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平成29年５月19日 

各 位 

会 社 名  株式会社メディカルシステムネットワーク 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 田 尻 稲 雄 

（コード番号  ４３５０ 東証第一部） 

問 合 せ 先  専 務 取 締 役 田 中 義 寛 

（ＴＥＬ．０１１－６１２－１０６９） 

 

 

グループ組織再編（当社連結子会社との合併及び当社連結子会社間の合併） 

に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成29年５月19日開催の取締役会において、平成29年10月１日を合併効力発生日として、当

社の完全子会社である株式会社システム・フォー（以下「システム･フォー」という。）、株式会社ファーマ

ホールディング（以下「ファーマＨＤ」という。）及び株式会社日本レーベン（以下「日本レーベン」とい

う。）を吸収合併することを決議いたしました。また、ファーマＨＤ傘下の調剤薬局運営会社である株式会

社コムファ（以下「コムファ」という。）は、平成 29 年７月１日を合併効力発生日として、株式会社アポ

ス（以下「アポス」という。）及び株式会社エスケイアイファーマシー（以下「エスケイアイファーマシー」

という。）を吸収合併する合併契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

なお、本吸収合併は完全子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略しており

ます。 

 

記 

 

Ⅰ．合併の目的 

 当社グループは、企業理念として「良質な医療インフラの構築を通じて地域住民のＱＯＬ（Quality of 

Life）向上に貢献すること」を掲げ、医薬品等ネットワーク事業（医薬品卸と調剤薬局・病医院との間の

医薬品オンライン受発注及び関連業務のアウトソーシング）と調剤薬局事業の２事業を中核事業として展

開しており、平成29年５月１日現在、当社及び連結子会社20社より構成されております。 

 当社は、平成28年12月16日付「グループ組織再編に関する方針決定のお知らせ」（以下「当初プレスリ

リース」という。）でお知らせした通り、経営環境の変化に迅速に対応し、事業の成長と企業価値の向上を

図るべく、最適なグループ組織体制の構築に向けた組織再編の検討を行ってまいりました。 

 検討の結果、当社が平成 29 年 10 月１日をもって、システム･フォー、ファーマＨＤ及び日本レーベンの

３社を統合する吸収合併、並びに、コムファが平成 29 年６月１日付で名称を「株式会社なの花北海道」に

変更した上で、平成 29 年７月１日をもって同じ北海道内の調剤薬局運営会社であるアポス及びエスケイア

イファーマシーの２社を統合する吸収合併を行うことといたしました。 

 なお、当初プレスリリース時点において当社との統合を予定していた株式会社北海道医薬総合研究所に

ついては、「研修認定薬剤師制度実施機関」として薬剤師の教育研修を実施している医薬総合研究会の事務

局が設置されていることから、教育機関としての中立的・専門的な立場から独立した機関として継続する

ことが最良であるとの判断に至り、引き続き当社の連結子会社として存続することといたしました。また、

株式会社エスエムオーメディシスについては、本日、株式会社ＥＰ綜合との間で、同社の全株式を譲渡す

ることについての基本合意書を締結することを決議し、当社による吸収合併の対象に含めないことといた

しました。詳細については、平成29年５月19日付「連結子会社の株式譲渡に関する基本合意のお知らせ」

をご参照ください。 
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 当社は、第四次中期経営計画の最終年度である今年度中に、グループ組織の再編によりガバナンスの強

化とコスト削減を図り、効率的な経営体制の構築と収益力の強化を通じて、平成 30 年４月に予定される次

期診療報酬改定や今後の経営環境の変化に対応できる体制を構築してまいります。 

 

Ⅱ．当社連結子会社との合併について 

１．合併の要旨 

（１）合併の日程 

 ① システム･フォー及びファーマＨＤとの合併 

取締役会決議日 平成29年５月19日 

合併契約締結日 平成29年５月19日 

合併期日（効力発生日） 平成29年10月１日 

  （注）本合併は、当社においては会社法 796 条第２項に定める簡易合併であり、システム･フォー及びファーマＨ

Ｄにおいては会社法第 784 条第１項に定める略式合併であるため、いずれにおいても株主総会の承認を得る

ことなく実施いたします。 

 ② 日本レーベンとの合併 

取締役会決議日 平成29年５月19日 

合併契約締結日 平成29年５月19日 

合併契約承認株主総会（当社） 平成29年６月23日 

合併期日（効力発生日） 平成29年10月１日 

  （注）本合併は、日本レーベンにおいては会社法第 784 条第１項に定める略式合併であるため、株主総会の承認を

得ることなく実施いたします。 

（２）合併の方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、システム･フォー、ファーマＨＤ及び日本レーベンは解散い

たします。 

（３）合併に係る割当ての内容 

当社は、システム･フォー、ファーマＨＤ及び日本レーベンの発行済株式の全てを保有しているため、

本合併による新株式の発行及び金銭等の交付は行いません。 

（４）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

 

２．合併当事会社の概要（平成29年３月31日現在） 

 存続会社 消滅会社 

（１）名称 株式会社メディカルシステムネッ

トワーク 

株式会社システム・フォー 

（２）所在地 札幌市中央区北十条西二十四丁目

３番地 

札幌市中央区北十条西二十四丁目

３番地 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 田尻 稲雄 代表取締役社長 沖中 恭幸 

（４）事業内容 医薬品等ネットワーク事業 調剤薬局向けシステム開発および

販売 

（５）資本金 1,932百万円 90百万円 

（６）設立年月日 1999年９月16日 1985年２月27日 

（７）発行済株式総数 29,889,600株 1,810株 

（８）決算期 ３月31日 ３月31日 
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（９）大株主及び持株比率 合同会社エスアンドエス  9.26％ 

沖中 恭幸  8.29％ 

秋野 治郎  7.39％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱

（信託口）  4.06％ 

㈱ＥＰ綜合  2.67％ 

㈱メディカルシステムネットワーク100％ 

（10）直前事業年度の財政状態及び経営成績 

 決算期 平成29年３月期（連結） 平成29年３月期（単体） 

 純資産 10,644百万円 298百万円 

 総資産 50,737百万円 651百万円 

 １株あたり純資産 345.27円 165,166.75円 

 売上高 88,865百万円 1,073百万円 

 営業利益 2,113百万円 63百万円 

 経常利益 2,109百万円 68百万円 

 親会社株主に帰属する 

 当期純利益/当期純利益 
571百万円 45百万円 

 １株あたり当期純利益 19.31円 25,264.18円 

 

 消滅会社 消滅会社 

（１）名称 株式会社ファーマホールディング 株式会社日本レーベン 

（２）所在地 札幌市中央区北十条西二十四丁目

３番地 

札幌市中央区北十条西二十四丁目

３番地 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 秋野 治郎 代表取締役社長 枝廣 誠彦 

（４）事業内容 保険薬局の運営等 調剤薬局の立地開発、建物の賃

貸、サービス付き高齢者向け住宅

の運営等 

（５）資本金 107百万円 488百万円 

（６）設立年月日 2000年３月21日 1994年１月21日 

（７）発行済株式総数 2,150株 17,500株 

（８）決算期 ３月31日 ３月31日 

（９）大株主及び持株比率 

        （注） 

㈱メディカルシステムネットワーク90.2％ 

アルフレッサ ホールディングス㈱ 9.8％ 

㈱メディカルシステムネットワーク100％ 

（10）直前事業年度の財政状態及び経営成績 

 決算期 平成29年３月期（単体） 平成29年３月期(単体） 

 純資産 4,971百万円 332百万円 

 総資産 22,908百万円 15,899百万円 

 １株あたり純資産 2,312,400.22円 19,018.55円 

 売上高 1,104百万円 2,219百万円 

 営業利益 △76百万円 24百万円 

 経常利益 1,556百万円 △71百万円 

 当期純利益 1,577百万円 △72百万円 

 １株あたり当期純利益 733,779.50円 - 

（注）当社は、平成 29 年４月４日付でアルフレッサ ホールディングス株式会社よりファーマＨＤの発行

済普通株式を追加取得し、同社を完全子会社化いたしました。 
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３．合併後の状況 

（１）名称 株式会社メディカルシステムネットワーク 

（２）所在地 札幌市中央区北十条西二十四丁目３番地 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 田尻 稲雄 

（４）事業内容 医薬品等ネットワーク事業、調剤薬局向けシステム開発および販売、保

険薬局の運営、サービス付き高齢者向け住宅の運営等 

（５）資本金 1,932百万円 

（６）決算期 ３月31日 

 

４．今後の見通し 

本合併は当社100％出資の連結子会社との合併であるため連結業績への影響は軽微であります。 

 

Ⅲ．当社連結子会社間の合併について 

１．合併の要旨 

（１）合併の日程 

取締役会決議日 平成29年５月16日（エスケイアイファーマシー） 

平成29年５月17日（アポス） 

平成29年５月18日（コムファ） 

合併契約締結日 平成29年５月19日 

合併承認株主総会（合併当事会社） 平成29年５月19日 

合併期日（効力発生日） 平成29年７月１日 

（２）合併の方式 

コムファを存続会社とする吸収合併方式で、アポス及びエスケイアイファーマシーは解散いたしま

す。 

（３）合併に係る割当ての内容 

本合併は、当社の連結子会社間の合併であるため、本合併による新株式の発行及び金銭等の交付は

行いません。 

（４）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

 

２．合併当事会社の概要（平成29年３月31日現在） 

 存続会社 消滅会社 消滅会社 

（１）名称 株式会社コムファ 株式会社アポス 株式会社エスケイアイ

ファーマシー 

（２）所在地 札幌市中央区北十条西二

十四丁目３番地 

北海道苫小牧市しらかば

町一丁目18番７号 

北海道岩見沢市五条東十

六丁目17番地 

（３）代表者の 

  役職・氏名 

代表取締役社長 

徳田 孝幸 

代表取締役社長 

大倉 康 

代表取締役社長 

阿久津 光成 

（４）事業内容 保険薬局の運営 保険薬局の運営 保険薬局の運営 

（５）資本金 50百万円 33百万円 40百万円 

（６）設立年月日 1995年１月10日 1990年７月25日 2002年７月５日 

（７）決算期 ３月31日 ３月31日 ３月31日 

（８）大株主及び 

  持株比率 

㈱ファーマホールディング100％ 

（当社間接保有） 

㈱ファーマホールディング100％ 

（当社間接保有） 

㈱ファーマホールディング100％ 

（当社間接保有） 
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３．合併後の状況 

（１）名称 株式会社なの花北海道 

（２）所在地 札幌市中央区北十条西二十四丁目３番地 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 大倉 康 

（４）事業内容 保険薬局の運営 

（５）資本金 50百万円 

（６）決算期 ３月31日 

（注）存続会社であるコムファは、合併に先立ち平成 29 年６月１日付で名称を株式会社なの花北海道へ変

更する予定です。 

 

４．今後の見通し 

 本合併は連結子会社間の合併であるため連結業績への影響は軽微であります。 

 

以 上 
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ご参考：グループ組織再編のイメージ 

 

【平成29年５月19日現在】 

 

 

【平成29年10月1日（予定）】 

 
※１．当社は平成29年5月19日付で㈱ＥＰ綜合との間で㈱エスエムオーメディシスの株式譲渡に関する基本合意書を締結してお 

   ります。 

 ２．アグリマス㈱は非連結子会社です。 


