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当社ホームページのご紹介

　当社では、IR専用のホームページを設けて、決算情報等のIR関連の情報をタイムリーに配信しております。
また、株主・投資家の皆さま専用のお問い合わせフォームもございますので、お気軽にご利用ください。

● IRカレンダー

トップページのアドレスはこちらです。

スマートフォンからもアクセスできます。
QRコード読み取り機能のついたスマートフォンまたは携帯電話をお使いの方は、
右のQRコードからホームページにアクセスできます。
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2020年3月期

連結営業利益

129億円※

2020年3月期

連結売上高

2,867億円※

日本調剤グループの事業展開ごあいさつ

三津原 庸介
代表取締役社長

初めに、今回2020年3月期の株主通信をお届けするにあたり、

新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹ん

でお悔やみ申し上げますとともに、罹患されました方々に心よりお

見舞い申し上げます。また、罹患された方々の一日も早いご回復と、

感染の早期収束を心よりお祈り申し上げます。

2019年6月に前社長より経営のバトンを引き継いで1年、「真の

医薬分業の実現」という経営理念を継承しつつ、新たに着手でき

る部分から、着実に、そしてそれぞれを“深掘り”し、且つスピード

感を持って進めてまいりました。

消費税率の引き上げに伴う薬価改定や新型コロナウイルス感染

症による影響はありましたが、前期比増収増益の決算を実現し、

大きな手応えをつかむことができました。様々な局面でバランスを

重視した施策を実施した成果であると捉えています。

私たち日本調剤グループは、超高齢社会の進展に伴い調剤薬

局のあり方が大きく変化する中において、既存の枠組みに捉われ

ない柔軟な発想をもって、患者さまへ良質な医療サービスを提供

するために、グループの総力を結集して新しい事業モデルの創出

に全力で注力してまいります。

株主の皆さまにおかれましては、引き続き格別のご高配を賜り

ますとともに、どうぞこれからの展開にご期待ください。
6つの事業でお客様をサポート
● 医薬情報サービス
● 広告媒体サービス
● 調査・研究サービス
● データヘルス支援サービス
● コンサルティングサービス
● フォーミュラリー普及啓発

売上高� 2,310�億円
営業利益� 97�億円
薬局店舗数� 650�店舗

売上高� 430�億円
営業利益� 13�億円
販売品目数� 681�品目 信頼性

売上高� 127�億円
営業利益� 18�億円

医薬品
製造販売事業

15.0%
医薬品
製造販売事業

10.1%

医療従事者
派遣・紹介事業

4.5%
医療従事者
派遣・紹介事業

14.3%

医療従事者派遣・紹介事業医薬品製造販売事業

日本調剤株式会社
その他調剤子会社 株式会社日本医薬総合研究所 日本ジェネリック株式会社

長生堂製薬株式会社 株式会社メディカルリソース

調剤薬局事業 情報提供・コンサルティング事業

調剤薬局事業

80.5%

調剤薬局事業

75.6%

調剤薬局の
リーディングカンパニー

高付加価値情報・
サービスの提供

フルライン
ジェネリックメーカー

医療分野に特化した
人材サービスカンパニー

1816018(02
)

※情報提供・コンサルティング事業の業績については連結決算上、調剤薬局事業セグメントに含めております。
　各数値は、単位未満を切り捨てしております。

※ 連結売上高、連結営業利益は、３つの事業セグメントの合算数値です。調整額を控除しておりません。
　比率については、単位未満を四捨五入しております。

（物販店舗1店舗を含む）
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特集

株 主 制 度 を導入しました ！

当社オンラインストアで利用可能な優待券を贈呈いたします。

対象となる株主さま

株主優待の内容

ご
利
用
簡
単
３
ス
テ
ッ
プ

株主の皆さまの日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式の投資魅力
を高め、より多くの皆さまに当社事業に対するご理解を深めていただき、中
長期的に当社株式を保有していただくことを目的として、株主優待制度を導
入いたしました。2020年3月31日現在の、当社株主名簿に記載または記録
された当社株式100株（1単元）以上を保有されている株主さまを対象として
開始いたします。

2019年7月にオープンした「日本調剤オンラインストア」は、薬剤師・管理
栄養士といった調剤薬局に在籍するプロが厳選する高機能・高品質な商品を
取り揃えた、ヘルスケアを総合的にサポートする通販サイトです。

医薬品や医療機器をはじめ、コスメ商品、健康食品、癒し用品、衛生用品
など、ヘルスケアに特化した約2,000点の商品を取り扱い、オンラインストア
限定のオリジナル商品も販売しています。

商品の受け取り方法は、ご自宅または日本調剤の店舗をお選びいただけ
ます。また、毎日使い続けたい健康食品・サプリメントは、毎月ご希望日に
お得なお値段でお届けする「定期便」サービスもご用意しています。

皆さまからのご利用をお待ちしております ！！

毎年3月31日現在の当社株主名簿
に記載または記録された当社株式
100株（1単元）以上を保有されてい
る株主さまを対象といたします。

当社オンラインストアで
商品を選ぶ

購入手続きを
進める

下の画面が出たら優待券に記載されている
日本調剤オンラインストア専用お買い物用
クーポンコードを入力する

日本調剤オンラインストアのご紹介

※ 上記優待内容は2020年3月31日現在の当社株主名簿に記載または記録
された当社株式100株以上（1単元）以上を保有されている株主さまを対
象として2020年4月1日に開始した優待内容です。優待内容につきまし
ては今後の様々な情勢等により変更となる場合がありますことを、予め
ご了承いただきますよう、何卒ご理解のほど宜しくお願いいたします。

※株主ご優待券は、3,000円以上のお買い物でご利用いただけます。

● 当社オンラインストア（URL:https://store.nicho.co.jp/）にて
商品を購入する際の優待券を、保有株式数に応じて右記のとお
り贈呈いたします。

● 「100株以上500株未満」「500株以上」保有の株主さまは、毎
年3月31日時点の株主名簿に記載または記録されている保有
株式数をもとに判定いたします。

● 優待券は当社オンラインストアで商品を購入する場合にのみご
利用いただけます。

● 毎年6月開催の当社定時株主総会終了後に株主の皆さまにお
送りいたします「決議通知」に同封することを予定しております。

保有株式数 優待内容

100株以上
500株未満

当社オンラインストア優待券
  3,000円分（3,000円分の優待券1枚）

500株以上
当社オンラインストア優待券

15,000円分（3,000円分の優待券5枚）

STEP�1 STEP�2 STEP�3

カートに入れる

「日本調剤オンラインストア」　https://store.nicho.co.jp/
※初めてのご利用の際は会員登録が必要です。

日本調剤オンラインストアの特長

薬と食のプロが厳選した
高機能＆高品質な
商品ラインアップ1

2 オンラインストア限定 ！
素材の“質”にこだわった
オリジナル商品

3 選べる ！
ご自宅 or 店舗受け取り

4 買い忘れ防止に ！
お得な「定期便」も
ございます

5
電子お薬手帳

「お薬手帳プラス」と連携 ！
薬との飲み合わせ
チェックも可能です

有機
ごぼう茶

有機
ルイボスティー

有機7種の
ブレンド茶

日本調剤の青汁 日本調剤の赤汁

素材の質にこだわった
オンライン限定のオリジナル商品�

優待



「健康サポート薬局」に適合

11月 11月 1月 1月 2月

都市部で全国初となる
遠隔服薬指導を実施��
P.7参照

12月
キルギス共和国の保険省事務次官や
最大手薬局経営者らが
日本調剤三田薬局を視察訪問

12月
日本ジェネリックが、
ジェネリック医薬品14品目を
新発売�� P.10参照

12月

管理栄養士が都立南葛飾高校に
出張授業�！��～“栄養のプロ”として
高齢者の栄養について講演～

世界糖尿病デーに協賛
糖尿病の予防・治療啓発を
積極サポート

第4回日本医薬総合研究所
シンポジウムで
取り組み事例を紹介

日本調剤グループ
経営方針説明会（機関投資家・
アナリスト向け）を開催

一般用医薬品第二弾
『ロキソプロフェン錠「JG」』を
発売�� P.10参照

岩手県矢巾町と
健康増進施策事業での
包括的な連携・協力に調印

11月

糖尿病の予防・治療継続の重要性を広める
ため、2019年11月11日より、日本調剤
の全調剤薬局店舗において、「世界糖尿病
デー」の啓発ポスター掲示を行い、糖尿病の
予防・治療啓発活動を行いました。
また、毎月10日を「糖について考える日」と
して、管理栄養士を中心に「糖プロジェクト」
を運営し、糖尿病予防についての知識と理
解を深める目的で活動しています。

日本医薬総合研究所では、11月29日に、「処
方箋データが創り出すーリアルワールドエビ
デンスー」をテーマとしたシンポジウムを開催
し、製薬会社を中心に数多くの方に参加い
ただきました。当社社員による「処方箋デー
タを活用した解析事例」などを紹介しました。

三津原庸介社長が社長就任後、当社の3つ
の強み「Quality（質）」「Flexibility（柔軟性）」

「Pioneer（開拓者精神）」を高め、2030年
に向けて日本調剤ブランドを創り上げていく
決意表明を行いました。

社会福祉法人共生会 高齢者総合相談セン
ター立石の依頼を受け、2019年10月11日、
当社の管理栄養士が授業で講演し、高齢者の

「低栄養」を予防する食事のコツや食べ方の工
夫について解説を行いました。地域社会に貢
献する啓発活動へ積極的に取り組んでいます。

一般用医薬品の第二弾として、『ロキソプロ
フェン錠「JG」』を発売しました。錠剤の包装
シートには、1回1錠と用量を印字していま
す。ロキソプロフェン錠の飲み過ぎは胃へ
負担をかけるため、服用量をわかりやすく
記載しています。

超高齢社会における医療費や介護給付の
増大が全国で社会課題とされる中、健康増
進施設を中心に産学官が地域の健康増進
施策に連携する初めてのモデルケースに参
画。当社では、日本調剤岩手医大前薬局
が本事業を全面的にサポートします。

2019 10月 11月 12月 1月 2月 3月2020

日本調剤�グループニュース
2019年10月1日〜2020年3月31日

登録販売者の求人・転職支援サイト
「チアジョブ登販」がオープンし、
新たな職種の紹介を開始�� P.9参照

3月

1月 日本調剤�三鷹台薬局 1月 日本調剤�銀座泰明薬局12月 日本調剤�新町田薬局11月 日本調剤�平成薬局 2月 日本調剤�木町通薬局12月 日本調剤�浦安薬局 3月 日本調剤�葛西薬局2月 日本調剤�立石駅前薬局

65

さらに詳しいニュースリリースはこちら

▲

https://www.nicho.co.jp/corporate/newsrelease/
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⃝ 調剤薬局 ⃝ ⃝ 調剤薬局 ⃝

「小児在宅医療」への積極的な取り組み
年間約2,800回実施、
地域のニーズに応じた幅広い対応を実施

現在日本では、医療技術の進歩により周産期死亡率は大幅に低下した一方で、NICU※1等に入院した後、引
き続き医療的ケアが必要になり、在宅医療へ移行する小児の患者さまは増加傾向にあると言われています。

このような背景の中、日本調剤では積極的に小児在宅医療への対応を行っており、2018年度は75店舗で小
児患者（6歳未満）への訪問薬剤管理指導を2,691回実施いたしました。実施店舗数では、同年度の調剤薬局・ド
ラッグストア企業の中でトップ※2でした。2019年9月末時点では、2,795回（直近12ヶ月実績）となっており、引
き続き積極的に取り組みを実施しています。

小児在宅医療への取り組みを
全国へ共有
日本調剤では、多くの小児在宅医療を実施していること

から、そこで得られた知見・情報などを調査・研究し、全
国で小児在宅医療に取り組む医療関係者の方へ向けて学
術発表を実施しています。2019年11月2日に福岡県福岡
市で開催された、第29回日本医療薬学会年会のシンポジ
ウムにおいて、当社の小児在宅医療の取り組みについて
発表を行いました。本シンポジウムでは、病院薬剤師と薬
局薬剤師の双方の立場から、地域の小児在宅医療を支え
ていくための取り組みや、求められる薬薬連携の形につい
て活発な議論が行われました。 発表を行う当社在宅医療部・長谷川部長

都市部で全国初となる遠隔服薬指導を実施
国家戦略特区（千葉県千葉市）における遠隔服薬指導を、
日本調剤椿森薬局が実施

日本調剤椿森薬局では、医療法人学而会 木村病院（千葉県千葉市中央
区東本町）と連携し、国家戦略特区（千葉県千葉市）における遠隔服薬指導
を12月26日に実施しました。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした一時措置と
して、電話やテレビ電話等を用いた服薬指導を全国の当社調剤薬局で実施
しています。2020年9月以降は、オンライン診療にて受診された患者さま
は、テレビ電話等を用いたオンライン服薬指導を受けられるようになります。

遠隔服薬指導実施にあたり電子お薬手帳を活用
遠隔服薬指導では、他の病院から処方されたお薬の記録や、血圧、体重等の健康

データなどを薬剤師がまとめて把握し、適切な薬物治療を行うことができるよう、日本
調剤の電子お薬手帳「お薬手帳プラス」を活用します。各種情報は、日本調剤のクラウ
ドサーバ上に保管されるため、遠隔の患者さまであっても、薬剤師がその情報を確認
しながら適切な服薬指導を行うことができます。ぜひ、ご利用ください。

木村病院

遠隔服薬指導 日本調剤 椿森薬局

椿森薬局

インストールは
こちら▶▶▶▶▶

遠隔服薬指導 オンライン診療

連携

※1 NICU（新生児集中治療室）・・・低出生体重児や先天性ハイリスク疾患がある新生児に対応するための設備と医療スタッフを備えた集中治療室
※2 ドラッグマガジン 2019年8月号掲載「小児在宅医療実施店舗数ランキング」

患者さま

※国家戦略特区（千葉県千葉市）における遠隔服薬
指導のイメージ図
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⃝ 医薬品製造販売 ⃝

ジェネリック医薬品14品目を発売

日本ジェネリック、長生堂製薬では、12月にジェネリック医薬品14品目を新規薬価収載し、販売を開始しました。
2020年3月期は、6月に8品目を新規薬価収載しており、合計22品目の販売を開始しています。成長に向けた積
極的な研究開発投資により自社で製造承認を取得し、販売品目数を増加させています。今後もジェネリック医薬品
の普及を進めてまいります。

また、1月には一般用医薬品第二弾として『ロキソプロフェン錠「JG」』を発売しました。全国の日本調剤の店舗
または日本調剤のヘルスケア通販サイト「日本調剤オンラインストア」で購入いただけます。

12月新規薬価収載による新製品（医療用医薬品）

1月発売の一般用医薬品

⃝ 医療従事者派遣・紹介 ⃝

メディカルリソースは、2020年3月16日に登録販売者の求
人・転職支援サイト「チアジョブ登販」をオープンし、登録販売
者の紹介事業を本格化しました。登録販売者とは、一般用医
薬品販売に関わる資格であり、第2類・第3類の一般用医薬
品を販売することが可能です。登録販売者のニーズが増加し
ているドラッグストア、コンビニエンスストア、スーパー等への
紹介事業を本格化させています。

登録販売者の求人・転職支援サイト
「チアジョブ登販」をオープン

● アトモキセチン錠 5mg  「JG」 
10mg「JG」 
25mg「JG」 
40mg「JG」

● アトモキセチン内用液 0.4％「JG」

● フレカイニド酢酸塩錠 50mg  「TE」 
100mg「TE」

● ブデホル吸入粉末剤 30吸入「JG」 
60吸入「JG」

● モメタゾン点鼻液 50μg「JG」 56  噴霧用 
50μg「JG」 112噴霧用

● カペシタビン錠 300mg「JG」

● 炭酸ランタンOD錠 250mg「JG」※ 

500mg「JG」※

ブデホル吸入粉末剤
30吸入「JG」

炭酸ランタンOD錠
250mg「JG」

ブデホル吸入粉末剤
60吸入「JG」

ロキソプロフェン錠「JG」

炭酸ランタンOD錠
500mg「JG」

⃝ 調剤薬局 ⃝

皆さまが薬局を選ぶ時代になる？
薬機法改正により、薬局の看板に機能表示が可能に 研究開発投資により数多くのジェネリック医薬品を発売

登録販売者の紹介事業を本格化

2019年12月に医薬品・医療機器等
の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律（薬機法）等の一部を改正す
る法律が公布され、2021年8月から薬
局が機能別に3つに分類されることにな
ります。薬局の看板に機能が表示され
るため、皆さまのニーズに合った薬局の
ご利用が可能となります。

専門医療機関連携薬局 がんや専門的な薬物治療に医療機関と連携
して対応できる薬局

地域連携薬局 在宅医療や入退院時に医療機関と連携して
対応できる薬局

表示なし 上記に該当しない薬局

※2020年1月発売
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連結財務ハイライト
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総資産は、業容拡大に伴う売掛金の増加、調剤薬局事業に
おける積極的なＭ＆Ａへの取り組みによるのれんの増加など
により前期末比6,873百万円増加。医薬品製造販売事業にお
ける大型の設備投資がピークアウトしており長期借入金を約
62億円削減。純資産は、利益剰余金の積上げにより前期末比
5,999百万円増加。自己資本比率は純資産の増加により、前
期末比2.4%上昇し25.4%となりました。

■総資産、純資産及び自己資本比率
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2020年3月期は、中間配当25円、期末配当25円、年間配
当50円にて実施。また2020年3月31日時点で当社株式100
株（1単元）以上保有されている株主さまを対象として株主優
待制度を導入いたしました。加えて、2020年4月1日付けで普
通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。引き続
き、安定性と継続性を重視した配当、機動的な資本政策の実
施に努めてまいります。

■1株当たり配当金
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10月の消費税率引上げに伴う薬価改定の影響はあったも
のの、調剤薬局事業がグループ全体を牽引し前期比9.3%と
二桁近い増収を確保。調剤薬局事業では処方箋枚数・処方箋
単価ともに伸び前期比10.7%の増収。医薬品製造販売事業
では調剤薬局事業の業容拡大による内部売上高の増加など
により同5.9%の増収。医療従事者派遣・紹介事業は、派遣の
減少を紹介で補填しきれず同2.8%の減収となりました。

■売上高
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売上高同様に調剤薬局事業がグループ全体を牽引し、営業利
益・経常利益ともに前期比二桁増益、期初計画を達成。調剤薬局
事業では、増収による増益効果で人件費等の費用増を補填し前
期比12.4%と二桁増益を実現。医療従事者派遣・紹介事業は営業
人員・営業拠点の増加など昨年実施の先行投資の効果などにより
同25.2%と大幅な増益。医薬品製造販売事業は薬価改定による
原価率押し上げが大きく同31.0%の減益となりました。

■営業利益及び経常利益

前期比増益に伴い税金等調整前当期純利益は
増加しましたが、売上債権の増加などにより営業
活動によるキャッシュ・フロー（以下キャッシュ・フ
ローはCFと表記）は前期比379百万円と若干減
少。他方投資活動によるCFは、Ｍ＆Ａによる株式
取得などにより支出額が前期比961百万円増加。
フリーキャッシュ・フローは前期比若干減少したも
のの、100億円の水準は確保。財務活動によるCF
は有利子負債の削減を前期に引き続き進めたこ
とにより7,955百万円の支出超過となり、マイナ
ス基調を維持。今後も収益基盤を一層強化し、有
利子負債削減原資を安定的に確保することで、財
務体質の強化に注力。上記活動の結果、現金及び
現金同等物の期末残高は、前期末比2,505百万
円増加し、32,254百万円となりました。

■連結財務諸表
連結損益計算書 （単位：百万円）

2019/3 2020/3

売上高 245,687 268,520
売上原価 203,711 222,147
売上総利益 41,975 46,372
　対売上比（％） 17.1% 17.3%
販売管理費 35,242 38,779
　対売上比（％） 14.3% 14.4%
　消費税等 12,537 15,413
　研究開発費 2,764 2,991
営業利益 6,733 7,593
　対売上比（％） 2.7% 2.8%
経常利益 6,077 7,405
　対売上比（％） 2.5% 2.8%
親会社株主に帰属する当期純利益 3,790 6,697
　対売上比（％） 1.5% 2.5%
1株当たり当期純利益（円） 121.74 223.33

連結貸借対照表 （単位：百万円）

2019/3 2020/3

流動資産 80,132 87,414
固定資産 98,545 98,137
　有形固定資産 69,806 66,082
　無形固定資産 16,906 19,425
　投資その他の資産 11,833 12,628
資産合計 178,677 185,551
流動負債 69,100 70,107
固定負債 68,504 68,370
負債合計 137,604 138,478
純資産合計 41,073 47,072
自己資本 41,068 47,072
自己資本比率 23.0% 25.4%

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

2019/3 2020/3

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,572 13,192
　税金等調整前当期純利益 6,777 11,885
　減価償却費 6,304 6,316
　のれん償却額 1,487 1,581
　売上債権の増減額（△は増加） 3,485 △2,902
　たな卸資産の増減額（△は増加） △1,314 74
　仕入債務の増減額（△は減少） 342 3,486
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,770 △2,731
　有形固定資産の取得による支出 △5,303 △5,624
　事業譲渡による収入 4,093 52
　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △785 △5,057
財務活動によるキャッシュ・フロー △10,516 △7,955
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,284 2,505
現金及び現金同等物の期首残高 28,464 29,749
現金及び現金同等物の期末残高 29,749 32,254

※当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。1株当たり当期純利益につきましては、過年度に遡及して修正しております。
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353
北海道エリア

東北エリア

関東・甲信越エリア

東海エリア

関西・北陸エリア

中国・四国エリア

九州・沖縄エリア

事業年度 毎年４月1日から翌年３月31日
期末配当金
受領株主確定日 毎年３月31日

中間配当金
受領株主確定日 毎年９月30日

定時株主総会 毎年６月
株主名簿管理人
特別口座の管理機関

三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
☎ 0120-232-711（通話料無料）
郵送先 〒137-8081
 新東京郵便局私書箱第29号
 三菱UFJ信託銀行株式会社
 証券代行部

上場証券取引所 東京証券取引所　市場第一部
公告の方法 電子公告　公告掲載URL　

https://www.nicho.co.jp/
ただし、電子公告によることができない事
故、その他のやむを得ない事由が生じた
ときは、日本経済新聞に公告します。

株 主メモ ネットワーク

650 店舗

（ご注意）
1. 株主さまの住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、

原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることと
なっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせく
ださい。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできま
せんのでご注意ください。

2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、
三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別
口座の管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合わせください。なお、
三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払
いいたします。

※物販店舗の1店舗を含めております。

株式分割のお知らせ
当社は、2020年4月1日を効力発生日として普通株式1株

につき2株の株式分割を行っております。

● 株式分割の目的：株式分割を行い投資単位当たりの金額を引き
下げることにより、当社株式の流動性を高めて、投資家の皆さま
に、より投資し易い環境を整えるとともに、投資家層の拡大を図
ることを目的としております。

● 2020年4月1日現在、当社の発行可能株式総数は88,384,000
株に、また発行済株式の総数は32,048,000株にそれぞれ増加
しております。

会社データ及び株式�（2020年3月31日現在）

個人・その他
11,912,457株
74.34% 

■外国法人等 1,564,802株
 9.76% 
■金融機関 1,170,700株
 7.31% 
■ 事業会社・その他法人
 1,310,220株
 8.18% 
■証券会社 65,821株
 0.41% 

所有者別株式分布状況

株主名 持株数（株） 出資比率（％）
三津原　博 4,680,000 31.21
三津原　庸介 3,320,000 22.14
有限会社マックスプランニング 1,120,000 7.47
日本調剤　従業員持株会 452,600 3.02
三津原　陽子 400,000 2.67
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 327,200 2.18
姚　恵子 269,300 1.80
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT 
OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 210,900 1.41

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 180,700 1.21
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 161,900 1.08

（注）1. 出資比率については、自己株式1,030,417株を控除して計算しております。
2. 出資比率については、小数点３位を四捨五入しております。

（注）1. 当社所有の自己株式1,030,417株については、個人・その他に含め
ております。

2. 比率については、小数点3位を四捨五入しております。

大株主（上位10名）株式状況

発行可能株式総数 44,192,000株

発行済株式の総数 16,024,000株

株 主 数 5,917名

会社概要 役員�（2020年6月24日現在）

商 号 日本調剤株式会社

設 立 1980年3月

本社所在地 〒100-6737
東京都千代田区丸の内 一丁目9番1号
グラントウキョウノースタワー37階
03-6810-0800（代表）

資 本 金 39億5,302万円

連結売上高 2,685億円（2020年3月期）

従 業 員 数 正社員 3,750名　パート他 712名
※ パート他は8時間換算に基づく年間平均雇用

人数であります。

事 業 形 態 保険調剤薬局チェーンの経営 （注）1.  取締役の恩地 祥光、卜部 忠史、東葭 新は社外取締役であります。
2. ※は監査等委員であります。

代表取締役社長 三 津 原 庸 介

常務取締役 深 井　 克 彦

常務取締役 笠 井　 直 人

取 締 役 宮 田　 徳 昭

取 締 役 小 柳　 利 幸

取 締 役 小 城　 和 紀

取 締 役 藤 本　 佳 久

取 締 役 増 原　 慶 壮

取 締 役 恩 地　 祥 光

取 締 役 ※ 畠 山　 信 之

取 締 役 ※ 卜 部　 忠 史

取 締 役 ※ 東 葭　　 新


