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平成28年11月24日 

各 位 

会 社 名 総合メディカル株式会社 

代 表 者 代表取締役 社長執行役員 坂本 賢治 

 （コード番号：4775 東証第１部） 

問 合 先     取締役 専務執行役員 黒田 誠 

 （TEL 092－713－7611） 

 

 

みよの台薬局グループの株式取得（子会社化・孫会社化）に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、みよの台薬局グループの株式会社御代の台薬局、株式会社本木薬局、

有限会社アイ調剤薬局、有限会社要町薬局、株式会社ツカサ調剤薬局、株式会社光裕および株式会社三平の株

式を取得し、子会社化及び孫会社化することについて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。 

なお、株式会社本木薬局を子会社化することで、同社の子会社である有限会社フラワー調剤、有限会社グ

リーン薬局及び有限会社コヤマが当社の孫会社となります。 

 

１． 株式の取得の理由 

当社グループは、「よい医療は、よい経営から」をコンセプトに、コンサルティングをベースにした医業経

営のトータルサポートをおこなっております。医療のさまざまな社会的課題を、医療モールや病院の経営支援

など、ＤtoＤと価値ある薬局からの創造で解決し、よい医療を支え、よりよい社会づくりへの貢献に努めてい

ます。薬局においては、「みんなの健康ステーション」として医薬連携の強化、在宅医療の充実、セルフメ

ディケーションの取り組みなど、価値ある薬局づくりを推進しています。 

 

みよの台薬局グループは、街の医療・介護・福祉の窓口として地域社会に貢献することを理念とし、東京都

を中心に関東圏（１都6県）、三重県、大阪府において、調剤薬局91店舗を展開しております。みよの台薬局

グループの特色は、高齢社会のニーズを先取りして、早くから在宅医療に取り組んでおり、今後、さらに在宅

需要が高まる首都圏でトップクラスの事業基盤とともに、在宅訪問服薬指導のほか、無菌製剤の調製、麻薬持

続点滴静注のためのシリンジポンプのレンタル、夜間の対応など、在宅医療におけるあらゆるニーズに応えら

れる、高い技術レベルとノウハウを持つ、パイオニア的な存在の薬局グループ会社です。 

 

平成27年10月、厚生労働省により提言された「患者のための薬局ビジョン」の中では、今後の薬局は、

「かかりつけ薬剤師・薬局」として、24時間対応や在宅対応など、地域包括ケアシステムの一翼を担うこと

が求められています。この地域包括ケアシステムの構築において、薬局における在宅医療の推進は、今後ます

ます重要視されております。 

 

当社グループは、在宅医療の取り組みに定評のあるみよの台薬局グループを迎え、同グループが長年培った

在宅医療の技術とノウハウを当社薬局グループ582店舗での在宅医療の充実に活用することによって、地域包

括ケアシステムの構築に寄与するとともに、医療人として真に社会に貢献できる薬剤師を育成することにより、

当社グループの企業価値を高めてまいります。 
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２． 異動する子会社の概要 

（１）株式会社御代の台薬局 

（１）商号 株式会社御代の台薬局 

（２）所在地 東京都北区滝野川五丁目15番７号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 池田 直孝 

（４）事業内容 保険調剤薬局・医薬品販売 

（５）資本金 10百万円 

（６）設立年月日 昭和62年11月２日 

（７）大株主及び持株比率 個人５名（100%） 

（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（単体） 

決算期 平成26年８月期 平成27年８月期 平成28年８月期 

 純資産 381,741千円 394,693千円 420,839千円

 総資産 710,938千円 741,622千円 794,811千円

 １株当たり純資産 4,491,074.61円 4,643,455.37円 4,951,047.37円

 売上高 1,627,699千円 1,896,889千円 2,138,868千円

 営業利益 △770千円 △71,582千円 △53,253千円

 経常利益 70,957千円 15,670千円 39,720千円

 当期純利益 43,690千円 12,952千円 26,145千円

 １株当たり当期純利益 514,011.07円 152,380.76円 307,592.00円

 １株当たり配当金 －円 －円 －円

（注）連結財務諸表を未作成のため、単体の経営指標を記載しております。 

 

（２）株式会社本木薬局 

（１）商号 株式会社本木薬局 

（２）所在地 東京都足立区本木北町14番10号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 池田 直孝 

（４）事業内容 保険調剤薬局・医薬品販売 

（５）資本金 10百万円 

（６）設立年月日 平成２年12月６日 

（７）大株主及び持株比率 
個人３名      （69.7%） 

株式会社御代の台薬局（30.3%） 

（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（単体） 

決算期 平成25年９月期 平成26年９月期 平成27年９月期 

 純資産 1,846,389千円 2,130,519千円 2,357,808千円

 総資産 3,019,043千円 3,531,328千円 3,638,321千円

 １株当たり純資産 18,650,394.49円 21,520,401.35円 23,816,246.41円

 売上高 6,552,306千円 7,193,690千円 7,950,467千円

 営業利益 116,790千円 414,374千円 198,832千円

 経常利益 189,515千円 508,623千円 302,781千円

 当期純利益 107,544千円 284,130千円 227,288千円
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 １株当たり当期純利益 1,086,307.04円 2,870,006.85円 2,295,845.06円

 １株当たり配当金 －円 －円 －円

（注）連結財務諸表を未作成のため、単体の経営指標を記載しております。 

 

（３）有限会社要町薬局 

（１）商号 有限会社要町薬局 

（２）所在地 東京都豊島区要町三丁目21番11号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 池田 直孝 

（４）事業内容 保険調剤薬局・医薬品販売 

（５）資本金 ３百万円 

（６）設立年月日 平成９年９月25日 

（７）大株主及び持株比率 個人２名（100.0%） 

（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（単体） 

決算期 平成26年７月期 平成27年７月期 平成28年７月期 

 純資産 124,624千円 123,196千円 123,900千円

 総資産 184,250千円 175,877千円 178,156千円

 １株当たり純資産 2,225,434.92円 2,199,932.00円 2,212,504.50円

 売上高 283,602千円 348,561千円 337,863千円

 営業利益 23,307千円 △9,773千円 △9,048千円

 経常利益 27,477千円 △1,316千円 824千円

 当期純利益 17,369千円 △1,428千円 704千円

 １株当たり当期純利益 310,160.73円 25,502.92円 12,572.50円

 １株当たり配当金 －円 －円 －円

 

（４）株式会社ツカサ調剤薬局 

（１）商号 株式会社ツカサ調剤薬局 

（２）所在地 埼玉県川口市戸塚二丁目18番18号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 池田 直孝 

（４）事業内容 保険調剤薬局・医薬品販売 

（５）資本金 10百万円 

（６）設立年月日 平成２年１月８日 

（７）大株主及び持株比率 
個人１名（70.0%） 

株式会社御代の台薬局（30.0%） 

（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（単体） 

決算期 平成25年９月期 平成26年９月期 平成27年９月期 

 純資産 69,612千円 69,734千円 75,184千円

 総資産 83,937千円 98,480千円 101,273千円

 １株当たり純資産 696,124.69円 697,344.79円 751,844.84円

 売上高 109,754千円 137,485千円 178,731千円

 営業利益 9,167千円 △6,460千円 △317千円
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 経常利益 15,734千円 204千円 6,750千円

 当期純利益 10,362千円 122千円 5,450千円

 １株当たり当期純利益 103,629.71円 1,220.10円 54,500.05円

 １株当たり配当金 －円 －円 －円

 

（５）株式会社光裕 

（１）商号 株式会社光裕 

（２）所在地 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡四丁目14番９号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 池田 直孝 

（４）事業内容 保険調剤薬局・医薬品販売 

（５）資本金 10百万円 

（６）設立年月日 平成17年８月10日 

（７）大株主及び持株比率 
個人５名      （70.0%） 

株式会社御代の台薬局（30.0%） 

（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（単体） 

決算期 平成26年６月期 平成27年６月期 平成28年６月期 

 純資産 54,133千円 68,850千円 80,605千円

 総資産 87,212千円 105,277千円 117,512千円

 １株当たり純資産 270,666.46円 344,254.94円 403,029.47円

 売上高 167,766千円 180,368千円 219,510千円

 営業利益 11,884千円 16,719千円 10,230千円

 経常利益 18,161千円 21,456千円 15,009千円

 当期純利益 14,220千円 14,717千円 11,754千円

 １株当たり当期純利益 71,103.95円 73,588.48円 58,774.53円

 １株当たり配当金 －円 －円 －円

 

（６）株式会社三平 

（１）商号 株式会社三平 

（２）所在地 群馬県高崎市飯塚町1124番地ウエハラビル1階101 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 池田 直孝 

（４）事業内容 保険調剤薬局・医薬品販売 

（５）資本金 10百万円 

（６）設立年月日 平成17年12月２日 

（７）大株主及び持株比率 
個人１名      （90.0%） 

株式会社本木薬局（10.0%） 

（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（単体） 

決算期 平成26年８月期 平成27年８月期 平成28年８月期 

 純資産 204,133千円 249,833千円 294,905千円

 総資産 349,729千円 378,822千円 434,035千円

 １株当たり純資産 1,020,665.61円 1,249,168.54円 1,474,526.58円
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 売上高 714,712千円 708,886千円 792,947千円

 営業利益 86,330千円 59,206千円 58,953千円

 経常利益 92,718千円 64,668千円 64,066千円

 当期純利益 58,694千円 45,700千円 45,071千円

 １株当たり当期純利益 293,472.42円 228,502.93円 225,358.04円

 １株当たり配当金 －円 －円 －円

 

３． 異動する孫会社の概要 

（１）有限会社アイ調剤薬局 

（１）商号 有限会社アイ調剤薬局 

（２）所在地 東京都北区滝野川七丁目２番１号谷端シティハイツ 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 池田 直孝 

（４）事業内容 保険調剤薬局・医薬品販売 

（５）資本金 ５百万円 

（６）設立年月日 平成１年11月27日 

（７）大株主及び持株比率 
株式会社御代の台薬局（60.0%） 

個人２名      （40.0%） 

（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（単体） 

決算期 平成26年５月期 平成27年５月期 平成28年５月期 

 純資産 182,273千円 189,420千円 182,857千円

 総資産 206,015千円 241,712千円 251,137千円

 １株当たり純資産 1,822,730.66円 1,894,205.77円 1,828,572.50円

 売上高 266,215千円 308,737千円 374,719千円

 営業利益 △15,076千円 △14,845千円 △29,412千円

 経常利益 6,931千円 7,309千円 △6,410千円

 当期純利益 5,714千円 7,147千円 △6,563千円

 １株当たり当期純利益 57,144.59円 71,475.11円 △65,633.27円

 １株当たり配当金 －円 －円 －円

 

（２）有限会社フラワー調剤 

（１）商号 有限会社フラワー調剤 

（２）所在地 茨城県常総市新井木町11番地5 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 池田 直孝 

（４）事業内容 保険調剤薬局・医薬品販売 

（５）資本金 ３百万円 

（６）設立年月日 平成11年12月21日 

（７）大株主及び持株比率 株式会社本木薬局（100.0%） 

（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（単体） 

決算期 平成26年６月期 平成27年６月期 平成28年６月期 

 純資産 △12,552千円 △7,073千円 △6,318千円
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 総資産 75,669千円 77,812千円 73,202千円

 １株当たり純資産 △209,207.73円 △117,886.23円 △105,303.11円

 売上高 153,292千円 149,134千円 149,437千円

 営業利益 12,737千円 7,913千円 △3,727千円

 経常利益 6,028千円 7,286千円 1,493千円

 当期純利益 5,877千円 5,479千円 754千円

 １株当たり当期純利益 97,959.76円 91,321.50円 12,583.11円

 １株当たり配当金 －円 －円 －円

 

（３）有限会社グリーン薬局 

（１）商号 有限会社グリーン薬局 

（２）所在地 千葉県浦安市当代島一丁目２番７号ABマンション１F 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 池田 直孝 

（４）事業内容 保険調剤薬局 

（５）資本金 ３百万円 

（６）設立年月日 平成９年３月14日 

（７）大株主及び持株比率 株式会社本木薬局（100.0%） 

（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（単体） 

決算期 平成26年４月期 平成27年４月期 平成28年４月期 

 純資産 42,580千円 46,479千円 48,488千円

 総資産 60,793千円 66,153千円 74,131千円

 １株当たり純資産 709,671.51円 774,654.83円 808,141.80円

 売上高 115,144千円 110,194千円 147,541千円

 営業利益 △1,908千円 4,326千円 2,112千円

 経常利益 △1,316千円 4,592千円 2,695千円

 当期純利益 △1,383千円 3,898千円 2,009千円

 １株当たり当期純利益 △23,060.70円 64,983.31円 33,486.96円

 １株当たり配当金 －円 －円 －円

 

（４）有限会社コヤマ 

（１）商号 有限会社コヤマ 

（２）所在地 東京都八王子市子安町二丁目10番15号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 池田 直孝 

（４）事業内容 保険調剤薬局・医薬品販売 

（５）資本金 ３百万円 

（６）設立年月日 平成12年９月28日 

（７）大株主及び持株比率 株式会社本木薬局（100.0%） 

（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（単体） 

決算期 平成26年７月期 平成27年７月期 平成28年７月期 

 純資産 8,770千円 7,078千円 20,709千円
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 総資産 50,041千円 49,671千円 64,191千円

 １株当たり純資産 146,167.73円 117,976.21円 345,162.41円

 売上高 131,003千円 140,476千円 145,388千円

 営業利益 △3,137千円 △3,216千円 17,616千円

 経常利益 △2,363千円 △1,621千円 17,765千円

 当期純利益 △2,262千円 △1,691千円 13,631千円

 １株当たり当期純利益 △37,713.95円 △28,191.51円 227,186.20円

 １株当たり配当金 －円 －円 －円

 

４． 株式取得の相手先の概要 

（１）株式会社御代の台薬局 

（１）氏名 個人５名 

（２）上場会社と当該個人 

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（注）株式取得の相手先の希望により、株式取得の相手先の氏名については開示しておりません。 

 

（２）株式会社本木薬局 

（１）氏名 個人３名 

（２）上場会社と当該個人 

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（注）株式取得の相手先の希望により、株式取得の相手先の氏名については開示しておりません。 

 

（３）有限会社アイ調剤薬局 

（１）氏名 個人２名 

（２）上場会社と当該個人 

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（注）株式取得の相手先の希望により、株式取得の相手先の氏名については開示しておりません。 

 

（４）有限会社要町薬局 

（１）氏名 個人２名 

（２）上場会社と当該個人 

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（注）株式取得の相手先の希望により、株式取得の相手先の氏名については開示しておりません。 

 

（５）株式会社ツカサ調剤薬局 

（１）氏名 個人１名 

（２）上場会社と当該個人 

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 
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取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（注）株式取得の相手先の希望により、株式取得の相手先の氏名については開示しておりません。 

 

（６）株式会社光裕 

（１）氏名 個人５名 

（２）上場会社と当該個人 

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（注）株式取得の相手先の希望により、株式取得の相手先の氏名については開示しておりません。 

 

（７）株式会社三平 

（１）氏名 個人１名 

（２）上場会社と当該個人 

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（注）株式取得の相手先の希望により、株式取得の相手先の氏名については開示しておりません。 

 

５． 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

（１）株式会社御代の台薬局 

（１）異動前の所有株式数 

０株 

（議決権の数：０個） 

（議決権所有割合：0.0％） 

（２）取得株式数 
85株 

（議決権の数：85個） 

（３）取得価額 

株式会社御代の台薬局の普通株式 

アドバイザリー費用等（概算額） 

合計（概算額） 

3,017

100

3,118

百万円 

百万円 

百万円 

（４）異動後の所有株式数 

85株 

（議決権の数：85個） 

（議決権所有割合：100.0％） 

 

（２）株式会社本木薬局 

（１）異動前の所有株式数 

０株 

（議決権の数：０個） 

（議決権所有割合：0.0％） 

（２）取得株式数 
69株 

（議決権の数：69個） 

（３）取得価額 

株式会社本木薬局の普通株式 

アドバイザリー費用等（概算額） 

合計（概算額） 

3,600

120

3,720

百万円 

百万円 

百万円 

（４）異動後の所有株式数 

69株 

（議決権の数：69個） 

（議決権所有割合：69.7％） 

（注）異動後の当社の間接保有を含めた議決権所有割合は100.0%となります。 
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（３）有限会社アイ調剤薬局 

（１）異動前の所有株式数 

０株 

（議決権の数：０個） 

（議決権所有割合：0.0％） 

（２）取得株式数 
40株 

（議決権の数：40個） 

（３）取得価額 

有限会社アイ調剤薬局の普通株式 

アドバイザリー費用等（概算額） 

合計（概算額） 

130

4

134

百万円 

百万円 

百万円 

（４）異動後の所有株式数 

40株 

（議決権の数：40個） 

（議決権所有割合：40.0％） 

（注）異動後の当社の間接保有を含めた議決権所有割合は100.0%となります。 

 

（４）有限会社要町薬局 

（１）異動前の所有株式数 

０株 

（議決権の数：０個） 

（議決権所有割合：0.0％） 

（２）取得株式数 
56株 

（議決権の数：56個） 

（３）取得価額 

有限会社要町薬局の普通株式 

アドバイザリー費用等（概算額） 

合計（概算額） 

257
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百万円 

百万円 

百万円 

（４）異動後の所有株式数 

56株 

（議決権の数：56個） 

（議決権所有割合：100.0％） 

 

（５）株式会社ツカサ調剤薬局 

（１）異動前の所有株式数 

０株 

（議決権の数：０個） 

（議決権所有割合：0.0％） 

（２）取得株式数 
70株 

（議決権の数：70個） 

（３）取得価額 

株式会社ツカサ調剤薬局の普通株式

アドバイザリー費用等（概算額） 

合計（概算額） 

111

3

115

百万円 

百万円 

百万円 

（４）異動後の所有株式数 

70株 

（議決権の数：70個） 

（議決権所有割合：70.0％） 

（注）異動後の当社の間接保有を含めた議決権所有割合は100.0%となります。 

 

（６）株式会社光裕 

（１）異動前の所有株式数 

０株 

（議決権の数：０個） 

（議決権所有割合：0.0％） 

（２）取得株式数 140株 



 

10 
 

（議決権の数：140個） 

（３）取得価額 

株式会社光裕の普通株式 

アドバイザリー費用等（概算額） 

合計（概算額） 

135

4

140

百万円 

百万円 

百万円 

（４）異動後の所有株式数 

140株 

（議決権の数：140個） 

（議決権所有割合：70.0％） 

（注）異動後の当社の間接保有を含めた議決権所有割合は100.0%となります。 

 

（７）株式会社三平 

（１）異動前の所有株式数 

０株 

（議決権の数：０個） 

（議決権所有割合：0.0％） 

（２）取得株式数 
180株 

（議決権の数：180個） 

（３）取得価額 

株式会社三平の普通株式 

アドバイザリー費用等（概算額） 

合計（概算額） 

747

24

771

百万円 

百万円 

百万円 

（４）異動後の所有株式数 

180株 

（議決権の数：180個） 

（議決権所有割合：90.0％） 

（注）異動後の当社の間接保有を含めた議決権所有割合は100.0%となります。 

 

６． 日程 

（１）取締役会決議日 平成28年11月24日 

（２）契約締結日 平成28年11月24日 

（３）株式譲渡実行日 平成28年12月26日（予定） 

 

７． 今後の見通し 

 本件が平成29年３月期の当社連結業績予想に与える影響は軽微であります。 

以上 

 

 

（参考）当期連結業績予想及び前期連結実績 

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

当期連結業績予想 

（平成29年３月期） 
126,507百万円 6,005百万円 6,020百万円 3,730百万円

前期連結実績 

（平成28年３月期） 
120,776百万円 6,087百万円 6,196百万円 2,318百万円

 


