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平成 25年 7月 26日 

 

各   位 

会 社 名 東邦ホールディングス株式会社 
代表者名 代表取締役社長   濱田 矩男 
 （コード番号 8129 東証第一部） 
問合せ先 取締役ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室長 

兼 経営企画室長   加藤 勝哉 
 （ 電話  03－ 5259－ 9520） 

 

 

調剤薬局 7社の事業統合および商号変更に関するお知らせ 
 
 
 当社は、6月 24日にお知らせしました当社完全子会社である株式会社ジャパンファーマシー（以下「ジャパン

ファーマシー」）、株式会社ヨツバ（以下「ヨツバ」）、当社完全孫会社であるトモニティ株式会社（以下「トモニ

ティ」）、ファーマスクエア株式会社（以下「ファーマスクエア」）、株式会社みらい（以下「みらい」）、株式会社

ネスト（以下「ネスト」）、および株式会社ジャスファーマ（以下「ジャスファーマ」）の 7社の事業統合につき

まして、本日（平成 25年 7月 26日）開催の取締役会において、下記のとおり決議を行いましたので、お知らせ

いたします。 
本事業統合につきましては、当社の連結子会社、連結孫会社を対象とする合併であるため、開示事項および内

容を一部省略しております。 
 

記 
 
１． 合併の目的 

当社グループでは、調剤薬局事業については完全子会社のファーマクラスター株式会社を中核とした事業

運営・管理体制としております。当社完全子会社であるジャパンファーマシー、ヨツバ、完全孫会社のトモ

ニティ、ファーマスクエア、みらい、ネストおよびジャスファーマの 7社は、グループ経営資源を積極的に

活用することにより、一層の薬局機能強化とグループ企業価値の最大化を図ることができるものと判断し、

事業統合（吸収合併）を実施することといたしました。 
 
２． 合併の要旨 

(1) 合併の日程 
平成 25年 7月 26日    合併契約締結 

平成 25年 8月 1日   存続会社の商号変更（予定） 

平成 25年 10月中旬   臨時株主総会（予定） 

平成 25年 11月 1日   合併期日（予定） 

 
(2) 合併方式 

 トモニティを存続会社とする吸収合併で、ジャパンファーマシー、ヨツバ、ファーマスクエア、みらい、

ネストおよびジャスファーマは解散します。 
 

(3) 合併に係る割り当ての内容 
トモニティは、合併による新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金の支払は有りません。 

 
(4) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

 ジャパンファーマシー、ヨツバ、ファーマスクエア、みらい、ネストおよびジャスファーマは、新株予

約権および新株予約権付社債を発行しておりません。 
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３． 合併当事会社の概要 
(1)  商号 トモニティ株式会社 ファーマスクエア株式会社 
(2)  事業内容 調剤薬局事業 調剤薬局事業 
(3)  設立年月日 平成 5年 7月 7日 平成 1年 7月 1日 
(4)  本店所在地 東京都中央区日本橋本町 4-4-2 東京都中央区日本橋本町 4-4-2 
(5)  代表者 佃 敏之 吉本勝廣 
(6)  資本金 5,000万円 5,000万円 
(7)  発行済株式総数 400,000株 100,000株 
(8)  決算期 3月 31日 3月 31日 
(9)  大株主および持株比率 ファーマクラスター㈱  100％ ファーマクラスター㈱  100％ 

 
(1)  商号 株式会社みらい 株式会社ネスト 
(2)  事業内容 調剤薬局事業 調剤薬局事業 
(3)  設立年月日 昭和 56年 3月 31日 平成 22年 4月 30日 
(4)  本店所在地 新潟県新潟市西区平島 3-5-13 宮城県仙台市青葉区木町通 1-3-7 
(5)  代表者 栗田武士 本橋正夫 
(6)  資本金 3,600万円 5,000万円 
(7)  発行済株式総数 900株 1,000株 
(8)  決算期 3月 31日 3月 31日 
(9)  大株主および持株比率 ファーマクラスター㈱  100％ ファーマクラスター㈱  100％ 

 
(1)  商号 株式会社ジャスファーマ 
(2)  事業内容 調剤薬局事業 
(3)  設立年月日 平成 1年 11月 13日 
(4)  本店所在地 茨城県水戸市石川 3-4139-11 
(5)  代表者 木村貞男 
(6)  資本金 1,000万円 
(7)  発行済株式総数 10,000株 
(8)  決算期 3月 31日 
(9)  大株主および持株比率 ファーマクラスター㈱  100％ 

 
(1)  商号 株式会社ジャパンファーマシー 株式会社ヨツバ 
(2)  事業内容 調剤薬局事業 調剤薬局事業 
(3)  設立年月日 平成 4年 5月 13日 平成 8年 9月 11日 
(4)  本店所在地 東京都中央区日本橋本石町 4-5-12 東京都千代田区平河町 1-4-15 
(5)  代表者 神野和官 田中三郎 
(6)  資本金 5,000万円 4,480万円 
(7)  発行済株式総数 1,000株 896株 
(8)  決算期 3月 31日 3月 31日 
(9)  大株主および持株比率 東邦ホールディングス㈱  100％ 東邦ホールディングス㈱ 100％ 
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４． 合併後の状況 
(1)  商号 株式会社ファーマみらい 
(2)  事業内容 調剤薬局事業 
(3)  設立年月日 平成 5年 7月 7日 
(4)  本店所在地 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 
(5)  代表者 代表取締役社長 佃 敏之 
(6)  資本金 5,000万円 
(7)  発行済株式総数 400,000株 
(8)  決算期 3月 31日 
(9)  大株主および持株比率 ファーマクラスター㈱  100％ 

  ※トモニティは平成 25年 8月 1日付で商号および本店所在地を変更いたします。 
 
５． 今後の見通し 

 本合併は、いずれも当社の完全子会社、完全孫会社であるグループ内事業再編のため、平成 26年 3月期

の連結業績に与える影響は軽微であると思われます。 
 

以 上 
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＜ご参考＞ 

株式会社ファーマみらいの新体制（平成 25年 8月 1日付） 

(1) 取締役 

氏  名 新 職 現 職 

佃 敏之 代表取締役社長 
トモニティ㈱ 

代表取締役社長 

吉本 勝廣 専務取締役 
ファーマスクエア㈱ 

代表取締役社長 

栗田 武士 専務取締役 ㈱みらい 

代表取締役 

藤原 眞理子 取締役 トモニティ㈱ 

取締役 

小林 壮治郎 取締役 ファーマスクエア㈱ 

取締役 管理本部長 

小島 孝一 取締役 トモニティ㈱ 

取締役 医療安全支援部長 

※上記のうち、株式会社ファーマみらい以外に職務が有るものは兼務となります。  

 

(2) 執行役員 

氏  名 新 職 現 職 

田中 三郎 執行役員 
㈱ヨツバ 

代表取締役社長 

丸山 美佐子 執行役員 トモニティ㈱ 

執行役員 総務部長 

成川 光弘 執行役員 ㈱ネスト 

取締役副社長 

本橋 正夫 執行役員 ㈱ネスト 

代表取締役社長 

高橋 一之 執行役員 トモニティ㈱ 

取締役 薬局支援部長 

清原 陽子 執行役員 ファーマスクエア㈱ 

取締役 経理・財務部長 

清治 博雄 執行役員 ㈱みらい 

取締役 監査室長 

加茂 薫 執行役員 トモニティ㈱ 

取締役 店舗管理部長 

神野 和官 執行役員 ㈱ジャパンファーマシー 

代表取締役 

下田 英輔 執行役員 ファーマスクエア㈱ 

執行役員 薬局統轄本部 企画推進部長 

※上記のうち、株式会社ファーマみらい以外に職務が有るものは兼務となります。 

以 上 


