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平成 20 年９月５日 

各      位 

会 社 名    株式会社キリン堂 

                   代表者名   代表取締役社長 寺西 豊彦 

                   （コード番号 2660 東証第一部・大証第二部） 

問い合せ先 常務取締役事業戦略室長 井村 登 

   （TEL. 06-6394-0039（代表）） 

 

会 社 名   株式会社アライドハーツ・ホールディングス 

代表者名   代表取締役社長 石橋 一郎 

（JASDAQ・コード 3062） 

問い合せ先 経営企画室長 西村 正己 

（TEL. 078-371-3186（代表）） 

経営統合に向けた協議開始に関するお知らせ 

 

株式会社キリン堂（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：寺西豊彦）と株式会社アライドハーツ・

ホールディングス（本社：神戸市中央区、代表取締役社長：石橋一郎）の両社は、本日開催した各取

締役会において、経営統合に向けた協議を開始することに合意し、覚書を締結いたしました。 

 両社は今後速やかに経営統合の最終契約締結を目指して精力的に協議を進めてまいります。 

 
記 

 

１．経営統合の背景および目的 

 ドラッグストア市場は、少子高齢化の進展や医療制度の改革を背景に今後も順調に成長していくも

のと予想されます。しかし原油をはじめとした原材料費の高騰による物価上昇をうけて生活者の生活

防衛意識が高まるなか消費構造の変化が顕著となっているのに加え、当業界においても薬学部６年制

への移行による薬剤師不足や2009年度改正薬事法の施行による登録販売者制度のスタートなどにより、

異業種の新規参入も含め、ますます競争が激化することが予想され、ドラッグストア業界はＭ＆Ａや

資本・業務提携による上位企業の寡占化が進み、業界再編の流れが加速しつつあります。 

このような状況を踏まえ、今後の経営環境の変化に対応し、企業価値を持続的に拡大発展させると

ともに、生活者の顧客満足度を最大化するためには、ドミナント効果が発揮しやすいキリン堂とアラ

イドハーツ・ホールディングスの両社が経営統合することが最善であるとの判断に至りました。両社

の主たる営業地盤である関西地域（２府４県）を例にすれば、キリン堂グループは 250 店舗（平成 20

年 2 月 15 日現在）、アライドハーツ・ホールディングスグループは 173 店舗（平成 19 年 11 月 15 日現

在）を有し、両社を合算しますと 423 店舗の充実した店舗ネットワークを有することになります。 

両社は、本件経営統合により、前述のとおり関西エリアで圧倒的な存在感を示すドラッグストアグ

ループとなるとともに、経営の効率化・販売機能における営業力の強化を図り、かつ、グループ全体

の企業規模のメリットを活用することにより、この業界におけるキーカンパニーを目指します。 
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２．経営統合の要旨 

   今後、両社から選出される委員により構成する経営統合委員会を設置し、同委員会において早

期の最終契約締結を目指し、経営統合の時期、方法、統合後の運営、事業の展開、その他本経営

統合の細目等について協議を行う予定です。詳細につきましては決定次第、速やかにお知らせい

たします。 

 

３．両当事会社の概要（※1、※2は末尾記載の時点です。それ以外の欄は平成 20 年 9 月 5日現在です） 

（１）商号 株式会社キリン堂 
株式会社アライドハーツ・ホール

ディングス 

（２）主な事業内容 ドラッグストアチェーン ドラッグストアチェーン 

（３）設立年月日 昭和 33 年３月 31 日 平成 18 年 11 月 16 日 

（４）本店所在地 
大阪市淀川区宮原４丁目５番 36

号 

神戸市中央区橘通４丁目２番 13

号 

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役会長 寺西 忠幸 

代表取締役社長 寺西 豊彦 

代表取締役会長 久松 正志 

代表取締役社長 石橋 一郎 

代表取締役副社長 北嶋 永一 

（６）資本金       ※１ 2,736 百万円 1,429 百万円 

（７）発行済株式数   ※１ 9,582,469 株 46,798,700 株 

（８）純資産         ※１ 
（個別）10,129 百万円 

（連結） 9,686 百万円 

（個別） 9,779 百万円 

（連結）10,100 百万円 

（９）総資産          ※１ 
（個別）38,497 百万円 

（連結）42,758 百万円 

（個別）31,766 百万円 

（連結）38,729 百万円 

（10）事業年度の末日 ２月 15 日 11 月 15 日 

（11）従業員数        ※１ 
（個別）1,025 名 

（連結）1,435 名 

（個別）   46 名 

（連結）1,418 名 

（12）主要取引先 

㈱大木 

㈱パルタックＫＳ 

㈱あらた 

花王ｶｽﾀﾏｰ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 

㈱あらた 

㈱パルタックＫＳ 

（13）大株主及び持株比率 

寺西 忠幸       8.49％

寺西 豊彦       6.94％

寺西 俊幸       6.33％

 

（平成 20 年２月 15 日現在） 

石橋 一郎      13.51％

舌古   宏       5.64％

日本ﾄﾗｽﾃｨｰ・ｻｰﾋﾞｽ信託 

銀行㈱（信託口）       5.52％

（平成 20 年５月 15 日現在） 

（14）主要取引銀行 

㈱三菱東京 UFJ 銀行 

㈱みずほ銀行 

㈱りそな銀行 

㈱三菱東京 UFJ 銀行 

㈱みずほ銀行 

 

資本関係 現時点ではありません 

人的関係 現時点ではありません （15）当事会社間の関係等 

取引関係 現時点ではありません 
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（16）最近３年間の業績（連結） 

                                       （単位：百万円） 

 
株式会社キリン堂 

株式会社アライドハーツ・ 

ホールディングス      ※2 

決算期 平成 18 年 2 月 平成 19 年 2 月 平成 20 年 2 月 平成 19 年 11 月 

売上高 66,690 72,803 106,098 103,543

営業利益 1,308 1,312 2,321 3,207

経常利益 1,574 1,651 2,530 3,680

当期純利益 753 577 804 904

1 株当たり当期純利益（円） 86.17 65.00 89.44 19.39

1株当たり純資産（円） 918.08 962.07 1,010.64 215.87

    

 （17）最近３年間の業績（個別） 

                                       （単位：百万円） 

 
株式会社キリン堂 

株式会社アライドハーツ・ 

ホールディングス      ※2 

決算期 平成 18 年 2 月 平成 19 年 2 月 平成 20 年 2 月 平成 19 年 11 月 

売上高 66,356 72,508 87,446 78,445

営業利益 1,274 1,363 2,401 448

経常利益 1,544 1,674 2,666 704

当期純利益 744 605 1,330 399

1 株当たり当期純利益（円） 85.58 68.20 148.04 8.56

1 株当たり年間配当金（円） 20.00 17.00 17.00 6.0

1株当たり純資産（円） 905.44 952.63 1,056.86 209.01

    ※１  株式会社キリン堂は平成 20 年 2 月 15 日時点の数値、株式会社アライドハーツ・ホールディン

グスは平成 19 年 11 月 15 日時点の数値となっております。 
※2   株式会社アライドハーツ・ホールディングスの設立日は平成 18 年 11 月 16 日であり、平成 19

年 11 月 15 日が第 1期目となっております。 

以上 


