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江蘇吉家寵物用品有限公司との資本業務提携に関するお知らせ 

 

 

 当社は、当社の 100％連結子会社である尤妮佳（中国）投資有限公司と江蘇吉家寵物用

品有限公司（以下「JIA PETS社」といいます。）が資本提携（以下「本資本提携」といいま

す。）を行うこと及び当社の連結子会社（孫会社）である尤妮佳生活用品（中国）有限公司

とJIA PETS社が業務提携（以下「本業務提携」といいます。）を行うことを決定し、本日、

以下のとおり、本業務提携に関する契約（以下「本業務提携契約」といいます。）を締結い

たしましたので、お知らせいたします。 

本資本提携において、尤妮佳（中国）投資有限公司は、JIA PETS社に出資する旨の投資

契約（以下「本投資契約」といいます。）とともに、JIA PETS社の既存出資者との間で、当

該既存出資者が保有する JIA PETS 社の持分を相対取引により取得する旨の持分譲渡契約

（以下「本持分譲渡契約」といいます。）を締結しており、その結果、尤妮佳（中国）投資

有限公司は、41.85％の JIA PETS 社持分を保有することとなりました。これにより、JIA 

PETS社はユニ・チャーム株式会社の持分法適用関連会社となる予定です。 

 

 

１．本資本提携及び本業務提携の目的 

 現在、中国のペットフード含むペットケアの市場規模は約130億米ドル（小売ベース）

と推定され、日本を抜き、北米に次ぐ世界第２位の規模の巨大な市場です。直近でも年率

15％程度の成長を継続しており、今後も高い成長の継続が期待されております。 

 JIA PETS社は、2013年創業、現在の本社は中国江蘇省徐州市で、中国ペットフード市場

において急成長を遂げている、中国ペットフード企業大手の１社です。安徽省宿州市に生

産工場を保有し、現在、品質向上と商品拡大のために江蘇省徐州市に新たな工場の建設を

計画しています（本資本提携における当社のJIA PETS社に対する出資金額は、主に当該工

場建設資金に向けられる予定です。）。また、JIA PETS社は自社製品の製造販売だけでなく、

同社が運営するE-Commerce総合旗艦店において他社製品の販売も行っており、E-Commerce

店舗の運営ノウハウ、販売を通じて取得した顧客データを活用した商品開発及び販売戦略

等に強みを有しています。 



 

 一方、当社は、1986年にペットケア事業へ参入し、以来、差別化された商品開発力と強

い販売力によって日本のペットケア市場で No.１メーカーへと成長してまいりました。特

に不織布吸収体技術を生かしたペット用トイレシート等のペットトイレタリー商品では圧

倒的な No.１の市場地位を確立しております。当社は、ペットケア事業を、紙おむつや生

理用品等のパーソナルケア事業につづくコア事業として位置付けており、また、2010年９

月に中国上海での事業を開始し、中国市場における次なる事業機会を模索しておりました。 

 当社とJIA PETS社は、本資本提携及び本業務提携を通じ、中国市場ニーズを踏まえた迅

速な商品開発力、日本の消費者に支持された当社グループの製品技術及び生産管理ノウハ

ウとJIA PETS社が保有する生産体制、及びE-Commerceチャネルにおける販売力を活用す

ることにより、北米に次ぐ世界第２位の規模を誇る中国市場において、当社及びJIA PETS

社のペットケア事業の飛躍的な拡大を目指します。 

 

２．本業務・資本提携の内容等 

（１）狙い 

 本業務提携として、当社とJIA PETS社は、①ペットフード商品等の共同研究開発、②

当社からJIA PETS社に対するJIA PETS社生産拠点における当社ブランド製品の製造委

託、③JIA PETS社の販売チャネルを活用した当社ブランド製品の中国市場における販

売、を主要な内容とする業務提携を行います。 

 まず、①及び②を通じて、当社による中国ペットケア事業の拡大における課題であっ

た、現地開発・現地生産体制を構築することが可能となります。中国のペットケア市場の

特徴として、飼育者の中心は1990年以降生まれの若い世代であり、事業拡大のためには

そうした若い世代の消費者の嗜好を捉え、スピード感を持って商品を展開する必要がある

と認識しております。開発体制及び生産体制を現地化することにより、中国消費者のニー

ズを捉えた商品を同業他社に負けないスピードで展開することを目指します。 

 また、③に関しては、中国ペットフード市場のE-Commerceチャネルを通じた売上高比

率が日本よりも相対的に高いことに鑑み、JIA PETS社の E-Commerceチャネルにおける販

売力を活用して、当社製品の中国市場におけるシェア拡大を目指します。 

 

（２）本資本提携の概要 

 当社の100％連結子会社である尤妮佳（中国）投資有限公司が、JIA PETS社持分の

41.85％を取得。 

 

（３）その他 

当社の連結子会社（孫会社）である尤妮佳生活用品（中国）有限公司より、JIA PETS

社の董事を3名派遣する予定です。 

 

３．当事会社の概要 

（１）尤妮佳（中国）投資有限公司の概要 

（１） 名称 尤妮佳（中国）投資有限公司 



 

（２） 所在地 上海市青浦区漕盈路2801号 4幢 A-308、A-309室 

（３） 代表者の役職・氏名 董事長 寺川 琢己 

（４） 事業内容 投資、投資先企業への支援、親会社・関連会社へのコンサルテ

ィング・サービス、親会社・関連会社へのアウトソーシング・

サービス 

（５） 資本金 1,771百万元 

（６） 設立年月日 2011年 8月 29日 

（７） 持分比率 

（2022年 9月 30日現在） 
ユニ・チャーム株式会社 100％ 

（８） 尤妮佳（中国）投資有限公

司と江蘇吉家寵物用品有

限公司の関係 

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。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（９） 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 

決算期 2019年 12月期 2020年 12月期 2021年 12月期 

連結純資産 6,730百万元 7,424百万元 7,572百万元 

連結総資産 8,612百万元 9,357百万元 9,462百万元 

連結売上高 5,911百万元 6,486百万元 6,833百万元 

連結営業利益 1,054百万元 1,414百万元 1,376百万元 

親会社株主に帰属する当期純利益 595百万元 787百万元 782百万元 

 

（２）尤妮佳生活用品（中国）有限公司の概要 

（１） 名称 尤妮佳生活用品（中国）有限公司 

（２） 所在地 上海市青浦区漕盈路2801号 

（３） 代表者の役職・氏名 董事長 寺川 琢己 

（４） 事業内容 ベビーケア関連製品、フェミニンケア関連製品、ウェルネスケ

ア関連製品、Kirei ケア関連製品、ペットケア関連製品等の研

究開発・製造・販売 

（５） 資本金 917百万元 

（６） 設立年月日 2001年 11月 13日 

（７） 持分比率 

（2022年 9月 30日現在） 

ユニ・チャーム株式会社 75％ 

伊藤忠商事株式会社 25％ 

（８） 尤妮佳生活用品（中国）有

限公司と江蘇吉家寵物用

品有限公司の関係 

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。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（９） 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2019年 12月期 2020年 12月期 2021年 12月期 

純資産 5,026百万元 4,489百万元 3,923百万元 



 

総資産 6,772百万元 6,285百万元 5,613百万元 

売上高 5,870百万元 6,430百万元 6,783百万元 

営業利益 855百万元 1,178百万元 1,191百万元 

当期純利益 635百万元 871百万元 906百万元 

 

（３）江蘇吉家寵物用品有限公司の概要 

（１） 名称 江蘇吉家寵物用品有限公司 

（２） 所在地 徐州経済技術開発区軟件園526-530室 

（３） 代表者の役職・氏名 董事長 崔 佳 

（４） 事業内容 ペットフード、ペット用品等の生産及び販売 

（５） 資本金 16百万元 

（６） 設立年月日 2013年 4月 18日 

（７） 上場会社と当該会社との

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 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．日程 

（１） 本投資契約締結日 2022年 10月 8日 

（２） 本持分譲渡契約締結日 2022年 10月 8日 

（３） 本業務提携契約締結日 2022年 11月 30日 

（４） 出資完了日 2022年 12月上旬（予定） 

（５） 持分譲渡完了日 2022年 12月上旬（予定） 

 

５．今後の見通し 

本資本提携及び本業務提携がユニ・チャーム株式会社の当期の業績に与える影響は軽微

です。今後、ユニ・チャーム株式会社の業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった

場合には、速やかにお知らせいたします。 

以 上 


