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平成 24 年 10 月 15 日 

各   位 

会 社 名 ク オ ー ル 株 式 会 社 
代 表 者 名 代表取締役社長    中村   勝 
（コード番号 3034  東証第二部） 
問い合わせ先 取締役管理本部長    福滿 清伸 
Ｔ Ｅ Ｌ 03-6430-9060 

  

 

アポプラスステーション株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

当社は、平成 24 年 10 月 15 日開催の取締役会において、アポプラスステーション株式会社（以下、

「アポプラスステーション」という。）の株式を取得し、子会社化することについて決議しましたの

で、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 株式取得の理由 

 

当社は、平成４年の設立以来、患者さまに“選ばれる薬局”を念頭に調剤薬局の経営を主力事業

として展開してまいりました。加えて、平成 15 年以降は、調剤事業を主力事業としつつ、治験関連

事業、人材派遣・紹介事業、医療・医薬情報資材制作関連事業など非調剤事業にも参入し、医療関

連市場における事業領域の拡大を図ってまいりました。 

一方、アポプラスステーションは、平成５年の創業以来、薬剤師・看護師・保健師等医療関連人

材紹介・派遣事業を展開し、平成 10 年には国内企業としては初めてＣＳＯ事業（注）に参入、現在

においてはＣＳＯ事業を同社の主力事業領域として成長発展しており、業界トップクラスの地位を

確立しております。 

本件株式取得は、アポプラスステーションと当社グループの医療関連人材紹介・派遣事業に関す

るノウハウを共有すること、また同社の業界内の確固たる地位を最大限に活用することで、人材紹

介・派遣事業の飛躍的発展につなげることを目的としております。それにより、当社グループは、

成長分野であるＣＳＯ市場へ本格参入することとなり、非調剤事業の成長拡大に寄与するものと確

信しております。 

今後当社グループは、中期経営計画（平成 24 年３月５日付公表）にもありますように、主力であ

る調剤事業に加え、非調剤事業の再構築及び収益力の増強を図ります。本件株式取得を契機にアポ

プラスステーションとの事業シナジーを最大限に発揮しつつ、さらなる事業発展に取り組んでまい

ります。それにより、グループ総力を挙げた総合的な医療サービスを提供する企業として発展し、

社会に貢献してまいります。 

（注）ＣＳＯ事業：Contract Sales Organization の略（ＭＲの派遣を中心とした医薬品の営業及

びマーケティングの受託事業） 

 

2. 異動する子会社の概要 

(1) 商号 アポプラスステーション株式会社 

(2) 所在地 東京都千代田区富士見二丁目７番２号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 尾崎 健久 

(4) 事業内容 医療・医薬専門職業紹介、派遣事業 

薬局事業 
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(5) 資本金 4 億 3,800 万円（平成 24 年３月末現在） 

(6) 設立年月日 平成 22 年７月９日 

(7) 大株主及び持株比率 J-STAR 一号投資事業有限責任組合  

日比野 恒子     

PACIFIC MINATO. L.P. 

59.5％ 

20.7％ 

19.8％ 

(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

社と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

社と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、派遣社員の募集に関する

取引実績がございますが、取引件数及び取引金額につ

いては僅少であります。 

(9) 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 株式取得の相手先の概要 

(1) 名称 J-STAR 一号投資事業有限責任組合 

(2) 所在地 東京都千代田区有楽町一丁目 12 番１号 新有楽町ビル２階 

(3) 組成日 平成 18 年３月 15 日 

(4) 出資の総額 85 億円 

(5) 業務執行組合員の概要 J-STAR 株式会社 

上場会社と当該ファ

ンドとの間の関係 

当社並びに当社の関係者及び関係会社から当

該ファンドへは直接・間接問わず出資はあり

ません。また、当社並びに当社の関係者及び

関係会社と当該ファンドの出資者（現出資者

を含む。）との間に特筆すべき資本関係・人的

関係・取引関係はありません。 

(6) 上場会社と当該ファン

ドとの間の関係 

上場会社と業務執行

組合員との間の関係 

当社と当該ファンドの業務執行組合員との間

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、当社並びに当社の

関係者及び関係会社と当該ファンドの業務執

行組合員並びに当該ファンドの業務執行組合

員の関係者及び関係会社との間には、特筆す

べき資本関係・人的関係・取引関係はありま

 平成 22 年３月期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 

売 上 高 5,520 百万円 5,235 百万円 5,249 百万円 

売 上 総 利 益 2,001 百万円 1,901 百万円 1,933 百万円 

営 業 利 益 574 百万円 293 百万円 154 百万円 

経 常 利 益 569 百万円 278 百万円 153 百万円 

当 期 利 益 323 百万円 106 百万円 7 百万円 

総 資 産 1,712 百万円 1,543 百万円 2,371 百万円 

株 主 資 本 1,023 百万円 1,073 百万円 846 百万円 
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せん。 

上場会社と国内代理

人との間の関係 

当社と当該国内代理人との間には、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、当社並びに当社の関係者及び関係

会社と当該国内代理人並びに当該国内代理人

の関係者及び関係会社との間には、特筆すべ

き資本関係・人的関係・取引関係はありませ

ん。 

 

(1) 氏名 日比野 恒子（アポプラスステーション取締役会長） 

(2) 住所 東京都文京区 

(3) 上場会社と当該個人の

関係 

当社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数所有

している会社等並びにその子会社を含む。）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並びに当該個人の関係者及び関係会社の間に

は、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

 

(1) 名称 PACIFIC MINATO.L.P. 

(2) 所在地 Clifton House, 75 Fort Street GT, Grand Cayman KY1-1108, Cayman 

Islands 

(3) 出資の総額 35 億円 

(4) 業務執行組合員の概要 Pacific fund management Ltd. 

上場会社と当該ファ

ンドとの間の関係 

当社並びに当社の関係者及び関係会社から当

該ファンドへは直接・間接問わず出資はあり

ません。また、当社並びに当社の関係者及び

関係会社と当該ファンドの出資者（現出資者

を含む。）との間に特筆すべき資本関係・人的

関係・取引関係はありません。 

上場会社と業務執行

組合員との間の関係 

当社と当該ファンドの業務執行組合員との間

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、当社並びに当社の

関係者及び関係会社と当該ファンドの業務執

行組合員並びに当該ファンドの業務執行組合

員の関係者及び関係会社との間には、特筆す

べき資本関係・人的関係・取引関係はありま

せん。 

(5) 上場会社と当該ファン

ドとの間の関係 

上場会社と国内代理

人との間の関係 

当社と当該国内代理人との間には、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、当社並びに当社の関係者及び関係

会社と当該国内代理人並びに当該国内代理人

の関係者及び関係会社との間には、特筆すべ

き資本関係・人的関係・取引関係はありませ

ん。 
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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) 異動前の所有株式数 ―株 

(2) 取得株式数 ①普通株式：16,400 株（議決権の数：16,400 個） 

②Ａ種株式（種類株式）：720 株 

（発行済株式数に対する割合：100.00％） 

③新株予約権：864 個 

（潜在株式数に対する割合：100.00％） 

(3) 取得価額（注） ①アポプラスステーションの普通株式    2,788 百万円 

②アポプラスステーションのＡ種株式     208 百万円 

③アポプラスステーションの新株予約権     103 百万円 

④アドバイザリー費用等（概算額）      135 百万円 

合計（概算額）              3,235 百万円 

(4) 異動後の所有株式数 ①普通株式：16,400 株（議決権の数：16,400 個） 

②Ａ種株式（種類株式）：720 株 

（発行済株式数に対する割合：100.00％） 

③新株予約権：864 個 

（潜在株式数に対する割合：100.00％） 

（注）当社及び取得相手先の利害関係者ではない会計事務所によって算定された価格に基づき決定

しております。 

 

5. 日程 

 

6. 今後の見通し 

本件による平成 25 年３月期の当社連結業績に与える影響については、現在精査中であり、今後、

業績見通しに開示すべき重要な影響があることが判明した場合には、速やかに開示いたします。 

 

以 上 

取 締 役 会 決 議 平成 24 年 10 月 15 日 

株 券 引 渡 期 日 平成 24 年 10 月 31 日（予定） 


