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株式会社コム・メディカル及び有限会社ＡＢＣファーマシーの
株式の取得（子会社化）に関するお知らせ
当社は、本日の取締役会において、株式会社コム・メディカル（本社：新潟県三条市、代表取締
役会長：佐々木昌敏、代表取締役社長：佐々木一嘉）及び有限会社ＡＢＣファーマシー（本社：新
潟県長岡市、代表取締役会長：佐々木昌敏、代表取締役社長：佐々木一嘉）の全株式を取得し、子
会社化する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
１．株式取得（子会社化）の理由
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。また、「かかりつけ薬剤師・薬
局」の機能として在宅対応を中心とした地域医療との連携やジェネリック医薬品の使用促進への
積極的な取り組みにより全国各地で地域に密着した医療サービスを提供しております。
今般、子会社化を決定いたしました株式会社コム・メディカル及び有限会社ＡＢＣファーマシ
ーは、新潟県を中心として群馬県、山形県、富山県、埼玉県、東京都、千葉県、福島県に調剤薬
局 56 店舗を展開し、各地において地域医療に貢献しております。患者様の立場に立って、安全・
安心な調剤業務を心がけるとともに、社内研修や勉強会の開催により「かかりつけ薬剤師・薬局」
としての機能強化に取り組んでおり、患者サービス拡充に向けた取り組みをはじめ、多くの点で
当社の事業方針と共通しております。
同社を迎えることにより、さらなる店舗網の拡充を図るとともに、相互の事業ノウハウの融合
により、患者サービスの充実を実現させ、全国における地域医療のインフラとしてグループの企
業価値を高めてまいります。
２．異動する子会社の概要
（1）株式会社コム・メディカル
(1) 商号

株式会社コム・メディカル

(2) 所在地

新潟県三条市下須頃 18 番１

(3) 代表者の役職・氏名

代表取締役会長

佐々木 昌敏

代表取締役社長

佐々木 一嘉

(4) 事業内容

保険調剤薬局の経営

(5) 資本金

3,600 千円

(6) 設立年月日

2002 年 10 月１日

(7) 大株主及び持株比率

個人３名

（100.0％）
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(8) 上場会社と当該会社
との間の関係

資本関係

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。
また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係
会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。

人的関係

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。
また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係
会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。

取引関係

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係
会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。

(9) 当該会社の最近３年間の経営成績及び財務状態
2015 年 12 月期

2016 年 12 月期

2017 年 12 月期

純資産

913 百万円

827 百万円

915 百万円

総資産

4,673 百万円

4,696 百万円

4,657 百万円

12,693,716.39 円

11,491,837.32 円

12,721,047.43 円

7,381 百万円

7,532 百万円

7,939 百万円

営業利益

163 百万円

58 百万円

251 百万円

経常利益又は経常損失（△）

100 百万円

△47 百万円

109 百万円

当期純利益又は当期純損失（△）

62 百万円

△86 百万円

88 百万円

864,140.44 円

△1,201,879.07 円

1,229,210.11 円

－円

－円

－円

１株当たり純資産
売上高

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）
１株当たり配当金
（2）有限会社ＡＢＣファーマシー
(1) 商号

有限会社ＡＢＣファーマシー

(2) 所在地

新潟県長岡市寿二丁目２番 19 号

(3) 代表者の役職・氏名

代表取締役会長 佐々木 昌敏
代表取締役社長 佐々木 一嘉

(4) 事業内容

保険調剤薬局の経営

(5) 資本金

4,500 千円

(6) 設立年月日

2005 年２月 10 日

(7) 大株主及び持株比率

個人３名

(8) 上場会社と当該会社
との間の関係

（100.0％）

資本関係

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。
また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係
会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。

人的関係

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。
また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係
会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。

取引関係

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係
会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。

(9) 当該会社の最近３年間の経営成績及び財務状態
2015 年 12 月期
純資産

2016 年 12 月期

115 百万円
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130 百万円

2017 年 12 月期
146 百万円

総資産

247 百万円

279 百万円

280 百万円

1,657,018.87 円

1,859,445.74 円

2,094,346.01 円

287 百万円

281 百万円

281 百万円

営業利益

8 百万円

25 百万円

29 百万円

経常利益

10 百万円

20 百万円

23 百万円

7 百万円

14 百万円

16 百万円

100,661.30 円

202,426.87 円

234,900.27 円

－円

－円

－円

１株当たり純資産
売上高

当期純利益
１株当たり当期純利益
１株当たり配当金
３．株式取得の相手先の概要
（1）株式会社コム・メディカル
(1) 氏名

個人３名

(2) 上場会社と当該個人
の関係

当社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係は
ありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該個人の間には、特筆
すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

(注) 株式取得の相手先との守秘義務契約により、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）有限会社ＡＢＣファーマシー
(1) 氏名

個人３名

(2) 上場会社と当該個人
の関係

当社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係は
ありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該個人の間には、特筆
すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

(注) 株式取得の相手先との守秘義務契約により、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．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
（1）株式会社コム・メディカル
(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％）

(2) 取得株式数

取得株式数 ：72 株
（議決権の数：72 個）

(3) 異動後の所有株式数

72 株
（議決権の数：72 個）
（議決権所有割合：100.0％）

（注）株式取得の相手先との守秘義務契約により、取得価額については開示しておりませんが、第
三者による評価額を基に、適正価額を算出しております。
（2）有限会社ＡＢＣファーマシー
(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％）

(2) 取得株式数

取得株式数 ：70 株
（議決権の数：70 個）
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(3) 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：100.0％）

（注）株式取得の相手先との守秘義務契約により、取得価額については開示しておりませんが、第
三者による評価額を基に、適正価額を算出しております。
５．日程
(1) 株式譲渡契約締結

2018 年８月 23 日

(2) 株式譲渡実行日

2018 年９月 28 日（予定）

６．今後の見通し
本件が 2019 年４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
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