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当社グループ概要
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社名 株式会社メディカル一光グループ
Medical Ikkou Group Co.,LTD.

代表者 代表取締役社長 南野 利久

設立 1985年4月17日

資本金 9億1,700万円

事業内容 調剤薬局事業、ヘルスケア事業、医薬品卸事業、不動産事業等

所在地 本 社：三重県津市西丸之内36番25号
東京支店：東京都港区六本木一丁目4-5

アークヒルズサウスタワー3階

従業員数 約2,000名（内、薬剤師約450名）※グループ全体

薬局数
施設数

調剤薬局店舗数：95店舗 ※グループ全体（2023年1月1日現在）

居住系介護施設：42施設、デイサービス：22事業所、居宅介
護支援：18事業所、小規模多機能：10事業所、福祉用具レン
タル・販売：5事業所、訪問介護：6事業所、訪問看護：3事業
所、ショートステイ：1事業所



グループ沿革

1985年 4月 株式会社メディカル一光設立。三重県に調剤薬局第一号店出店

1996年 4月 キンキ・コーポレーション（医薬品卸事業）を吸収合併

1996年 10月 病院施設の賃貸業務を譲受し、不動産事業に進出

1997年 11月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）と業務・資本提携締結

2004年 11月 JASDAQ市場に株式を上場

2005年 10月 株式会社ヘルスケア一光を設立し、ヘルスケア事業へ参入

2007年 5月 第三者割当による新株式を発行（ハウス食品株式会社～現ハウス食品グループ本社
株式会社900株、イオン株式会社300株）

2009年 5月
東邦薬品株式会社と業務提携契約締結

2013年 12月 新本社ビル竣工に伴い本店を移転（三重県津市）

2017年 1月
東京支店を開設（東京都港区六本木）

2019年 9月 持株会社体制移行に伴い株式会社メディカル一光グループに商号変更

2020年11月
株式会社ハピネライフ一光が株式会社ライフケアを子会社化

2021年 6月
株式会社ハピネライフ一光が第三者割当による新株式を発行
（イオン株式会社300株、東邦ホールディングス株式会社300株）

2022年 4月 東証スタンダード市場に移行
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調剤薬局 ㈱メディカル一光

㈱エファー 2018年3月子会社化

㈱ヘルシー薬局 2021年12月設立

ヘルスケア ㈱ハピネライフ一光 2005年10月旧㈱ヘルスケア一光設立

㈲三重高齢者福祉会 2014年3月子会社化

ウェルフェアー㈱ 2016年9月子会社化

㈱ハピネライフケア鳥取 2014年4月子会社化

㈱ライフケア 2020年11月子会社化

医薬品卸 ㈱メディカル一光

不動産･投資 ㈱メディカル一光グループ

㈱ヘルスケア・キャピタル 2012年4月設立

グループ事業系統図



調剤薬局・介護施設分布図

本 社

ハーモニーハウス津アネックス

ハーモニーハウス津

フワラー薬局栗真店フワラー薬局中央店
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フワラー薬局名張東店

フワラー薬局桑名北別所店



「調剤薬局」「ヘルスケア」「医薬品卸」の３事業のシナジー発揮

企業理念の実現に向け「調剤薬局事業」「ヘルスケア事業」
「医薬品卸事業」を融合し、患者さま・利用者さまから信頼、
ご満足いただける薬局、介護施設づくりに取り組んでいます。

事業構成と企業理念
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「安全性」を最優先した調剤
～患者さまに安全と安心を約束します

ホスピタリティの精神を実践
～医療は「高度な接遇業」と位置付け

ています

次代を担う医療人の人材育成
～医療のスペシャリストを育成します

調剤薬局事業

徹底した「患者さま第一主義」の実践
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「医食住遊」をキーワードに安心、快適な生活をサポート

当社グループは施設利用の皆さまが、
安心して生活を営む環境整備に取り組んでいます。

ヘルスケア事業
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三重県津市内で展開している医療複合施設
～総合病院をはじめ複数の医療機関に隣接する立地において、調剤薬局と
介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームをグループ一体で運営

久居センター薬局

ハーモニーハウス津

ハーモニーハウス津アネックス

介護付有料老人ホーム
住宅型有料老人ホーム

ビジネスモデル①

医療機関・調剤薬局・介護施設の協働
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介護付
有料老人ホーム

医療モール

特別養護老人ホーム

緑地

緑地
未定

未定

鉄塔

開発道路

開発道路

2022年11月
フラワー薬局桑名北別所店 開局

遠景：木曽三川～名古屋市方面

建設予定地

建設予定地

ビジネスモデル②

新たな医療複合施設建設構想（三重県桑名市）
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内科･
消化器内科

フラワー薬局
桑名北別所店



ビジネスモデル③
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居宅療養管理指導に特化した店舗への取組み

ヘルシー薬局 一宮桜店

2022年2月に居宅療養管理指導に特化
した店舗を開局
～（株）ヘルシー薬局 一宮桜店

順調に需要拡大中。既存店舗においても
当社グループの介護施設との連携に注力

患者さま

薬局

介護

施設

病院

医院

名称 株式会社ヘルシー薬局

店舗所在地 愛知県一宮市桜2丁目10番31号

代表者の役職・氏名 代表取締役社長　安達佳之

資本金 10百万円

設立年月日 2021年12月13日

大株主及び持株比率
株式会社メディカル一光

ファーマクラスター株式会社*

50％

50％

*東邦ホールディングス株式会社100%出資連結子会社



設立より2020年2月期迄34期連続増収

コロナ禍で一時的に減収となるも

2023年2月期は2期連続増収見込

成長性（売上高推移）

設立以来 持続的な成長を維持
目標 2024年2月期

売上高 350億円
経常利益15億円
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財務体質

健全な財務体質
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純資産は一貫して増加

自己資本比率は40％台に迫る水準へ



1997年 業務・資本提携を締結

2007年 第三者割当による新株式発行（300株）

2021年 株式会社ハピネライフ一光における第三者割当増資を実施（300株）

アライアンス

イオン株式会社
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ハウス食品グループ本社株式会社

2007年 第三者割当による新株式発行（900株）

2009年 東邦薬品株式会社と業務提携契約を締結

2021年 株式会社ハピネライフ一光おける第三者割当増資を実施（300株）

東邦ホールディングス株式会社



23.2期の普通株式１株当たり配当金は、従前予定通り40円
（中間20円、期末20円）を予想。
引き続き、中長期的な配当性向は20％を目安に検討していく方針。

配当政策
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20.2期

実績

21.2期

実績

22.2期

実績

23.2期2Q

実績

23.2期

計画

 経常利益 百万円 1,225 1,202 1,357 598 1,211

 親会社株主に帰属する

 当期(四半期)純利益
百万円 801 834 852 374 755

 １株当たり

 当期(四半期)純利益
円 420.73 442.62 226.92 99.65 200.97

 １株当たり配当金 円 85 80 40 － 40

 　期末 円 45 40 20 － 20

 　中間 円 40 40 20 20 20

 配当性向 ％ 20.2 18.1 17.6 20.1 19.9

※１．当社は2021年3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(四半期)純利益

　　　並びに配当性向は、19.2期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、算定しております。

※当社は2021年3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。21.2期以前の１株当たり当期純利益
並びに１株当たり配当金は、分割前の実際の配当金、発行済株式数に基づき記載しております。

1,201

781

207.89

19.2

1,187



お問い合わせ

本資料には、当社グループの業績、財務状態その他経営全般に関する予想、見通し、目標等の
将来に関する記述が含まれています。

かかる記述は、現時点における予測、認識、評価等を基礎として記載されています。また、将
来の予想、見通し、目標等を策定するためには、一定の前提（仮定）を使用しています。これ
らの記述ないし前提（仮定）は、その性質上、将来その通りに実現するという保証はなく、客
観的には不正確であったり、実際の結果と大きく乖離する可能性があります。

そのような事態の原因となりうる不確実性やリスクの要因は多数あります。その内、現時点に
おいて想定しうる主な事項については、決算短信、有価証券報告書をはじめとした当社の公表
済みの各種資料の最新のものをご参照ください。

〒514-0035
三重県津市西丸之内36番25号

TEL
E-MAIL
HP
担当

予測に関する注意事項
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：059-226-1193（代表）
：ir@m-ikkou.co.jp
：https://www.m-ikkou.co.jp/
：IR関連 財務・IR部
株式関連 管理部

mailto:ir@m-ikkou.co.jp
https://www.m-ikkou.co.jp/
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