayakuhin.co. jp TEL .06-6900-9102 FAX.06-6908-6060

将来予想に関連する記述については、目標や予測に基づいており、
確約や保証を与えるものではありません。
予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用下さい。

mailto:ir@towayakuhin.co.jp
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