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1.フォーシーズホールディングスとは？
会社概要・事業内容について



会 社 名 株式会社 フォーシーズホールディングス (4Cs Holdings Co., Ltd.)

設 立 2003年12月5日

事 業 内 容
• コミュニケーション・セールス事業
• 化粧品卸事業
• 衛生コンサルティング事業

所 在 地
• 本社
• 東京オフィス

福岡市中央区薬院1-1-1
東京都千代田区飯田橋3-11-13

代 表 者 代表取締役社長 天童 淑巳

資 本 金 882,788千円

決 算 期 9月30日

株 式 上 場 東京証券取引所 市場第二部(証券コード：3726)

従 業 員 数 95名(連結)
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※2020年9月30日 現在

会社概要①



会社概要②

◼Mission ミッション
はずむライフスタイルを提供し、人々を幸せにする。

◼Vision ビジョン

顧客を創造し、その顧客を大切にすることが社会貢献につながると、
わたくしたちは考えています。
この社名の由来である「４つのC」をロゴマークとしてシンボル化し、
「４つのC」で無限(∞) を表現。
お客様と社会に無限の可能性を提供することを表しています。

• Customer (カスタマー) ―――――― 顧客
• Creation (クリエーション) ―――――― 創造
• Cherish (チェリッシュ) ――――――― 大切にする
• Contribution (コントリビューション) ―― 貢献
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Customer

Creation Cherish

Contribution

経営理念、社名・ロゴに込めた想い



会社概要③1

当社は、純粋持ち株会社である
株式会社フォーシーズホールディングスと、
子会社３社(2020年9月現在) から成る企業グループです。

株式会社フェヴリナ
議決権所有割合 100.0%

株式会社Ｃｕｒｅ
議決権所有割合 100.0%

① コミュニケーション・セールス事業

株式会社フォーシーズホールディングス
（純粋持ち株会社）

② 化粧品卸事業

本社：福岡市中央区
代表：天童 淑巳
内容：化粧品等の製造・通信販売

本社：東京都千代田区
代表：水野 博允
内容：化粧品等の製造・卸売

本社：福岡市中央区
代表：天童 淑巳
内容：グループ会社の経営管理

株式会社HACCPジャパン
議決権所有割合 98.9%

③ 衛生コンサルティング事業

本社：福岡市中央区
代表：平嶋 琢巳
内容：検査機器等の販売、サービス



事業内容①1

① コミュニケーション・セールス事業
化粧品・健康食品を中心とした通信販売

ブランド①

炭酸ジェルパック クレンジング・洗顔

天然除菌スプレーの素

美容化粧水

美容クリーム

ブランド②

導入美容液

ブランド③

薬用オールインワン

NEW

医薬部外品のオールインワン
アイテムで奏功していたブランド
を2020年3月に事業譲受

子会社サイエンスボーテを
2019年10月にフェヴリナ

へ吸収合併

株式会社フェヴリナ

Patinum Rich



事業内容②１

② 化粧品卸事業
角質ケア製品、入浴剤、基礎化粧品等の卸売業

角質ケアジェル
「ナチュラル アクアジェル」

入浴剤「Cureバスタイム」シリーズ

クレンジング、パウダーソープ、化粧水 「JITANNO」シリーズ

ブランド④

NEW

オーガニックヘアケア
「Larét」シリーズ

株式会社Ｃｕｒｅ

薬用角質ケアジェル
「薬用ホワイトクリアジェル」



2019年10月より 連結対象

事業内容③１

株式会社HACCPジャパン

＜要追加＞

③ 衛生コンサルティング事業
検査機器等の販売、サービス



2.市場環境変化による
各社の取組み



EC強化の取組み

株式会社フェヴリナ 株式会社Ｃｕｒｅ



市場環境と取組み①2

① コミュニケーション・セールス事業
化粧品・健康食品を中心とした通信販売

コロナウイルス禍の影響は、予想以上に大きく
既存顧客の買い控えや新規販売チャンネルとして営業活動していた卸の取引が延期

新規獲得プロモーションの変更

ラジオを通じた広告宣伝による
コールセンター受注

WEBプロモーションに特化。
コールセンタースタッフは 「ビューティー
アドバイザー」 として細やかにフォロー

コールセンター売上：WEB売上比率は、
9：1 から 5：5へ

社会情勢
による影響

戦略
取組み

・ の強化

株式会社フェヴリナ
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2 市場環境と取組み③

② 化粧品卸事業
角質ケア製品、入浴剤、基礎化粧品等の卸売業

2019年1月1日に施行された中華人民共和国電子商務法により、インバウン
ド需要は減収傾向
さらに、コロナウイルス禍の影響を大きく受け、海外からの旅行客によるインバウ
ンド需要も減収
感染予防の観点から小売店の営業自粛や訪店の禁止という営業活動の制限

社会情勢
による影響

戦略
取組み

国内ECの強化
海外ECの本格化
新たな軸（商品）を第2の柱に

株式会社Ｃｕｒｅ



2 市場環境と取組み④
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2 市場環境と取組み⑤
株式会社Ｃｕｒｅ



海外展開の強化

株式会社フェヴリナ 株式会社Ｃｕｒｅ



②中国の口コミ
ECアプリ

「小紅書（RED）」に
フェヴリナ旗艦店

をオープン！
公式アカウント開設から
6ヶ月で、フォロワー数は
合計10,000人突破。
11月末には既に合計
24,000人を超えており、
順調に伸ばしています。

①中国での販売拡大のため、
「微博（weibo）」「小紅書（RED）」を

通してKOC・KOL（インフルエンサー）
による認知拡大施策を実施中。

2 市場環境と取組み⑦

③中国のECモール
（オンラインショッピングサイト）

「淘宝網（TAOBAO）」
でも当社商品の

販売店が増加中。

株式会社フェヴリナ



2 市場環境と取組み⑧

中国越境EC



衛生コンサルティング事業

株式会社HACCPジャパン



2020年6月に食品衛生法の改正
セミナー開催や展示会へ積極的な出展

「福岡市実証実験フルサポート事業」へ採択

コロナウイルス禍により、セミナーや展示会の全面中止

飲食店の営業停止により、営業活動自体の自粛へ

2 市場環境と取組み⑨

社会情勢
による影響

戦略
取組み

「空間除菌デバイスＤｅｖｉｒｕｓ AC（デヴィルスエーシー）」
「AI顔認証体温測定器FACERMO（フェイサーモ）」の販売開始

新しい生活様式を推進する総合衛生コンサルティング企業へ

コロナウイルス感染症対策や除菌のニーズが高まり、事業の幅を拡大中

株式会社HACCPジャパン



2 市場環境と取組み⑩

戦略
取組み

「地域未来構想２０」の推進のために作られた、「自治体、行政、専門家」のマッチング
プラットフォームである「地域未来構想20オープンラボ」に専門家として登録

ドローンを使ってスタジアムの除菌を実施
久留米球場

フクダ電子アリーナ

株式会社HACCPジャパン



３.連結業績ハイライト



３ 連結業績ハイライト①

連結業績

コロナウイルス禍による影響は非常に大きく、予想を大幅に
下回る業績でしたが、売上高は前年より微増

2020年9月期 2019年9月期 前年対比

売上高 19.67億円 19.58億円 0.09億円

営業利益 △3.97億円 △2.31億円 ー

経常利益 △4.05億円 △2.26億円 ー

親会社株主に帰属する
当期純利益

△4.64億円 △3.67億円 ー

【要因】
・WEBプロモーション強化による広告宣
伝費の増加
・エニシングホワイト事業の譲受費用
・新商品開発費用の先行投資
・終売商品等の評価損計上

【要因】
・WEBプロモーション強化により売上増

するも、インバウンド需要低迷とコロナ
ウイルスの影響で前期比微増



３ 連結業績ハイライト②

報告セグメント

調整額 連結財務諸表計上額
コミュニケーションセー
ルス事業

化粧品卸事業
衛生コンサルティング

事業
計

売上高
外部顧客への売上高

1,335,313 583,249 48,978 1,967,541 ― 1,967,541

セグメント間の内部
売上高または振替高

240 988 215 1,443 △1,443 ―

計 1,335,553 584,237 49,193 1,968,984 △1,443 1,967,541

セグメント利益又は損失
（△）

△332,403 △35,435 △46,464 △414,304 16,473 △397,831

セグメント資産 488,111 656,329 71,243 1,215,684 810,761 2,026,445

その他の項目

原価償却費 88 43,358 5,183 48,629 1,966 50,596

のれん償却額 1,167 9,258 － 10,426 ー 10,426

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

8,607 7,329 227 16,163 11,790 27,953

衛生コンサルティング事業は、今年度より連結対象



① コミュニケーション・セールス事業
化粧品・健康食品を中心とした通信販売

３ 連結業績ハイライト③

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

売上高 1,721,529 1,607,959 1,484,522 1,284,706 1,335,553

セグメント利益 129,987 11,098 -35818 -258,283 -332,403

セグメント資産 1,024,423 1,040,272 917,710 738,590 488,111
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株式会社フェヴリナ



３ 連結業績ハイライト④

② 化粧品卸事業
角質ケア製品、入浴剤、基礎化粧品等の卸売業

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

売上高 678,250 636,424 770,998 675,874 584,237

セグメント利益 254,995 180,779 184,969 115,231 -35,435

セグメント資産 1,054,234 923,862 964,986 822,977 656,329
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4.今後の成長方針



4 今後の成長方針①

課題・進捗に対し、新たな戦略を急ピッチで実施！！

Ⅰ.既存事業の
投資

従来の殻を破り、
新たなビジネスモデルを開拓します！



4 今後の成長方針②

コミュニケーション・セールス事業
化粧品・健康食品を中心とした通信販売

1. WEBプロモーション強化による新規顧客の獲得、及び顧客データベースの
積み上げ

2. 営業体制の再構築による新規顧客のリピーター化、定期顧客化、一定期
間お取引のない顧客への再販並びにクロスセルの推進による収益拡大

3. 海外市場における卸営業、越境ECによる海外進出
現在、先行して中国での越境ECでの海外展開を加速中。
ベトナムや、他国についても状況を見ながら戦略立案中。

Ⅰ.既存事業の投資
株式会社フェヴリナ



4 今後の成長方針③

１．広告宣伝・販売促進活動の強化による国内卸販売の回復、
EC販売の伸長、海外販売の拡大

東南アジア Lazadaへの出品中。旗艦店オープン予定

２．新商品開発・投入による販売強化

化粧品卸事業
角質ケア製品、入浴剤、基礎化粧品等の卸売業

株式会社Ｃｕｒｅ

インドネシア、ベトナム、タイ、
フィリピン、マレーシア、シンガポール

Ⅰ.既存事業の投資



4 今後の成長方針④

衛生コンサルティング事業
検査機器等の販売、サービス

１．大手企業との協業、代理店の拡大による空間除菌関連商品の販売拡大

オフィスの空間除菌

定期発送

入室時の自動検温＆自動除菌

Ⅰ.既存事業の投資
株式会社HACCPジャパン



２．イベント施設、飲食店、食品工場向け衛生サービスに関する需要の掘り起こし

4 今後の成長方針⑤

〇客席
・短時間で除菌可能
・座席の裏まで静電噴
霧により自動除菌

〇出入口での自動検温＆自動除菌
・入場者の体温チェック
・手指除菌の自動化
・マスク着用の声掛け

〇ミストゲートで除菌
・安全な除菌剤を噴霧すること
で衣類を除菌

〇選手控室など室内除菌
選手の体調や体力に配慮できる
よう、エアコン稼働を最大化し
対策実施可能

〇トイレ
・排泄物起因のクラスター対策
・入退場時の自動手指除菌〇飲食テナント

・食中毒のリスク管理
・手指除菌の自動化
・衛生管理

Ⅰ.既存事業の投資
株式会社HACCPジャパン



4 今後の成長方針⑥

1．コンプレックス解消ビジネス分野

生活者が抱える身体的な悩みを解消するのを助けるというニッチを対象としたものであり、それぞれの市
場は細分化されておりますが、一般的に各市場は限られた市場規模でありながらも一定のニーズを抱
えていると思われ、当社は当該市場にて差別化された強みを有する商材の企画・販売を行っている
事業への参入に取り込むことを目指してまいります。

Ⅱ.新規事業への参入

２．エンジョイライフ分野
当社の経営理念である『はずむライフスタイルを提供し、人々を幸せにする』という観点から、生活を豊か
にするサービスを提供する事業への参入により当社グループ内に取り込むことを目指してまいります。



３．Webマーケティング分野のM&A

前述「１．コンプレックス解消ビジネス分野のM&A」における当社が買収の対象とする会社が扱う
商材・サービスは、ネットでの販売が中心となり、当社の既存事業においても今後の展開
でますます注力していくネットをベースにしたマーケティングや販売方法が業績改善の成
否の鍵となると考えております。

当然においてＷｅｂマーケティング力が果たす影響を考えますと、今後当社が買収により
取り込む新規事業へ向けても
Ｗｅｂマーケティング効果を高めることに貢献できる、Ｗｅｂマーケティング機能を当社
グループにおいて内製化する
ことも戦略的な意義があると考え、Ｗｅｂマーケティング会社の買収を検討対象にしてま
いります。

4 今後の成長方針⑧ Ⅱ.新規事業への参入
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Mission ミッション

はずむライフスタイルを提供し、人々を幸せにする。

MAKE PEOPLE HAPPY.


