2022 年１月 18 日
各 位

会 社 名：ウエルシアホールディングス株式会社

代 表 者 名：代 表 取 締 役 社 長 松 本 忠 久
（コード番号：３１４１ 東証第一部）

問 合 せ 先：取締役副社長兼執行役員コーポレート担当

中村 壽一

（TEL：０３‐５２０７‐５８７８）

株式会社コクミン及び株式会社フレンチとの資本業務提携（子会社化）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社コクミン（以下、「コクミン」という。）と株式

会社フレンチ（以下、「フレンチ」という。）の株式を取得し、資本業務提携（子会社化）すること

について決議し、クロージングに向けて協議を開始することといたしましたので、下記のとおり、お
知らせいたします。

記

１． 株式の取得の目的

当社グループは、
「お客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを提供します」の企業理念のもと、

健康をテーマとした付加価値の高い商品やサービスを提案する「生活のプラットフォーム」
「専門

総合店舗」を目指し、
「調剤併設」
、
「カウンセリング」
、
「深夜営業」及び「介護」を軸としたビジ

ネスモデルを進化させつつ、薬剤師、登録販売者、ビューティアドバイザー、管理栄養士、調剤
事務員などの従業員の専門知識を生かしたカウセリングと丁寧な接客、地域性にこだわりを持っ
た品ぞろえ、より便利に利用いただけるサービスの充実により、近隣にお住いのお客様の健康や
美容、そして豊かな暮らしをサポートする店舗づくりを目指し、関東中心に東北から中国四国地
方において展開しております。

一方、コクミンとフレンチは、
「国民の美と健康に奉仕する」を企業理念とし、ビジョンである

「お客様に寄り添い、健やかな暮らしを支える専門家を目指します」に則り、専門性の高いドラ

ッグストアを北海道・関東・関西・九州など主要都市の大型商業施設・空港・駅前駅中・繁華街・

住宅地等の好立地に出店しております。また、調剤事業も、大学病院や大型総合病院の門前を中
心に、クリニックモール内や駅ターミナルなど、多様な立地に出店しております。

今般、当社グループが、今後強化する都市型店舗、全国への出店網拡大を図るとともに、それ

ぞれの保有するノウハウや人材等の経営資源を共有することで、経営規模の拡大と経営体質の強
化が見込まれると考え、株式取得に至ったものであります。
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２－１．異動する子会社（株式会社コクミン）の概要
（１）名称

株式会社コクミン

（３）代表者の役職・氏名

代表取締役社長 絹巻 秀展

（２）所在地

（４）事業内容
（５）資本金

大阪府大阪市住之江区粉浜西一丁目 12 番 48 号
薬局、薬店の経営
91 百万円

（６）設立年月日

（７）大株主及び持分比率
（８）上場会社と当該会社
との間の関係

1949 年 6 月 30 日

三絹株式会社 40.97％、絹巻 和美 27.92％、株式会社フレンチ 3.74％
絹巻 秀展 3.26％、絹巻 伸高 2.28％
資本関係

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

人的関係

該当事項はありません。

（９）最近３年間の経営成績と財政状態
純資産

決算期

総資産

2019 年４月期

2020 年４月期

21,810 百万円

22,041 百万円

39,843 百万円

１株当たり純資産
売上高

37,560 百万円

27,715 円 90 銭

2,015 百万円

577 百万円

△2,749 百万円

196 百万円

△2,590 百万円

62,817 百万円

2,364 百万円

１株当たり当期純損益
１株当たり配当金

36,352 百万円

31,424 円 42 銭

経常損益

当期純損益

19,439 百万円

31,095 円 37 銭

68,533 百万円

営業損益

2021 年４月期

963 百万円

1,615 百万円

2,303 円 73 銭

280 円 02 銭

－

－

39,807 百万円

△2,017 百万円
△3,693 円 67 銭
－

２－２．異動する子会社（株式会社フレンチ）の概要
（１）名称

株式会社フレンチ

（３）代表者の役職・氏名

代表取締役社長 絹巻 和美

（２）所在地

（４）事業内容
（５）資本金

大阪府大阪市住之江区粉浜西一丁目 12 番 48 号
薬局の経営
18 百万円

（６）設立年月日

（７）大株主及び持分比率
（８）上場会社と当該会社
との間の関係

1969 年 8 月 28 日

三絹株式会社 100.00％
資本関係

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

人的関係

該当事項はありません。

（９）最近３年間の経営成績と財政状態
純資産

決算期

総資産

１株当たり純資産
売上高

営業利益
経常利益

当期純損益

１株当たり当期純損益
１株当たり配当金

2019 年４月期

390 百万円
486 百万円

2020 年４月期

372 百万円
544 百万円

2021 年４月期

326 百万円
360 百万円

19,530 円 86 銭

18,630 円 59 銭

16,311 円 04 銭

△7 百万円

△32 百万円

△54 百万円

3 百万円

△18 百万円

△46 百万円

644 百万円
6 百万円

186 円 19 銭
－
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490 百万円

△18 百万円
△900 円 26 銭
－

367 百万円

△46 百万円
△2,319 円 55 銭
－

３－１．株式取得の相手先の概要（株式会社コクミン）
（１）名称

三絹株式会社

（３）代表者の役職・氏名

代表取締役社長 絹巻 和美

（２）所在地

（４）事業内容
（５）資本金

（６）上場会社と当該会社
の関係

大阪府大阪市住之江区粉浜西一丁目 12 番 48 号
不動産賃貸業
12 百万円
資本関係

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません

人的関係

該当事項はありません。

関連当事者への該当状況

該当事項はありません。

３－２．株式取得の相手先の概要（株式会社フレンチ）
（１）名称

三絹株式会社

（３）代表者の役職・氏名

代表取締役社長 絹巻 和美

（２）所在地

（４）事業内容
（５）資本金

（６）上場会社と当該会社
の関係

大阪府大阪市住之江区粉浜西一丁目 12 番 48 号
不動産賃貸業
12 百万円
資本関係

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

人的関係

該当事項はありません。

関連当事者への該当状況

該当事項はありません。

４－１．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況（株式会社コクミン）
（１）異動前の所有株式数

０株（議決権の数：０個）

（２）取得株式数

534,870 株

（３）異動後の所有株式数

（議決権の所有割合：０％）

534,870 株（議決権の数：534,870 個）

（議決権の所有割合：76.26%）

注１．当社への株式譲渡前に三絹株式会社所有のコクミン株式 287,350 株のうち、273,546 株を上限
としてコクミンが自己株買いすることを検討しております。当社は、コクミンの自己株買い後
に、三絹株式会社所有の株式全株を取得することとしております。また、フレンチの株式 20,000
株を取得することで、コクミンの株式数 26,250 株を取得したこととなります。なお、上記の取
得株式数は、コクミンが自己株買い前の取得株式数となっております。
注２．本件における株式取得価額の算定に当たっては、第三者機関による適切なデューディリジェン
スを実施し株式算定を行っており、価格の妥当性を検証するための十分な手続きを進めており
ます。取得価額につきましては、確定次第、お知らせいたします。
４－２．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況（株式会社フレンチ）
（１）異動前の所有株式数

０株（議決権の数：０個）

（２）取得株式数

20,000 株

（３）異動後の所有株式数

（議決権の所有割合：０％）

20,000 株（議決権の数：20,000 個）

（議決権の所有割合：100.00％）

注１．本件における株式取得価額の算定に当たっては、第三者機関による適切なデューディリジェン
スを実施し株式算定を行っており、価格の妥当性を検証するための十分な手続きを進めており
ます。取得価額につきましては、確定次第、お知らせいたします。
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５．日程

（１）取締役会決議日

2022 年１月 18 日

（３）株式譲渡実行日

2022 年６月１日（予定）

（２）契約締結日

2022 年１月 18 日

６．今後の見通し
本件による当社の今期以降の業績に与える影響につきましては、現時点で軽微であると認識 し
ておりますが、公表すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。
以上
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