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2019年 11月 18日 

各 位 

会 社 名 日 本 調 剤 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 三津原 庸介 

（コード番号 3341     東証第 1部） 

問合せ先 取締役財務部長 小 城 和 紀 

（TEL．03-6810-0800） 

 

株式会社薬栄、株式会社新栄メディカル及び有限会社センチュリーオブジャスティスの 

株式取得（子会社化）に関するお知らせ 

 
 

当社は、2019年11月18日開催の取締役会において、株式会社薬栄（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：

鎮目 静夫）、株式会社新栄メディカル（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：鎮目 静夫）及び有限

会社センチュリーオブジャスティス（本社：東京都渋谷区、取締役：徳永 英久）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、医薬品業界のみならず、医療界、そして日本の社会にとって必要不可欠な“総合ヘルス

ケアカンパニー”を目指し、自力出店とＭ＆Ａ、門前型薬局とハイブリッド型薬局などバランス感のある出

店戦略を積極的に推し進めることにより事業拡大を図っております。また、「患者のための薬局ビジョン」

の実現に向けて「かかりつけ薬剤師・薬局」の機能強化による良質な医療サービスの提供を実現すべく、薬

剤師の人材戦略を整備・構築し、取り組みを強化しております。 

今般、子会社化を決定いたしました株式会社薬栄及び株式会社新栄メディカル及び有限会社センチュリー

オブジャスティスは、東京都を中心に千葉県、埼玉県、神奈川県の 1都 3県に調剤薬局 19店舗を展開し、   

患者さま目線のサービス提供に創業来取り組んでおり、様々な点で当社の事業方針と共通しております。 

3社を当社グループに迎えることにより、さらなる店舗網の拡充を図るとともに、患者さまサービスや事

業ノウハウの融合などにより、経営基盤を一層強化し、業界再編を勝ち抜き、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) 株式会社薬栄 

(1) 商号 株式会社薬栄 

(2) 所在地 東京都新宿区西新宿三丁目 3番 23号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 鎮目 静夫 

(4) 事業内容 保険調剤薬局の経営 
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(5) 資本金 55,000千円 

(6) 設立年月日 1983年 11月 17日 

(7) 大株主及び持株比率 株式会社新栄メディカル（50.2％）、その他個人 3名（49.8％） 

(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、特筆すべき取引関係はありません。 

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、特筆すべき人的関係はありません。 

(9) 当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2017年 3月期 2018年 3月期 2019年 3月期 

純資産 1,647百万円 1,794百万円 1,910百万円 

総資産 3,255百万円 3,238百万円 3,205百万円 

1株当たり純資産 1,548.44千円 1,686.50千円 1,795.19千円 

売上高 6,297百万円 6,181百万円 5,651百万円 

営業利益 214百万円 199百万円 97百万円 

経常利益 220百万円 223百万円 188百万円 

当期純利益 136百万円 146百万円 115百万円 

1株当たり当期純利益 128.70千円 138.08千円 108.69千円 

1株当たり配当金 0円 0円 0円 

 

(2) 株式会社新栄メディカル 

(1) 商号 株式会社新栄メディカル 

(2) 所在地 東京都武蔵野市吉祥寺北町一丁目 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 鎮目 静夫 

(4) 事業内容 医薬品の販売 

(5) 資本金 3,000千円 

(6) 設立年月日 1986年 1月 28日 

(7) 大株主及び持株比率 個人 1名（10.1％）、自己名義株式（89.9％） 

(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、特筆すべき取引関係はありません。 
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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、特筆すべき人的関係はありません。 

(9) 当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2017年 6月期 2018年 6月期 2019年 6月期 

純資産 37百万円 36百万円 36百万円 

総資産 295百万円 282百万円 146百万円 

1株当たり純資産 12.13千円 12.07千円 12.02千円 

売上高 0百万円 0百万円 0百万円 

営業利益又は営業損失（△） △0百万円 △0百万円 △0百万円 

経常利益又は経常損失（△） △0百万円 △0百万円 △0百万円 

当期純利益又は当期純損失（△） 25百万円 △0百万円 △0百万円 

1 株当たり当期純利益又は

1株当たり当期純損失（△） 
8.40千円 △0.06千円 △0.04千円 

1株当たり配当金 0円 0円 0円 

 

(3) 有限会社センチュリーオブジャスティス 

(1) 商号 有限会社センチュリーオブジャスティス 

(2) 所在地 東京都渋谷区代々木二丁目 

(3) 代表者の役職・氏名 取締役 徳永 英久 

(4) 事業内容 医薬品の販売 

(5) 資本金 3,000千円 

(6) 設立年月日 1988年 12月 26日 

(7) 大株主及び持株比率 個人 1名（100.0％） 

(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、特筆すべき取引関係はありません。 

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、特筆すべき人的関係はありません。 

(9) 当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2017年 3月期 2018年 3月期 2019年 3月期 

純資産 102百万円 112百万円 123百万円 

総資産 165百万円 173百万円 194百万円 

1株当たり純資産 342.98千円 374.70千円 412.23千円 



 

 

 

4 

 

売上高 248百万円 251百万円 266百万円 

営業利益 19百万円 12百万円 16百万円 

経常利益 19百万円 12百万円 16百万円 

当期純利益 13百万円 9百万円 11百万円 

1株当たり当期純利益 44.41千円 31.72千円 37.52千円 

1株当たり配当金 0円 0円 0円 

 

3. 株式取得の相手先の概要 

(1) 株式会社薬栄 

(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（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。 

（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) 株式会社新栄メディカル 

(1) 氏名 個人 1名 

(2) 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。 

（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。 

（注）同社は 2,750株（持株比率 89.9％）の自己名義株式を保有しております。 

 

(3) 有限会社センチュリーオブジャスティス 

(1) 氏名 個人 1名 

(2) 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。 

（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。 
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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) 株式会社薬栄 

(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：0.0％） 

(2) 取得株式数 
530株 

（議決権の数：530個） 

(3) 異動後の所有株式数 

530株 

（議決権の数：530個） 

（議決権所有割合：49.8％） 

（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。 

（注）当社は上記株式の取得と同時に同社株式 534株（議決権割合 50.2％）を所有する株式会社新栄メディ

カルを子会社化する予定であります。 

 

(2) 株式会社新栄メディカル 

(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：0.0％） 

(2) 取得株式数 
310株 

（議決権の数：310個） 

(3) 異動後の所有株式数 

310株 

（議決権の数：310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。 

（注）同社は 2,750株（持株比率 89.9％）の自己名義株式を保有しております。 

 

(3) 有限会社センチュリーオブジャスティス 

(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：0.0％） 

(2) 取得株式数 
300株 

（議決権の数：300個） 

(3) 異動後の所有株式数 

300株 

（議決権の数：300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。 
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5. 日程 

(1) 取締役会決議日 2019年 11月 18日 

(2) 株式譲渡契約締結日 2019年 11月 18日 

(3) 株式譲渡実行日 2019年 12月 25日（予定） 

 

6. 今後の見通し 

本件が 2020年 3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 


