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連結子会社との会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25 年９月 24 日開催の取締役会において、連結子会社（当社 100％子会社）である株式

会社示野薬局の関係会社株式管理事業を会社分割（吸収分割）の方法により承継することを決議し、

吸収分割契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

これにより、当社は孫会社であるチューリップ調剤株式会社の株式を承継することとなり、チュー

リップ調剤株式会社は当社の直接保有の子会社となります。 

なお、本会社分割は、当社が100％子会社の事業を承継する簡易吸収分割であるため、開示事項・内

容を一部省略しております。 

 

記 

 

１． 会社分割の目的 

 連結子会社である株式会社示野薬局の関係会社株式管理事業を会社分割（吸収分割）の方法に

より当社が承継し、孫会社であるチューリップ調剤株式会社を当社の直接子会社とすることによ

り、持株会社体制移行後の資本関係を整理し、グループガバナンスの強化と経営の効率化を図る

ことを目的としております。 

 

２． 会社分割の要旨 

（１）会社分割の日程 

 取締役会決議日（分割会社）  平成 25 年９月 20 日（株式会社示野薬局） 

取締役会決議日（承継会社）  平成 25 年９月 24 日（当社） 

 分割契約締結日        平成 25 年９月 24 日 

 分割予定日（効力発生日）   平成 25 年 11 月１日（予定） 

 本会社分割は、当社は会社法第 796 条第３項に定める簡易吸収分割の方法により、株式会社示

野薬局は会社法第 784 条第１項に定める略式吸収分割の方法により、それぞれ株主総会による分

割契約書の承認を得ずに行う予定です。 

（２）会社分割の方式 

 当社を承継会社とし、株式会社示野薬局を分割会社とする吸収分割です。 

（３）会社分割による割当ての内容 

 本会社分割は、完全親子会社間において行われるため、本会社分割に際して株式の割り当てそ

の他対価の交付は行いません。 

 



（４）分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債の取扱い 

 株式会社示野薬局は新株予約権及び新株予約権付社債は発行していません。 

（５）会社分割により増減する資本金 

 本会社分割による当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 

 当社は、本会社分割の対象事業に係る資産、負債及びその他の契約上の地位並びにこれらに付

属する権利義務を承継します。なお、債務の承継は、重畳的債務引受の方法によるものとします。 

（７）債務履行の見込み 

 本会社分割の効力発生日以降において当社及び株式会社示野薬局が負担する債務については、

履行の確実性に問題はないものと判断しております。 

 

３． 会社分割の当事会社の概要 

 承継会社 分割会社 

名称 株式会社ファルコＳＤホールディン

グス 

株式会社示野薬局 

所在地 京都市中京区河原町通二条上る清水

町 346 番地 

石川県金沢市高柳町一字 48 番地１ 

代表者の役職・

氏名 

代表取締役社長 平﨑 健治郎 代表取締役社長 平﨑 健治郎 

事業内容 持株会社 ドラッグストア及び調剤薬局の経営 

資本金 3,371 百万円 160 百万円 

設立年月日 昭和 63 年３月１日 昭和 37 年５月 21 日 

発行済株式数 12,280,177 株 16,000 株 

決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

大株主及び持株

比率（平成 25 年

３月 31 日現在） 

当社従業員持株会           5.53％ 

㈱京都銀行                 4.33％ 

赤澤 寬治                 2.99％ 

当社取引先持株会           2.75％ 

示野 義和                 2.62％ 

平﨑 健治郎               2.61％ 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行       2.57％ 

㈱ビー・エム・エル         2.56％ 

㈱ホルスクリエーションズアカザワ

2.43％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱

（信託口）                 1.78％ 

㈱ファルコＳＤホールディングス

100％ 

 

直前事業年度の

財政状態及び経

営成績 

（連結決算） 

純資産               14,342 百万円

総資産               37,300 百万円

１株当たり純資産          1,173 円

売上高               62,758 百万円

営業利益              2,128 百万円

経常利益              2,186 百万円

当期純利益            1,290 百万円

１株当たり当期純利益        105 円

（個別決算） 

純資産                  813 百万円

総資産                6,877 百万円

１株当たり純資産         50,841 円

売上高               17,391 百万円

営業利益                103 百万円

経常利益                194 百万円

当期純利益               33 百万円

１株当たり当期純利益      2,120 円



４． 承継する事業の内容 

（１）承継する事業の内容 

 チューリップ調剤株式会社株式の管理事業 

（２）承継する事業の経営成績（平成 25 年３月期） 

 当該事業における売上高はありません。 

（３）承継する資産、負債の項目及び金額（平成 25 年３月 31 日現在） 

 固定資産（関係会社株式） 799 百万円 

 

５． 会社分割後の状況 

 本会社分割による、当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期

に変更はありません。 

 

６． 会社分割により異動する孫会社の概要 

名称 チューリップ調剤株式会社 

所在地 富山県富山市牛島町１番４号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 平﨑 健治郎 

事業内容 調剤薬局の経営 

資本金 453 百万円 

設立年月日 平成５年 12 月 15 日 

純資産 1,674 百万円（平成 25年 3 月 31 日現在） 

総資産 3,979 百万円（平成 25年 3 月 31 日現在） 

大株主及び持株比率 株式会社示野薬局 100％ 

当社（上場会社）との資本関係 当社は同社を間接的に 100％保有する親会社に該当します。

 

７． 今後の見通し 

 本会社分割は、当社及び当社 100％保有の連結子会社を当事会社とする会社分割であるため、当

社の業績に与える影響は軽微です。 

 

以 上 


