
 
 
 

平成 19 年 2月 2 日 

各 位 

 住 所 三重県津市藤方 501 番地の 62 

 会 社 名 株式会社メディカル一光 

 代表者役職氏名 代 表 取 締 役 社 長 南 野 利 久 

  （コード番号：３３５３）

 
代表取締役専務取締役 

(管理本部長兼経理財務部長) 
西 井 文 平 

 

問い合わせ先

 
ＴＥＬ ０５９－２２６－１１９３ (代表) 

 

会社分割に関するお知らせ 

 
 
 当社は、平成 19 年 2 月 2 日開催の当社取締役会において、平成 19 年 3 月 1 日を分割期

日として、当社の不動産事業部門のうち、一部の不動産賃貸事業を会社分割（簡易分割）

により、株式会社ヘルスケア一光(当社 100%子会社)に承継することを決議いたしましたの

でお知らせいたします。 

 
 

記 
 
 
1. 会社分割の目的 

当社グループは、医療分野に特化した事業展開を行っており、調剤事業をコア事業と

して医薬品卸事業、不動産事業の 3事業に加えて、新規事業として医療モール事業と介

護事業を推進しております。 

新規事業を推進していくため、平成 17 年 10 月に株式会社ヘルスケア一光を全額出資

の子会社として設立し、平成18年 11月、三重県津市に医療モールを開業するとともに、

介護事業として、有料老人ホームの開設に向けての準備を進めております。 

今後、さらに株式会社ヘルスケア一光の事業を加速させることを目的として、当社の

医療・介護に関する不動産事業を分割し、株式会社ヘルスケア一光に承継することとい

たしました。 

当社グループの事業を再編成することにより、独立採算の意識を高め、さらなる経営

の効率化、責任体制の明確化を図ってまいります。 
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2. 会社分割の要旨 

(１)  分割の日程 
分割契約承認取締役会     平成 19 年 2 月 2日(金) 

分割契約書締結        平成 19 年 2 月 2日(金) 

分割の予定日(効力発生日)   平成 19 年 3 月 1日(木)（予定） 

(注)本分割は簡易分割であり、会社法第 784 条第 1項及び第 3項の規定に基づき

株主総会の承認を得ることなく行います。 

 
(２)  分割方式 

株式会社メディカル一光を分割会社とし、既存の 100％子会社である株式会社ヘ

ルスケア一光を承継会社とする簡易の分社型吸収分割です。 

 
(３)  割当株式数 

承継会社である株式会社ヘルスケア一光は本件分割に際して普通株式1,200株を

発行し、その全てを当社に割当交付いたします。 

 
(４)  分割により減少する資本金の額等 

分割により減少する資本金等はありません。 
 

(５)  分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 
該当事項はありません。 
 

(６)  承継会社が承継する権利義務 
承継会社は、当社から移転された営業に係わる一切の権利義務を承継いたします。 
債務の承継については当社の承継会社が承継する全ての債務につき連帯して保

証します。 
 

(７)  債務履行の見込み 
   本分割において当社および承継会社が負担すべき債務については、履行の見込

みに問題はないと判断しております。 
 

3. 分割当事会社の概要                    平成18年２月28日現在 
(1) 商号 

 

株式会社メディカル一光 

（分割会社） 

株式会社ヘルスケア一光 

（承継会社） 

(2) 主な事業内容 調剤薬局の経営 有料老人ホームの経営等 

(3) 設立年月日 昭和 60 年 4 月 17 日 平成 17 年 10 月 25 日 

(4) 本店所在地 三重県津市藤方 501 番地の 62 三重県津市藤方 501番地の 62

(5) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 南野 利久 代表取締役社長 南野 利久

(6) 資本金の額 737 百万円 30 百万円 

(7) 発行済株式総数 8,975 株 600 株 

(8) 純資産 2,145 百万円(連結) 29 百万円 
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(9) 総資産 6,722 百万円(連結) 29 百万円 

(10) 事業年度の末日 2 月末日 2 月末日 

(11) 大株主及び持株比率 イオン株式会社     25.06％ 

株式会社リオ      10.81％ 

南野利久         10.09％ 

菊川東           4.45％ 

沢井製薬株式会社      3.72％ 

従業員持株会        3.52％ 

株式会社山陰合同銀行   2.78％ 

株式会社メディカル一光 100％ 

 
最近 3 年間の業績 
 株式会社メディカル一光  (連結) 

（分割会社） 

株式会社ヘルスケ

ア一光(承継会社)

事業年度の末日 平成16年 2月 平成17年 2月 平成18年 2月 平成 18 年 2 月

売上高（百万円） 7,709 9,270 10,557 1

営業利益（百万円） 336 401 417 △1

経常利益（百万円） 279 308 366 △1

当期純利益（百万円） 129 166 176 △1

1 株当たり当期純利益（円） 16,183.82 20,182.62 19,698.39 －

1 株当たり配当金（円） 3,000 3,600 3,600 －

1 株当たり株主資本（円） 205,641.40 224,544.39 239,018.69 －

注）株式会社ヘルスケア一光は平成 17 年 10 月 25 日設立のため、1年分を記載しております。 

 
4. 分割する事業部門の概要 

（１）分割する部門の事業内容 
    病院施設の不動産賃貸を含む医療・介護に関係する不動産賃貸事業他 

  （２）分割する部門の経営成績 
 分割事業（a） 平成 18 年 2 月期実績(b) 比率(a/b) 
売上高（百万円） 117 10,557 1.1% 

営業利益（百万円） 53 417 12.7% 

経常利益（百万円） 43 366 11.7% 

 

（３）分割する資産、負債の項目及び金額（平成 18 年 11 月 30 日現在） 
資産 負債 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産 37 百万円 流動負債 －百万円

固定資産 786 百万円 固定負債 763 百万円

合計 823 百万円 合計 763 百万円
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5. 吸収分割承継会社の状況 
 

(1)商号 株式会社ヘルスケア一光 

(2)主な事業内容 有料老人ホームの経営、メディカルモール事業、不動産賃貸他

(3)本店所在地 三重県津市藤方 501 番地の 62 

(4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 南野 利久 

(5)資本金の額 30 百万円 

(6)事業年度の末日 2 月末 

 
6. 会社分割後のＪＡＳＤＡＱ上場会社の状況 
 

(1)商号 株式会社メディカル一光 

(2)主な事業内容 調剤事業、医薬品卸事業、不動産事業、 

介護施設・医療モール事業 

(3)本店所在地 三重県津市藤方 501 番地の 62 

(4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 南野 利久 

(5)資本金の額 737 百万円（分割による減少はありません） 

(6)事業年度の末日 2 月末 

 
7. 会計処理の概要 
       当分割は完全支配関係にある親子間での適格分割であり、企業結合会計基準におけ 
   る共通支配下の取引に該当します。本分割により「のれん」は発生しません。また、 
   承継会社においても当社における当該資産及び負債の適正な帳簿価格で計上されま  
   す。 
 
8. 分割による業績への影響・見通し 
    承継会社は当社の 100％子会社であり、本件分割が当社の連結業績に与える影響は

なく、当社の単体業績に与える影響は軽微である見込みです。 

 

以 上 


