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株式会社日本ヴォーグ社との株式交換に関する基本合意締結に関するお知らせ 

 

 藤久ホールディングス株式会社（以下、「当社」という。）は、2022 年３月 29 日開催の取締役会において、

当社を株式交換完全親会社とし、株式会社日本ヴォーグ社（本社：東京都中野区、代表取締役：瀨戸 信昭、

以下、「日本ヴォーグ社」という。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」という。）を

行うことについて基本的な合意に達したことから、日本ヴォーグ社との間で基本合意を締結することを決議

いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．本株式交換の目的 

当社は、2022 年１月４日付で藤久株式会社（以下、「藤久」という。）の単独株式移転により設立された持

株会社（完全親会社）であり、全国に手芸専門店「クラフトハートトーカイ」等を約 380 店舗展開する業界

トップの店舗ネットワークと、100 万人を超える会員基盤を有する企業グループです。経営理念に「『手づく

り』を通して豊かな心を育み幸せを紡ぐ企業グループへ」を掲げ、当社グループの会員基盤、サービス・商

品、店舗網と親和性の高い企業との M&A や戦略的提携を活用した迅速な成長戦略の遂行により業容拡大を目

指しており、社会の変化や業界の変化に柔軟に対応しながら、持続的な企業価値向上に取り組んでおります。 

一方で、当社が属する手芸業界においては、趣味の多様化や愛好者の高齢化を背景としたユーザーの減少、

他業種からの参入による競争の激化もあり、経営環境は厳しさが増しております。また、新型コロナウィル

ス感染症拡大により個人消費の EC 利用が加速し、小売店を取り巻く環境にも大きな変化を及ぼしています。 

このような経営環境の中、当社グループでは、店舗と EC 一体化型のビジネスモデル構築を重要な事業戦略

と位置付けており、実店舗においては地域特性に応じたサービス・商品の提供により一層競争力を高める余

地があるとともに、講習会事業を通じた実体験の機会を提供することが、顧客接点の強化に繋がると認識し

ております。 

上記のような状況のもと、藤久は 2021 年５月 13 日にお知らせしたとおり、業界屈指の教室事業と出版事

業を有する日本ヴォーグ社との業務提携を行いました。日本ヴォーグ社の教室事業は、全国規模で確立して

いる講師ネットワークや講師資格取得講習等の教室運営により高い知名度を誇ります。また、本業である出

版事業を背景に数多くの作品レシピデータを所有しています。これら日本ヴォーグ社の強みと、当社グルー

プの会員基盤、全国店舗網、EC サイト運営といった強みを融合させ、新たな価値創造に向けて、「①手芸教室

における協業」「②商品の企画、開発および販売における協業」「③顧客の相互送客」「④藤久店舗における日

本ヴォーグ社コーナーの企画」を推進しております。これまでに、手芸教室において日本ヴォーグ社の著名



な講師によるオンライン講習会「ヴォーグ学園オンラインレッスン」の開催等を行い、業務提携の効果を上

げております。 

今回、当社および日本ヴォーグ社は、これまでの取組みをより深化・加速させ、役員の相互派遣等も含め、

グループとして一体で、さらなる相乗効果を上げていくことの認識で一致いたしました。 

人の価値観がモノからコトへ、コトからココロへと変化・多様化しておりますが、「手づくり」に込めた作

り手の思いは、人と人を結び、ものを大切にするやさしさを醸成する大変尊いものだと考えています。当社

グループの持つ全国網羅的なリアル店舗網や EC での多様なサービス・商品展開と、日本ヴォーグ社の持つ教

室事業や出版物を通した手づくり経験や楽しみの創造による相乗効果により、各々が持つ事業のさらなるシ

ナジー効果を生み出し、手芸業界での強い競争力を獲得することは、今後の当社グループの一層の企業価値

向上に資するものであると考えるに至り、本株式交換の実施に向けた基本合意契約を締結することといたし

ました。 

 

２．本株式交換の要旨 

（１）本株式交換の日程 

基本合意承認取締役会（日本ヴォーグ社） 2022 年３月 28 日 

 基本合意承認取締役会（当社） 2022 年３月 29 日 

基本合意締結日（当社・日本ヴォーグ社） 2022 年３月 29 日 

株式交換契約承認取締役会（当社・日本ヴォーグ社） 2022 年４月 21 日（予定） 

株式交換契約締結日（当社・日本ヴォーグ社） 2022 年４月 21 日（予定） 

株式交換契約承認臨時株主総会（当社・日本ヴォーグ社） 2022 年６月 13 日（予定） 

効力発生日 2022 年７月１日（予定） 

  （注）上記予定は手続き進行上の必要性その他の理由により、変更される場合があります。 

 

（２）本株式交換の方式 

   当社を株式交換完全親会社とし、日本ヴォーグ社を株式交換完全子会社とする株式交換です。なお、

本株式交換は、当社及び日本ヴォーグ社のそれぞれの株主総会決議により、本株式交換契約の承認を受

けた上で、2022 年７月 1 日を効力発生日として行う予定です。 

 

（３）本株式交換に係る割当ての内容 

   本株式交換に係る割当ての内容につきましては、本株式交換の当事会社間で協議の上、株式交換契約

を決定する予定でありますので、別途株式交換契約締結時にお知らせいたします。 

 

（４）本株式交換に伴う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。 

 

３．本株式交換に係る割当ての内容の根拠等 

本株式交換に係る割当ての内容につきましては、本株式交換の当事会社間で協議の上、株式交換契約

を決定する予定でありますので、その他の本株式交換に係る割当ての内容の根拠等とともに、別途本株

式交換契約締結時にお知らせいたします。 

 

 



４．本株式交換の当事会社の概要 

  株式交換完全親会社 株式交換完全子会社 

（１） 名称 藤久ホールディングス株式会社 株式会社日本ヴォーグ社 

（２） 所在地 
愛知県名古屋市名東区高社一丁目

210 番地 
東京都中野区弥生町五丁目６番 11 号 

（３） 
代表者の役職 

・氏名 
代表取締役社長 中松 健一 代表取締役社長 瀨戸 信昭 

（４） 事業内容 
グループ会社の経営管理及びそれ

に付帯する業務 

出版事業、教育事業、通信販売事業、

通信教育事業、インター ネット事業、

イベント事業 

（５） 資本金 100 百万円 40 百万円 

（６） 設立年月日 2022 年１月４日 1958 年１月 11 日 

（７） 発行済株式数 12,301,000 株 80,000 株 

（８） 決算期 ６月 30 日 １月 31 日 

（９） 従業員数（注１） 194 名（2021 年６月 30 日現在） 100 名（2022 年１月 31 日現在） 

（10） 
大株主及び 

持株比率（注２） 

合同会社エメラルド          

ＧＯＴＯ株式会社            

後藤 薫徳 

藤久取引先持株会 

日本マスタートラスト

信託銀行株式会社(信託

口) 

22.85% 

13.72% 

13.40% 

4.89% 

 

3.82% 

瀨戸 信昭       

瀨戸 信広       

瀨戸 高信   

瀨戸 みどり  

瀨戸 まり子    

13.73% 

7.59% 

6.94% 

5.08% 

  3.16% 

（11） 当事会社間の関係 

 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 当社の完全子会社である藤久との業務提携契約 

 
関連当事者への 

該当状況 
該当事項はありません。 

（12） 最近３年間の経営成績及び財政状態      

 決算期 

藤久ホールディングス株式会社 

（個別） （注１） 

株式会社日本ヴォーグ社 

（個別） 

2019 年 

６月期 

2020 年 

６月期 

2021 年 

６月期 

2020 年 

１月期 

2021 年 

１月期 

2022 年 

１月期 

 純資産 7,107 8,880 9,333 1,214 1,301 1,347 

 総資産 12,722 14,430 13,535 4,488 4,390 4,231 

 

１株当たり 

純資産(円) 

（注３） 

845.20 721.98 758.82 15182.06 16264.52 16841.39 

 売上高 18,939 22,349 20,694 3,743 3,146 3,075 

  



 
営業利益 

又は営業損失 
△1,532 883 900 △10 65 30 

 
経常利益 

又は経常損失 
△1,516 749 911 △23 53 23 

 
当期純利益 

又は当期純損失 
△2,919 282 757 △7 87 50 

 

１株当たり当期

純利益 

又は１株当たり

当期純損失(円) 

（注３） 

△347.21 32.26 61.55 △99.26 1094.96 629.31 

 

１株当たり 

配当金(円) 

（注４） 

－ 25.00 32.00 － 25.00 25.00 

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

（注１）藤久ホールディングスは 2022 年 1 月 4 日設立のため、従業員数、経営成績及び財務状態は、藤久の

数値を記載しております。 

（注２）藤久ホールディングスの数値は、藤久の 2021 年 12 月 31 日現在の情報を記載しております。 

    日本ヴォーグ社の数値は、2022 年１月 31 日現在の情報を記載しております。 

（注３）藤久は、2020 年 10 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。2019 

年６月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益

又は１株当たり当期純損失を算定しております。 

（注４）藤久は、2020 年 10 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。2020

年６月期については当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。 

 

５．本株式交換後の状況 

（１） 名称 藤久ホールディングス株式会社 

（２） 事業内容  グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 

（３） 所在地 名古屋市名東区高社一丁目 210 番地 

（４） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 中松 健一 

（５） 資本金 現時点では確定しておりません。 

（６） 純資産 現時点では確定しておりません。 

（７） 総資産 現時点では確定しておりません。 

（８） 決算期 ６月 30 日 

 

６．今後の見通し 

  本株式交換は、当社グループの中長期的な企業価値の向上に資するものと考えており、契約締結に向け

て当社及び日本ヴォーグ社は引続き協議を進めてまいります。 

なお、本株式交換による業績への影響等含め、本株式交換にかかる詳細につきましては、株式交換契約

締結時にお知らせいたします。また本株式交換の計画に大幅な変更が生じた場合には、速やかにお知らせ

いたします。                                       

 以上 


