
1 

 

平成 26年 8 月 12 日 

各 位 

会 社 名 アルフレッサ  ホールディングス株式会社  

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  石黒  傳六 

（コード番号２７８４ 東証一部） 

問合せ先 取締役 専務執行役員 財務・広報 IR 担当  三宅  俊一 

（ＴＥＬ：０３－５２１９－５１０２） 

 

 

 

子会社における株式譲受に関する基本合意書締結のお知らせ 

 

 

当社は取締役会において、株式会社マツモトキヨシホールディングス（以下「マツモトキヨシ

ホールディングス」といいます。）の子会社である株式会社マツモトキヨシホールセールの完全

子会社である株式会社茂木薬品商会（以下「茂木薬品商会」といいます。）を会社分割して新設

されるセルフメディケーション卸売事業を行う会社（以下「新設会社」といいます。）の全株式

を、当社の完全子会社であるアルフレッサ ヘルスケア株式会社（以下「アルフレッサ ヘルスケ

ア」といいます。）が譲受することについて承認し、マツモトキヨシホールディングスとアルフ

レッサ ヘルスケアの間で基本合意することを決議しましたので、お知らせいたします。 

なおアルフレッサ ヘルスケアは、マツモトキヨシホールディングス、茂木薬品商会と、今回の

基本合意に基づき引き続き協議を進め、本年 9 月 29 日に株式譲渡契約を締結し、10 月 1 日をも

って新設会社の全株式を譲受する予定です。株式譲受の詳細につきましては、株式譲渡契約の締

結された段階で改めてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式譲受の目的 

 アルフレッサグループは、「13-15中期経営計画 変革への挑戦 ～次なる 頂
いただき

を目指して～」

において、ヘルスケアコンソーシアムの実現に向けた重点方針の一つとして、セルフメディケー

ション卸売事業の事業基盤の確立を掲げております。 

 こうした中、一般用医薬品や医薬部外品などのセルフメディケーション卸売事業を行うアルフ

レッサ ヘルスケアが、茂木薬品商会から新設会社の全株式を譲受し、ドラッグストア事業におけ

るヘルスケア卸売事業を行う茂木薬品商会にて培われた事業資産・ノウハウをアルフレッサグル

ープで活用することで、セルフメディケーション卸売事業のより一層の発展を目指すことといた

しました。なお本株式譲受は、公正取引委員会への必要な手続きが完了した後に実施する予定で

す。 
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２．株式譲受の要旨  

 （１）日程 

株式譲渡契約締結日 平成 26年 9月 29日（予定） 

会社分割の効力発生日 平成 26年 10月 1日（予定） 

株式譲受日     平成 26年 10月 1日（予定） 

 

 （２）株式譲受の概要 

アルフレッサ ヘルスケアは、平成 26年 10月 1日（予定）をもって、茂木薬品商会を会社分

割して設立される新設会社の全株式を譲受する予定です。新設会社の概要については「３．新

設会社の概要」を、また取引当事者の概要については「４．当事会社の概要」をご参照くださ

い。 

 

３．新設会社の概要（効力発生日における見込み） 

（1）名称 株式会社茂木薬品商会 

（2）所在地 東京都中央区日本橋本町三丁目 11番 5号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 茂木 祐典 

（4）事業内容 一般用医薬品・健康食品・医療機器・ヘルスケア関連商品の卸販売 

（5）資本金 10百万円 

（6）設立年月日 平成 26年 10月 1日(予定) 

（7）発行済株式数 1,000株 

（8）決算期 3月 31日 

（9）従業員数 50名 

 

 

４．当事会社の概要 

（１）アルフレッサ ヘルスケアの概要（平成 26年 3月 31日現在） 

（1）名称 アルフレッサ ヘルスケア株式会社 

（2）所在地 東京都中央区日本橋本町三丁目 11番 5号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 勝木 尚 

（4）事業内容 一般用医薬品、医薬部外品、育児用乳製品、雑貨等の卸販売 

（5）資本金 499百万円 

（6）設立年月日 昭和 23年 3月 26日 

（7）発行済株式数 8,345,000株 

（8）売上高(単体) 200,810百万円(平成 26年 3月期) 

（9）決算期 3月 31日 

（10）従業員数 403名 

（11）大株主および 

持ち株比率 

アルフレッサ ホールディングス㈱ 100％ 
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（２）マツモトキヨシホールディングスの概要（平成 26年 3月 31日現在） 

(1) 名称 株式会社マツモトキヨシホールディングス 

(2) 所在地 千葉県松戸市新松戸東 9番地 1 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 松本 清雄 

(4) 事業内容 
ドラッグストア・保険調剤薬局等のチェーン店経営を行う小売

事業、及び卸売事業、管理サポート事業等 

(5) 資本金 22,041百万円 

(6) 設立年月日 平成 19年 10月 1日 

(7) 発行済株式数 54,629,307株 

(8) 売上高(連結) 495,385百万円(平成 26年 3月期)  

(9) 決算期 3月 31日 

(10) 従業員数 6,089名 

(11) 大株主および 

持ち株比率 

松本 鉄男 10.22%、 
日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱ （信託口） 7.42%、 
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE SILUCHESTER INTERNATIONAL 
INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY 7.11%、 
松本 南海雄 6.45%、㈱千葉銀行 4.13%、ﾉｰｻﾞﾝ ﾄﾗｽﾄ ｶﾝﾊﾟﾆｰ ｴｲ
ﾌﾞｲｴﾌｼｰ ﾘ ﾕｰｴｽ ﾀｯｸｽ ｴｸﾞｾﾞﾝﾌﾟﾃﾄﾞ ﾍﾟﾝｼｮﾝ ﾌｧﾝｽﾞ 4.12%、ｼﾞｪｰ
ﾋﾟｰﾓﾙｶﾞﾝﾁｪｰｽﾊﾞﾝｸ 3.38%、ﾉｰｻﾞﾝ ﾄﾗｽﾄ ｶﾝﾊﾟﾆｰ （ｴｲﾌﾞｲｴﾌｼｰ）ｱｶ
ｳﾝﾄ ﾉﾝ ﾄﾘｰﾃｨｰ 3.07%、ｴｰｻﾞｲ㈱ 2.58%、日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行
㈱ （信託口） 2.33% 
 

(12) 当社との関係 

 

 

資本関係 資本関係はありません 

人的関係 人的関係はありません 

 

（３）茂木薬品商会の概要（平成 26年 3月 31日現在） 

(1) 名称 株式会社茂木薬品商会(*1) 

(2) 所在地 東京都文京区湯島一丁目 8番 2号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 茂木 祐典 

(4) 事業内容 
一般用医薬品・健康食品、医療機器・ヘルスケア関連商品の卸売事

業 

(5) 資本金 80百万円 

(6) 設立年月日 昭和 21年 11月 2日 

(7) 発行済株式数 133,334株 

(8) 売上高(単体) 16,627百万円(平成 26年 3月期) 

(9) 決算期 3月 31日 

(10) 従業員数 50名 

(11) 大株主および 

持ち株比率 

㈱マツモトキヨシホールセール 100％(*2) 
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(12) 当社との関係 

 

 

資本関係 資本関係はありません 

人的関係 人的関係はありません 

取引関係 取引関係はありません  

   (*1)平成 26年 10月 1日(予定)をもって、会社分割により新設会社が設立された時点で、名称

が変更となります。 

(*2)㈱マツモトキヨシホールディングスの連結子会社(中間持株会社)となります。 

 

５．取得株式数および取得前後の所有株式の状況 

（１）異動前の所有株式数                0株(所有割合 0%) 

（２）取得株式数     1,000株 

（３）異動後の所有株式数    1,000株(所有割合 100%) 

 

６．今後の見通し 

  本株式譲受による平成 27年 3月期の業績に与える影響につきましては、現時点では軽微であ

ると見込んでおります。 

以 上 


