
 

 

平成 26 年２月 24 日 

各    位 

株 式 会 社 ア イ ン フ ァ ー マ シ ー ズ 
代表取締役社長  大 谷 喜 一 
(コード９６２７：東証第一部 札証) 
問い合わせ先 
役職・氏名 専務取締役管理本部長 
 水 島 利 英 
TEL ０１１－８１４－１０００ 

 

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ 

当社は、本日の取締役会において、当社連結子会社である株式会社シティファーマ、株式会社古

賀調剤薬局、有限会社サプトルカ調剤薬局及び株式会社八重山ファーマシーを吸収合併することを

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。 

なお、本合併は 100％子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略

して開示しております。 

記 

１．合併の目的 

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。 

各グループ会社はそれぞれの営業エリアにドミナントを形成し、地域に密着した医療サービス

を提供しております。 

今般、当社連結子会社である株式会社シティファーマ本社：東京都渋谷区 以下、「シティファ

ーマ」といいます。）、株式会社古賀調剤薬局（本社：福岡県田川市 以下、「古賀調剤薬局」とい

います。）、有限会社サプトルカ調剤薬局（本社：福岡県田川市 以下、「サプトルカ調剤薬局」と

いいます。）及び株式会社八重山ファーマシー（本社：沖縄県石垣市 以下、「八重山ファーマシ

ー」といいます。）に関し、当社が吸収合併する手法をもって、同社の調剤薬局を承継することに

より、薬局運営効率を高めるとともに重複管理業務を削減し、グループ全体としての事業効率を

図るものであります。 

２．合併の要旨 

 (１) 合併の日程 

合併契約承認決議取締役会 平成 26 年２月 24 日 

合併契約締結 平成 26 年２月 24 日 

合併の予定日（効力発生日） 平成 26 年４月 １日（予定） 

(注) 当該合併は、当社は会社法第 796 条第３項の規定に基づく簡易合併であり、シティフ

ァーマ、古賀調剤薬局、サプトルカ調剤薬局及び八重山ファーマシーは会社法第 784

条第 1項の規定に基づく略式合併であるため、株主総会による承認を得ずに行います。 

 (２) 合併方式  

当社を吸収合併存続会社として、シティファーマ、古賀調剤薬局、サプトルカ調剤薬局及び

八重山ファーマシーが吸収合併消滅会社となる吸収合併方式により、シティファーマ、古賀

調剤薬局、サプトルカ調剤薬局及び八重山ファーマシーの調剤薬局を承継いたします。 

 (３) 合併に際して行う株式の発行及び割当ての内容 

シティファーマ、古賀調剤薬局、サプトルカ調剤薬局及び八重山ファーマシーは 100％出資

子会社であるため、合併による株式その他対価の交付は行いません。 



 

 

３．合併当事会社の概要 

(1) 商号 アインファーマシーズ（存続会社） 

(2) 事業内容 調剤薬局及びドラッグストアの経営 

(3) 設立年月日 昭和 44 年８月２日 

(4) 本店所在地 札幌市白石区東札幌５条２丁目４番 30 号 

(5) 代表者 代表取締役社長 大谷 喜一 

(6) 資本金 8,682 百万円 

(7) 発行済株式数 15,944,106 株 

(8) 純資産 38,356 百万円（連結） 

(9) 総資産 95,839 百万円（連結） 

(10)一株当たり純資産額 2,403.43 円（連結） 

(11)大株主及び持株比率 大谷喜一 

みずほ信託銀行㈱退職給付信託 丸紅口 

㈱セブン＆アイ・ホールディングス 

㈱北海道銀行 

ゴールドマン サックス インターナショナル 

(10.37％) 

( 7.78％) 

( 7.78％) 

( 4.93％) 

( 4.76％) 

(12)売上高 154,560 百万円（連結） 

(13)営業利益 9,701 百万円（連結） 

(14)経常利益 10,292 百万円（連結） 

(15)当期純利益 5,075 百万円（連結） 

(16)一株当たり当期純利益 318.37 円（連結） 

(17)決算期 ４月 30 日 

 

(1) 商号 シティファーマ（消滅会社） 古賀調剤薬局（消滅会社） 

(2) 事業内容 調剤薬局の経営 調剤薬局の経営 

(3) 設立年月日 平成 10 年７月６日 平成５年２月 16 日 

(4) 本店所在地 東京都渋谷区代々木二丁目 1番 5号 福岡県田川市大字伊田 4506 番地 2 

(5) 代表者 代表取締役社長 宮崎 明 代表取締役社長 新山 典義 

(6) 資本金 10 百万円 32 百万円 

(7) 発行済株式数 200 株 340 株 

(8) 純資産 89 百万円 192 百万円 

(9) 総資産 620 百万円 384 百万円 

(10)一株当たり純資産額 447,921.90 円 566,004.90 円 

(11)大株主及び持株比率 ㈱アインファーマシーズ（100.00％） ㈱アインファーマシーズ（100.00％）

(12)売上高 1,439 百万円 944 百万円 

(13)営業利益 155 百万円 65 百万円 

(14)経常利益 152 百万円 64 百万円 

(15)当期純利益 86 百万円 31 百万円 

(16)一株当たり当期純利益 432,931.72 円 92,244.06 円 

(17)決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

 



 

 

(1) 商号 サプトルカ調剤薬局（消滅会社） 八重山ファーマシー（消滅会社） 

(2) 事業内容 調剤薬局の経営 調剤薬局の経営 

(3) 設立年月日 平成 12 年８月 10 日 平成 24 年３月５日 

(4) 本店所在地 福岡県田川市大字伊田2677番地の20 沖縄県石垣市字真栄里 108 番地 5 

(5) 代表者 代表取締役社長 新山 典義 代表取締役社長 新山 典義 

(6) 資本金 3 百万円 7 百万円 

(7) 発行済株式数 60 株 140 株 

(8) 純資産 95 百万円 47 百万円 

(9) 総資産 123 百万円 146 百万円 

(10)一株当たり純資産額 1,589,641.35 円 341,648.97 円 

(11)大株主及び持株比率 ㈱アインファーマシーズ（100.00％） ㈱アインファーマシーズ（100.00％）

(12)売上高 281 百万円 55 百万円 

(13)営業利益 33 百万円 11 百万円 

(14)経常利益 33 百万円 11 百万円 

(15)当期純利益 18 百万円 6 百万円 

(16)一株当たり当期純利益 304,738.96 円 46,545.61 円 

(17)決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

(注) 上記の概要は、(4)本店所在地を除き、各社直前事業年度末日のものであり、(4)本店所在地は、平成 26 年２

月 24 日現在のものであります。 

 

４．合併後の状況 

当該合併に際して、吸収合併存続会社であるアインファーマシーズの商号、事業内容、本店所

在地、代表者の役職・氏名、資本金及び決算期について変更はありません。 

 

５．今後の見通し  

当社 100％子会社との再編であり、業績に及ぼす影響は軽微であります。 

以上 

 


