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子会社の新設およびグループ内での業務再編方針の決定 

ならびに当社組織の改組に関するお知らせ 
 

 

 

 当社は、平成20年11月 4日開催の取締役において、子会社２社の新設とグループ会社間で

の事業の一部譲渡および譲受を含む当社グループ内での業務再編の方針を決定致しましたので

お知らせ致します。 

 また、この決定に伴う当社組織の一部改組も決定致しておりますので、併せてお知らせ致し

ます。 

 

 

 

－記－ 

 

 

 

１．子会社の新設およびグループ内での業務再編の目的 

  

 当社は、グループの中期経営目標であります「2010年度、1,000店舗」の達成を目指し、

純粋持株会社体制への移行やグループ会社の資本関係の見直し、また、積極的なＭ＆Ａの

推進などの経営施策を実施してまいりました、 

 また、本年度は、来るべき「1,000店舗体制」でのチェーンオペレーションの確立とその

後の更なる事業成長のための基盤再構築を目的とし、会社組織の形態やグループ経営戦略

の見直しのための事業年度と位置付け、種々の施策を進めております。 

 今般、この施策の一環として、ツルハグループ全社での一体的な事業施策の実行、グル

ープ各社の業務分担の見直しと重複部門の集約、別会社化による業務遂行責任の明確化と

事業損益の精緻な把握、また、事業機会の拡大を図ることを目的とし、グループ会社を横

断的に運営する機能別子会社の新設とグループ各社の業務分担の見直しを行うことと致し

ました。 
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２．新設する子会社の概要 

  

 （１）株式会社 ツルハグループマーチャンダイジング(仮称) 

    ①商   号 ： 株式会社 ツルハグループマーチャンダイジング（仮称） 

    ②本店所在地 ： 札幌市東区北24条東20丁目1-21 

             ※営業開始日までに本店を東京都内に移転する予定です。 

    ③代 表 者 ： 平林 勝宏（株式会社 ツルハホールディングス常務執行役員） 

    ④設立年月日 ： 平成20年12月初旬（予定） 

    ⑤資本金の額 ： 1,000万円 

             ※営業開始日までに、必要金額を確定し増資を行う予定です。 

    ⑥決 算 期  ： 5月 15日 

    ⑦株   主 ： 株式会社 ツルハホールディングス100％ 

    ⑧事業の内容 ： グループ全般に係る商品の調達および物流に関する企画、商談、 

               調達および従業員に対する商品教育等グループ会社のマーチャン 

                          ダイジングのサポート。 

              グループ店舗のフェイシングおよび在庫管理に関するコンサルテ 

                          ィング。 

    ⑨従 業員 数 ： 未定（グループ各社からの出向を予定） 

    ⑩発行株式数 ： 200株（設立時、予定） 

    ⑪営業開始日 ： 平成21年5月16日 

             ※設立日以降、準備会社として業務準備を行います。 

    ⑫役社員構成 ： グループ内でのシナジーを最大限のものとするため、グルー 

             プ各社より役員を兼務登用致します。 

     

 

 （２）株式会社 ツルハフィナンシャルサービス(仮称) 

    ①商   号 ： 株式会社 ツルハフィナンシャルサービス（仮称） 

    ②本店所在地 ： 札幌市東区北24条東20丁目1-21 

    ③代 表 者 ： 大船 正博（株式会社 ツルハホールディングス取締役常務執行役員） 

    ④設立年月日 ： 平成20年12月初旬（予定） 

    ⑤資本金の額 ： 1,000万円 

※営業開始日までに、必要金額を確定し増資を行う予定です。 

    ⑥決 算 期  ： 5月 15日 

    ⑦株   主 ： 株式会社 ツルハホールディングス100％ 

    ⑧事業の内容 ： 保険代理店業務 

    ⑨従 業員 数 ： 未定（グループ各社からの出向および転籍を予定） 

    ⑩発行株式数 ： 200株（設立時、予定） 

    ⑪営業開始日 ： 平成21年1月（予定） 
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３．グループ内での業務再編について 

  

 （１）新設会社によるグループ・マーチャンダイジング戦略の一体化 
  現在、当社グループのマーチャンダイジング業務は、各グループ会社間での相互協

力のもと、各グループ各社が個別に行っております。 
  当社では、グループ・マーチャンダイジング戦略の確立とグループ一体運営が、経

営上、最重要な課題であると認識しており、今般、グループ全社で共通のフォーマット

による運営が可能な業務につき、新設致します「株式会社 ツルハグループマーチャン

ダイジング」が総括し、各社のマーチャンダイジング業務の運営をサポートする体制へ

移行致します。 
 
 

 （２）グループ会社が行っているマーチャンダイジング業務に係る集約の方向性 
    当社では、1,000店舗体制でのチェーンオペレーションの効率性の確保と、新規出店

加速への体制整備のための施策として、マーチャンダイジングに関しグループ会社が個

別に保有している組織および重複機能の整理および集約を加速し、グループとしての運

営効率の更なる向上を早期に実施すべく検討して参ります。 
  なお、詳細は、新会社が担当致します業務の遂行状況等を勘案し、新会社の営業開

始日以降に検討する予定です。 
 
 
 （３）当社一部業務の新設する子会社への譲渡 

  当社は、純粋持株会社としてグループ全体の管理および経営指導に業務を集中させ

て参ります。今後、総務・経理・人事関連計算や営業事務など業務集約による効率化が

期待できる業務の機能会社化や外部委託を検討して参りますが、第一弾と致しまして、

現在、当社と外部の協力会社とで担当致しておりますグループ会社および従業員向け保

険代理店業務を、新設致します「株式会社 ツルハフィナンシャルサービス」に事業譲

渡により業務移管致します。 

  事業譲渡により純粋持株会社であります当社から、営業主体が新設事業会社であり

ます「株式会社 ツルハフィナンシャルサービス」に移ることにより、今後はグループ

各社およびグループ従業員に限らず、ドラッグストア事業と商品連関性が高く、また、

今後益々注目度が高まることが想定されます医療保険など第三分野保険商品の販売等

の事業化の可能性を探って参ります。 

  なお、事業譲渡の概要につきましては、今後、関係各位と協議の上、詳細が確定次

第、あらためてお知らせ致します。 

 

 

 （４）子会社株式の新設会社への譲渡 

  当社が現在直接保有しております「株式会社 ウイング」株式につき、新設致します
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「株式会社 ツルハグループマーチャンダイジング」に譲渡致します。 

 株式会社 ウイングは、ツルハグループ向けのプライベート・ブランド商品の企画お

よび販売促進業務を行っており、その業務内容から、「株式会社 ツルハグループマーチ

ャンダイジング」が直接に管理監督することが業務効率性の観点で望ましいものと当社

では判断致しております。 

 なお、株式譲渡の概要につきましては、詳細が確定次第、あらためてお知らせ致し

ます。 

 

[株式譲渡の概要] 

 ・譲渡する株式       ： 株式会社 ウイング 

                 本社 東京都中央区京橋3丁目12番1号 

                代表取締役社長 高井淑夫 

 ・譲渡する株式数      ： 204株（当社保有株式数の全株） 

 ・譲渡後の株式保有割合： 

          株式会社 ツルハグループマーチャンダイジング   51％ 

             株式会社 タカマツヤ                           49％ 

       ・譲渡の時期および価額： 未定ですが、今年度内に実施する予定です。 

 

 

 

４．組織改組 

  

  （１）個人情報管理体制の強化および集約 

       グループ各社が発行しております顧客向け「ポイントカード」に関する業務を当社   

        情報システム部に新設致します「ポイントカード業務室」（課組織）に集約致します。 

 

 

  （２）グループ各社と当社間での経営指導料体系の見直し 

     当社がグループ会社から収受しております経営指導料の体系を見直し、機能別子会    

   社および店舗運営会社との業務区分をより明確なものへと修正致します。これに伴い、 

  従来の経営指導料のみの体系から業務委託費など項目を細分化したものへと体系の変 

   更を行い、事業損益の精緻な把握を行い経営の透明度を更に高めます。 

 

 

 

５．業績への影響 

当社保有株式の子会社への譲渡および当社事業の子会社への事業譲渡につきましては、

当社単体決算において関係会社株式売却益および事業譲渡益を特別利益に計上する見込み

ですが、その影響は極めて軽微なものと見込んでおり、また、連結決算においては内部取

引として消去され、当該取引の連結決算への影響はございません。 

なお、その他、上記の各施策における今期の連結業績への影響は軽微であります。 
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５．新設会社社長略歴 

 

 [株式会社 ツルハグループマーチャンダイジング] 

  氏  名 平林 勝宏 

  生年月日 昭和30年10月 31日 

  主な経歴 昭和55年  5月 株式会社 ツルハ 入社 

       平成  8年  8月  同社取締役 

       平成15年11月  同社取締役商品本部副本部長兼商品部長兼販促企画部長 

       平成16年  8月  同社取締役商品本部長兼商品部長兼販促企画部長（現任） 

       平成17年  8月 当社取締役 

       平成20年  8月 当社常務執行役員（現任） 

                 〃    株式会社 ツルハ 常務執行役員（現任） 

  兼務する主な役職  

   ・株式会社 ツルハホールディングス 常務執行役員グループ商品部門担当 

   ・株式会社 ツルハ 取締役兼常務執行役員商品本部長 

 

 

 [株式会社 ツルハフィナンシャルサービス] 

  氏  名 大船 正博 

  生年月日 昭和27年10月 10日 

  主な経歴 平成  5年 11月  株式会社 ツルハ 入社 

       平成16年10月  同社管理本部長兼総務部長兼経理部長 

       平成17年  8月  同社取締役（現任） 

          〃    当社取締役管理本部長兼総務部長兼経理部長 

       平成18年  3月 当社取締役管理本部長経理部長 

       平成20年  8月 当社取締役兼常務執行役員管理本部長兼経理部長（現任） 

  兼務する主な役職  

   ・株式会社 ツルハホールディングス 取締役兼常務執行役員管理本部長兼経理部長 

   ・株式会社 ツルハ 取締役 

 

以 上 
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考参ご 

株主総会

監査役会

代表取締役社長
社長執行役員

取締役会 社外取締役

取締役相談役執行役員会

監査室

内部統制委員会

コンプライアンス
統括グループ

取締役
専務執行役員

グループドラッグ
店舗運営部門

グループ調剤
店舗運営部門

グループ商品
部門担当

グループ店舗開発
部門担当

グループ管理
部門担当

情報システム
部門担当

事業推進部門

事業推進部門
各室・グループ

情報システム部
ポイントカード
業務室（仮称）

管理本部
各部

ツルハ・

マーチャン

ダイジング

（仮称）

各店舗運営会社
ドラッグ店舗

各店舗運営会社
調剤店舗

ツルハ・フィ

ナンシャル・

サービス

(仮称）

ＨＤ範囲

ウイング

新組織図
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