
 

 

平成 24 年１月 27 日 

各    位 

株 式 会 社 ア イ ン フ ァ ー マ シ ー ズ 
代表取締役社長  大 谷 喜 一 
(コード９６２７：東証第一部 札幌) 
問い合わせ先 
役職・氏名 専務取締役管理本部長 
 加 藤 博 美 
TEL ０１１－７８３－０１８９ 

 
 

グループ再編（連結子会社の吸収分割及び吸収合併並びに当社と連結子会社の合併） 

に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、グループ再編（連結子会社の吸収分割及び吸収合併並び

に当社と連結子会社の合併）を行うこと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。 

 

記 

Ⅰ．グループ再編の目的・内容 

１．グループ再編の目的 

当社グループは、調剤薬局の全国チェーンを展開しており、当社及びグループ各社は積極的

な新規出店のほか、Ｍ＆Ａを活用して事業拡大を図っております。 

各グループ会社はそれぞれの営業エリアにドミナントを形成し、地域に密着した医療サービ

スを提供しております。 

今般の組織再編成は、小～中規模の調剤薬局事業子会社に関し、各営業エリアの中核子会社

に吸収分割及び吸収合併の手法をもって統合するものであり、薬局運営効率を高めるとともに

重複管理業務を削減し、グループ全体としての事業効率を図るものであります。 

２．グループ再編の内容 

①当社子会社株式会社あさひ調剤（以下、「あさひ調剤」といいます。）は、当社子会社株式会

社ナチュール（以下、「ナチュール」といいます。）の北関東ブロックの調剤薬局を吸収分割

のうえ、承継いたします。 

②当社子会社株式会社アインメディカルシステムズ（以下、「アインメディカルシステムズ」と

いいます。）は、ナチュールの南関東ブロックの調剤薬局を吸収分割のうえ、承継いたします。 

③株式会社アインファーマシーズ（以下、「アインファーマシーズ」といいます。）は、前述の

吸収分割後の株式会社ナチュール（以下、「分割後ナチュール」といいます。）を吸収合併い

たします。 

④あさひ調剤は、当社子会社株式会社彩の国ファーマシー（以下、「彩の国ファーマシー」とい

います。）を吸収合併いたします。 

⑤アインメディカルシステムズは、当社子会社有限会社三崎薬局（以下、「三崎薬局」といいま

す。）を吸収合併いたします。 

⑥当社子会社株式会社ダイチク（以下、「ダイチク」といいます。）は、ダイチク子会社有限会

社ライフ調剤薬局（以下、「ライフ調剤薬局」といいます。）及び同有限会社かさや（以下、

「かさや」といいます。）を吸収合併いたします。 



 

 

Ⅱ．ナチュールを分割会社、あさひ調剤を承継会社とする会社分割について 

１．会社分割の要旨 

 (１) 分割の日程 

分割契約承認決議取締役会 平成 24 年１月 27 日 

分割契約承認臨時株主総会 平成 24 年２月（予定） 

分割の予定日（効力発生日） 平成 24 年３月 １日（予定） 

  

(２) 分割の方式 

ナチュールを分割会社とし、あさひ調剤を承継会社とする吸収分割により、ナチュールの北

関東ブロックの調剤薬局４店舗をあさひ調剤が承継いたします。 

 

 (３) 分割に係る割当ての内容 

当該分割は、完全子会社間で行われるため、当該分割に際して、株式の割当てその他対価の

交付は行いません。 

 

２．分割当事会社の概要 

(1) 商号 あさひ調剤（承継会社） ナチュール（分割会社） 

(2) 事業内容 調剤薬局の経営 調剤薬局の経営 

(3) 設立年月日 昭和 56 年 10 月６日 平成６年３月 23 日 

(4) 本店所在地 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 

(5) 代表者 代表取締役社長 川井 淳一 代表取締役社長 宮崎 明 

(6) 資本金 50 百万円 20 百万円 

(7) 発行済株式数 71,000 株 400 株 

(8) 純資産 7,414 百万円 291 百万円 

(9) 総資産 12,292 百万円 985 百万円 

(10)決算期 ３月 31 日 ２月末日 

(11)大株主及び 

持株比率 
㈱アインファーマシーズ（100％） ㈱アインファーマシーズ（100％） 

(注) 上記の概要は、各社最終事業年度のものであります。 

 



 

 

Ⅲ．ナチュールを分割会社、アインメディカルシステムズを承継会社とする会社分割について 

１．会社分割の要旨 

 (１) 分割の日程 

分割契約承認決議取締役会 平成 24 年１月 27 日 

分割契約承認臨時株主総会 平成 24 年２月（予定） 

分割の予定日（効力発生日） 平成 24 年３月 １日（予定） 

  

(２) 分割方式 

ナチュールを分割会社とし、アインメディカルシステムズを承継会社とする吸収分割により、

ナチュールの南関東ブロックの調剤薬局７店舗をアインメディカルシステムズが承継いた

します。 

 

 (３) 分割に係る割当ての内容 

当該分割は、完全子会社間で行われるため、当該分割に際して、株式の割当てその他対価の

交付は行いません。 

 

２．分割当事会社の概要 

(1) 商号 アインメディカルシステムズ（承継会社） ナチュール（分割会社） 

(2) 事業内容 調剤薬局の経営 調剤薬局の経営 

(3) 設立年月日 平成６年６月 21 日 平成６年３月 23 日 

(4) 本店所在地 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 

(5) 代表者 代表取締役社長 栗林 政博 代表取締役社長 宮崎 明 

(6) 資本金 480 百万円 20 百万円 

(7) 発行済株式数 14,479 株 400 株 

(8) 純資産 5,181 百万円 291 百万円 

(9) 総資産 11,604 百万円 985 百万円 

(10)決算期 ３月 31 日 ２月末日 

(11)大株主及び 

持株比率 
㈱アインファーマシーズ（100％） ㈱アインファーマシーズ（100％） 

(注) 上記の概要は、各社最終事業年度のものであります。 

 



 

 

Ⅳ．アインファーマシーズを存続会社、分割後ナチュールを消滅会社とする合併について 

１．合併の要旨 

 (１) 合併の日程 

合併契約承認決議取締役会 平成 24 年１月 27 日 

合併契約締結 平成 24 年１月 27 日 

合併の予定日（効力発生日） 平成 24 年３月 １日（予定） 

(注) 当該合併は、会社法第 796 条第３項の規定に基づく簡易合併及び会社法第 784 条第 1

項の規定に基づく略式合併であるため、当社及びナチュールにおいて株主総会による

承認を得ずに行います。 

 

 (２) 合併方式 

アインファーマシーズを吸収合併存続会社として、分割後ナチュールが吸収合併消滅会社と

なる吸収合併方式により、分割後ナチュールの調剤薬局５店舗を承継いたします。 
 

 (３) 合併に際して行う株式の発行及び割当ての内容 

分割後ナチュールは 100％出資子会社であるため、合併による株式その他対価の交付は行い

ません。 
 

２．合併当事会社の概要 

(1) 商号 アインファーマシーズ（存続会社） 分割後ナチュール（消滅会社） 

(2) 事業内容 調剤薬局及びドラッグストアの経営 調剤薬局の経営 

(3) 設立年月日 昭和 44 年８月２日 平成６年３月 23 日 

(4) 本店所在地 札幌市東区東苗穂五条一丁目２番１号 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 

(5) 代表者 代表取締役社長 大谷 喜一 代表取締役社長 宮崎 明 

(6) 資本金 8,682 百万円 20 百万円 

(7) 発行済株式数 15,944,106 株 400 株 

(8) 純資産 29,498 百万円（連結） 291 百万円 

(9) 総資産 76,940 百万円（連結） 985 百万円 

(10)一株当たり純資産額 1,847.46 円（連結） 728,276.06 円 

(11)大株主及び 

持株比率 

大谷喜一 

㈱丸紅 

㈱セブン＆アイ・ホー
ルディングス 

ステート ストリート 
バンク アンド トラス
ト カンパニー 

(10.37％)

(7.78％)
(7.78％)

(5.83％)

㈱アインファーマシーズ（100.00％）

(12)売上高 129,387 百万円（連結） 1,739 百万円 

(13)営業利益 8,107 百万円（連結） 95 百万円 

(14)経常利益 8,210 百万円（連結） 106 百万円 

(15)当期純利益 3,916 百万円（連結） 43 百万円 

(16)一株当たり当期純利益 255.67 円（連結） 108,832.63 円 

(17)決算期 ４月 30 日 ２月末日 

(注) 上記の概要は、各社最終事業年度のものであります。 

 



 

 

３．合併後の状況 

当該合併に際して、吸収合併存続会社であるアインファーマシーズの商号、事業内容、本店

所在地、代表者の役職・氏名、資本金及び決算期について変更はありません。 

 

Ⅴ．あさひ調剤を存続会社、彩の国ファーマシーを消滅会社とする合併について 

１．合併の要旨 

 (１) 合併の日程 

合併契約承認決議取締役会 平成 24 年１月 27 日 

合併契約締結 平成 24 年１月 27 日 

合併契約承認臨時株主総会 平成 24 年２月 （予定） 

合併の予定日（効力発生日） 平成 24 年３月 １日（予定） 

 

 (２) 合併方式 

あさひ調剤を吸収合併存続会社として、彩の国ファーマシーが吸収合併消滅会社となる吸収

合併方式により、彩の国ファーマシーの調剤薬局１店舗（埼玉県八潮市）を承継いたします。 

 

 (３) 合併に際して行う株式の発行及び割当ての内容 

当該合併は、完全子会社間で行われるため、合併による株式その他対価の交付は行いません。 

 

２．合併当事会社の概要 

(1) 商号 あさひ調剤（存続会社） 彩の国ファーマシー（消滅会社） 

(2) 事業内容 調剤薬局の経営 調剤薬局の経営 

(3) 設立年月日 昭和 56 年 10 月６日 平成 19 年４月６日 

(4) 本店所在地 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 

(5) 代表者 代表取締役社長 川井 淳一 代表取締役社長 宮崎 明 

(6) 資本金 50 百万円 3 百万円 

(7) 発行済株式数 71,000 株 60 株 

(8) 純資産 7,414 百万円 24 百万円 

(9) 総資産 12,292 百万円 171 百万円 

(10)決算期 ３月 31 日 ２月末日 

(11)大株主及び 

持株比率 
㈱アインファーマシーズ（100％） ㈱アインファーマシーズ（100％） 

(注) 上記の概要は、各社最終事業年度のものであります。 

 

３．合併後の状況 

当該合併に際して、吸収合併存続会社であるあさひ調剤の商号、事業内容、本店所在地、代

表者の役職・氏名、資本金及び決算期について変更はありません。 

 

 



 

 

Ⅵ．アンメディカルシステムズを存続会社、三崎薬局を消滅会社とする合併について 

１．合併の要旨 

 (１) 合併の日程 

合併契約承認決議取締役会 平成 24 年１月 27 日 

合併契約締結 平成 24 年１月 27 日 

合併契約承認臨時株主総会 平成 24 年３月 （予定） 

合併の予定日（効力発生日） 平成 24 年４月 １日（予定） 

 

 (２) 合併方式 

アンメディカルシステムズを吸収合併存続会社として、三崎薬局が吸収合併消滅会社となる

吸収合併方式により、三崎薬局の調剤薬局１店舗（東京都千代田区）を承継いたします。 

 

 (３) 合併に際して行う株式の発行及び割当ての内容 

当該合併は、完全子会社間で行われるため、合併による株式その他対価の交付は行いません。 

 

２．合併当事会社の概要 

(1) 商号 アインメディカルシステムズ（存続会社） 三崎薬局（消滅会社） 

(2) 事業内容 調剤薬局の経営 調剤薬局の経営 

(3) 設立年月日 平成６年６月 21 日 昭和 60 年１月 18 日 

(4) 本店所在地 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 

(5) 代表者 代表取締役社長 栗林 政博 取締役 宮崎 明 

(6) 資本金 480 百万円 10 百万円 

(7) 発行済株式数 14,479 株 10,000 株 

(8) 純資産 5,181 百万円 59 百万円 

(9) 総資産 11,604 百万円 286 百万円 

(10)決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

(11)大株主及び 

持株比率 
㈱アインファーマシーズ（100％） ㈱アインファーマシーズ（100％） 

(注) 上記の概要は、各社最終事業年度のものであります。 

 

３．合併後の状況 

当該合併に際して、吸収合併存続会社であるアインメディカルシステムズ調剤の商号、事業

内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金及び決算期について変更はありません。 

 



 

 

Ⅶ．ダイチクを存続会社、ライフ調剤薬局及びかさやを消滅会社とする合併について 

１．合併の要旨 

 (１) 合併の日程 

合併契約承認決議取締役会 平成 24 年１月 27 日 

合併契約締結 平成 24 年１月 27 日 

合併契約承認臨時株主総会 平成 24 年３月 （予定） 

合併の予定日（効力発生日） 平成 24 年４月 １日（予定） 

 

 (２) 合併方式 

ダイチクを吸収合併存続会社として、ライフ調剤薬局及びかさやが吸収合併消滅会社となる

吸収合併方式により、ライフ調剤薬局の調剤薬局１店舗（新潟県上越市）及びかさやの調剤

薬局１店舗（新潟県上越市）を承継いたします。 
 

 (３) 合併に際して行う株式の発行及び割当ての内容 

当該合併は、完全子会社間で行われるため、合併による株式その他対価の交付は行いません。 
 

２．合併当事会社の概要 

(1) 商号 ダイチク（存続会社）  

(2) 事業内容 調剤薬局の経営  

(3) 設立年月日 平成５年７月８日  

(4) 本店所在地 新潟市中央区湖南 24 番地２  

(5) 代表者 代表取締役社長 芳川 圭治  

(6) 資本金 22 百万円  

(7) 発行済株式数 440 株  

(8) 純資産 3,546 百万円  

(9) 総資産 5,872 百万円  

(10)決算期 ３月 31 日  

(11)大株主及び 

持株比率 
㈱アインファーマシーズ（100％）  

  

(1) 商号 ライフ調剤薬局（消滅会社） かさや（消滅会社） 

(2) 事業内容 調剤薬局の経営 調剤薬局の経営 

(3) 設立年月日 平成４年 12 月 14 日 平成 11 年８月 18 日 

(4) 本店所在地 新潟県上越市大町四丁目２番 12 号 新潟県上越市大町四丁目２番 12 号 

(5) 代表者 代表取締役社長 芳川 圭治 取締役 芳川 圭治 

(6) 資本金 ３百万円 ３百万円 

(7) 発行済株式数 30 株 30 株 

(8) 純資産 60 百万円 16 百万円 

(9) 総資産 80 百万円 33 百万円 

(10)決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

(11)大株主及び 

持株比率 
㈱ダイチク（100％） ㈱ダイチク（100％） 

(注) 上記の概要は、各社最終事業年度のものであります。 

 



 

 

３．合併後の状況 

当該合併に際して、吸収合併存続会社であるダイチクの商号、事業内容、本店所在地、代表

者の役職・氏名、資本金及び決算期について変更はありません。 

 

Ⅷ．今後の見通し  

当社 100％出資の連結子会社との再編であり、業績に及ぼす影響は軽微であります。 

以上 

 



アインファーマシーズ（当社）

あさひ調剤

（当社子会社）

アインメディカル
システムズ

（当社子会社）

現在の状況並びに再編の概要

ナチュール (当社子会社)

北関東
店舗

南関東
店舗

彩の国
ファーマシー

（当社子会社）

三崎薬局

（当社子会社）

ダイチク

（当社子会社）

ライフ
調剤薬局

（ダイチク子会社）

かさや

（ダイチク子会社）

①

②

③

④ ⑤⑥

① ナチュールを分割会社、あさひ調剤を承継会社とする会社分割

② ナチュールを分割会社、アインメディカルシステムズを承継会社とする会社分割

③ アインファーマシーズを存続会社、分割後ナチュールを消滅会社とする合併

④ あさひ調剤を存続会社、彩の国ファーマシーを消滅会社とする合併

⑤ アインメディカルシステムズを存続会社、三崎薬局を消滅会社とする合併

⑥ ダイチクを存続会社、かさや及びライフ調剤薬局を消滅会社とする合併

他 子会社

アインファーマシーズ（当社）

あさひ調剤

（当社子会社）

アインメディカル
システムズ

（当社子会社）

再編後の概要

ダイチク

（当社子会社）

他 子会社

承継部門

・ライフ調剤薬局

・かさや

承継部門

・ナチュールの北関東店舗

・彩の国ファーマシー

承継部門

・ナチュールの南関東店舗

・三崎薬局

承継部門

・分割後ナチュール

参考：グループ再編のイメージ図
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