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平成 20 年７月 18 日 

各   位 

会 社 名  株式会社ヤマノホールディングス 

代表者名  代表取締役社長 太田 功 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード７５７１） 

問合せ先  執行役員 

      新事業開発本部長 高木 信彦 

電  話   ０３－３３７６－７８７８ 

 

会 社 名 扶桑化学工業株式会社 

代表者名 代表取締役社長 北島 徹夫 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード４３６８） 

問合せ先 取締役管理本部長 若林 孝太郎 

電  話   ０６－６２０３－４７７３ 

 

子会社の異動に係る株式等譲渡契約書の締結に関するお知らせ 

 

 株式会社ヤマノホールディングス（以下「ＹＨＣ」）と扶桑化学工業株式会社（以下「扶桑化

学」）は、平成 20 年７月 18 日開催の両社の取締役会において、ＹＨＣの連結子会社である株式

会社エックスワン（以下「エックスワン」）の株式全てを扶桑化学に譲渡する旨を決議し、本日

株式等譲渡契約書を締結いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．子会社の異動の理由 

ＹＨＣは、平成 20 年５月 23 日付「株式会社ヤマノホールディングス グループ再建計

画」にて、平成 20 年３月期決算において多額の損失を計上したことを踏まえ、安定的・継

続的に利益を計上できる企業体へと脱皮すべく、有利子負債を圧縮するための資金調達が重

要課題としたなか、和装事業、訪問販売事業、金融事業および連結子会社の堀田丸正グルー

プを「コア事業」とし、資産・人材等の経営資源を集約し、「コア事業」以外を「ノンコア

事業」と定義いたしました。 

ＹＨＣは、当該再建計画に基づき、自然派化粧品を中心とした自社開発による生活必需品

の会員制無店舗販売を展開しているエックスワンの属する美容事業等を「ノンコア事業」と

し、同社の撤退・規模縮小・資本関係見直し等を検討しておりました。 

一方、扶桑化学は、リンゴ酸・クエン酸などの果実酸およびその応用開発商品の製造販売

を行うライフサイエンス事業、超高純度コロイダルシリカなどの製造販売を行う電子材料事

業、ファインケミカル、樹脂添加剤の製造販売を行う機能性化学品事業を主要事業としてお

り、食品、化粧品、洗剤、半導体、樹脂、写真薬、金属加工等の幅広い分野において、主に

企業向けに原料および中間体を事業展開しております。かねてより各事業において、それぞ

れの事業の拡大および取り扱い品目の増加に努めております。 

今回、「果実酸総合メーカー」である扶桑化学がエックスワンの経営権を譲り受けること

で、化粧品・健康食品分野における商品開発の強化が期待でき、特にライフサイエンス事業

の拡大およびエックスワンのより一層の発展が見込めるものと判断いたしました。 
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また、ＹＨＣとしては、有利子負債の金利負担が増加し収益構造を圧迫していることから有

利子負債を解消することによる金利負担の減少が急務と考えております。したがって、エック

スワンは、高収益企業でありますが美容事業を存続させて得る営業キャッシュ・フローよりも

株式の譲渡による早急な財務キャッシュ・フローの創出による有利子負債の圧縮に伴う金利負

担の減少を図ることが、ＹＨＣグループにとって短期的財務体質の改善に繋がると判断し、黒

字の連結子会社を株式譲渡することにいたしました。 
このように、両社の目的が一致したことから、今回株式譲渡契約の締結に至ったものであり

ます。 

 

２．異動する子会社（株式会社エックスワン）の概要 

(1) 商号 株式会社エックスワン 

(2) 代表者 代表取締役 川上 榮彦 

(3) 本店所在地 東京都品川区大崎一丁目 11 番２号 

(4) 設立年月日 昭和 62 年 10 月８日 

(5) 主な事業内容 化粧品・健康食品を中心とした自社開発による

生活必需品の会員制無店舗販売 

(6) 事業年度の末日 ２月末日 

(7) 従業員数 40 名(パート１名)(平成 20 年２月 29 日現在) 

(8) 資本金の額 50 百万円 

(9) 発行済株式総数 100,000 株 

(10) 大株主および持株比率 株式会社ヤマノホールディングス 100.0％ 

(11) 最近事業年度における業績の動向 

 平成 20 年２月期 平成 19 年２月期 

売上高 2,738 百万円 3,001 百万円 

売上総利益 2,138 百万円 2,338 百万円 
営業利益 80 百万円 81 百万円 
経常利益 105 百万円 146 百万円 
当期純利益 47 百万円 74 百万円 
総資産 823 百万円 895 百万円 
純資産 281 百万円 254 百万円 
資本金の額 50 百万円 50 百万円 
１株当たり配当金 200 円 200 円 

 

３．株式会社ヤマノホールディングスおよび扶桑化学工業株式会社の概要 

【株式会社ヤマノホールディングスの概要】 

(1) 商号 株式会社ヤマノホールディングス 

(2) 代表者 代表取締役社長 太田 功 

(3) 本店所在地 東京都渋谷区代々木一丁目 30 番７号 

(4) 設立年月日 昭和 62 年２月 20 日 

(5) 主な事業内容 和装品、宝飾品、洋装品、健康関連商品、化粧品

等の販売および美容室を営む子会社の管理・指導

(6) 扶桑化学工業株式会社との関

係 

資本関係   該当事項はありません。 

人的関係   該当事項はありません。 

取引関係   該当事項はありません。 
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【扶桑化学工業株式会社の概要】 

(1) 商号 扶桑化学工業株式会社 

(2) 代表者 代表取締役社長 北島 徹夫 

(3) 本店所在地 大阪市中央区高麗橋四丁目３番 10 号 

(4) 設立年月日 昭和 32 年６月 24 日 

(5) 主な事業内容 化学工業薬品の製造販売 

(6) 株式会社ヤマノホールディン

グスとの関係 

資本関係   該当事項はありません。 

人的関係   該当事項はありません。 

取引関係   該当事項はありません。 

 

４．異動前後の所有株式数および譲渡価額 

(1) 異動前後の所有株式数 

 
異動前所有株式数 

（所有割合） 

異動後所有株式数 

（所有割合） 

株式会社ヤマノホールディングス 
100,000 株 

（所有割合 100.0％） 
― 

扶桑化学工業株式会社 ― 
100,000 株 

（所有割合 100.0％） 

(2) 譲渡価額  ８億円（商標権代金を含みます。） 

 

５．日程 

平成 20 年 7 月 18 日  取締役会決議 

平成 20 年 7 月 18 日  株式譲渡契約の締結 

平成 20 年７月 31 日  株券引渡し期日 

 

６．今後の見通し 

今回の譲渡に伴う業績に与える影響につきましては、株式会社ヤマノホールディングスお

よび扶桑化学工業株式会社とも確定次第、ただちにお知らせいたします。 
 

以  上 

 


