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●株式会社ココカラファイン ヘルスケア
●株式会社岩崎宏健堂
●株式会社小石川薬局

●株式会社ココカラファイン アソシエ
●株式会社ココカラファイン ソレイユ
●株式会社シーエフエナジー

●株式会社ファインケア
●株式会社愛安住

（株）ココカラファイン 持株会社
ココカラファイングループ

人々のココロとカラダの健康を追求し、
地域社会に貢献する

経営理念

「おもてなしNo.1」になる
コーポレートスローガン

● 地域におけるヘルスケアネットワークを構築する
● 社会に必要とされる優れた人財を育成する

ミッション（社会的使命）

ドラッグストア事業・調剤事業 介護・訪問看護事業 その他事業

プロフィール Profile 

「いきいきとした」「親しみのある」「心地よい」の
3つを基本に、ブランドロゴデザインを開発しま
した。心地よい安心感を与えるブランドカラー「C
コーラル」で表現されたシンボルマーク「Cコロン」
は、ブランドの頭文字の「C」と、“すなわち”を
あらわす「：（コロン）」の組み合わせで構成。また、
「C」と「：」の間に見える白十字は、医薬品を
取り扱う企業として、お客様に約束する安心・安
全・信頼を表しています。

ロゴマークについて

「皆様のココロとカラダをゲンキにしたい」、この
想いからココカラファインというブランドが誕生し
ました。また、英文のCOCOKARAの「COCO」
には、様々なステークホルダーの方々と「ともに
（Co-Work)」新しいことに挑戦し、「ここから始
まる」という意味も含んでいます。

ブランドの由来

「ココカラファインがコンシェルジュのようにおもてなしをします！」
という想いで誕生いたしました。

イメージキャラクター

ココシエル

ハート型の髪型
お客様への愛♥

大きな耳
お客様の

お話をしっかり
聞きます！

大きく広げた
ハート型の腕
悩みや相談ごとを
受けとめます！

蝶ネクタイ
コンシェルジュのように
お客様の相談ごとに
適切にお応えします！
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当社は、全国に約1,300店舗のドラッグストア、調
剤薬局を展開している企業です。私たちは単にモノを
売るドラッグストアとしてではなく、誰もが健康でいき
いきと暮らせる社会を実現するための「ヘルスケアネッ
トワークの構築」を目指し、その拠点として店舗・薬
局を運営し、「人々のココロとカラダの健康を追求し、
地域社会に貢献する」という経営理念を実現するこ
とが、当社の社会的使命であると考えております。
近年、様々な自然災害や経済危機に見舞われた我

が国では、既存の経済至上主義から脱却した温もり
のある新しい社会像が求められています。また、人
生100年時代を迎え、社会の高齢化が進む中で、医
薬分業・面分業・保険介護など、様々な制度改革が
行われ、病気の予防や軽医療、健康維持に重点を置
く「セルフメディケーション時代」への本格移行が進

代表取締役社長

プロフィール� ��������P2
社長メッセージ� �������P3
事業領域����������P4

介護・訪問看護事業／海外事業／
人材活用事業������� P10

ドラッグストア事業�������P6
調剤事業����������P8

CONTENTS

Message社長メッセージ

んでおります。これからのドラッグストアには、単に
「病気になったから薬を買いに行く」という機能だけ
ではなく、「病気を未然に防ぐ」、あるいは「健康を
維持する」という機能がますます重要になってきます。
このような時代に私たちは、お客様・患者様が気
兼ねなく相談ができる、“かかりつけのドラッグストア
＆薬局”でありたいと考えています。地域の皆様の
QOL（Quality�of�Life）を身近で支える企業として、
当社のコア事業であるドラッグストア事業・調剤事業
を軸に、介護・訪問看護事業及び地域の医療機関と
も連携したヘルスケアネットワークを構築することによ
り、地域のお客様の「cure（キュア：治す）」「care（ケ
ア：整える）」「fine（ファイン：ゲンキ・キレイ）」すべ
てをお手伝いできる企業を目指してまいります。

地域の皆様の
cure（治す）、care（整える）、
fine（ゲンキ・キレイ） を
支える企業に
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ドラッグストア

健康の6つのステップをカバーする 幅広いヘルスケアサービスを提供

調 剤

調剤事業では、豊富な専門知識を備えた多くの薬
剤師が、全店舗で一元化された調剤システムを活用
し、安全かつ正確な調剤業務・服薬指導にあたってい
ます。また、在宅調剤の拡大や、専門的な知識を要
する敷地内薬局、認知症・糖尿病・がん患者様個々
へのサポートができる専門薬剤師・専門スタッフの育
成など、地域密着型の健康サポート薬局を目指して
様々な取り組みを推進しております。

●	健康サポート薬局
●	検体測定室　
●	敷地内薬局

2019年3月期
調剤売上高

587
億円

生活者

健 康 予 防 未 病 病 気

ドラッグストア

当社に在籍する薬剤師や栄養士、さらには一般用医
薬品（OTC医薬品）の販売資格を持つ登録販売者によ
る、豊富な専門知識に裏付けられた接客販売や健康
相談、食事療法・栄養指導などを通じて、お客様の
様々な悩みやニーズにお応えいたします。専門性と利
便性を追求し、お客様の「cure（キュア：治す）」「care
（ケア：整える）」「fine（ファイン：ゲンキ・キレイ）」をワ
ンストップで解決できる拠点づくりを進めております。

●	生活習慣病などの予防
●		H＆BC（ヘルス＆ビューティ
ケア）に関するアンチエイ
ジング提案

2019年3月期
小売・卸売売上高

3,386
億円

登録
販売者薬剤師 栄養士 薬剤師

▶健康の6つのステップ

事業領域

4
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病院・クリニック
調 剤

介護・訪問看護

ココカラファインの
目指す姿

地域のヘルスケア
ネットワークを構築

上の図は、2018年4月入社の新入社員が研
修で作成した「ココカラファインモール」をイメー
ジしたものです。ココカラファインの店舗を中心
に、スポーツジムや託児所、医療機関や介護
施設、さらには衣・食・住すべてにおいて一体
化した「ヘルスケアネットワーク」を構築し、お
年寄りから新生児まで、すべての世代が安心し
て生涯を過ごせる環境を実現することを目指し
ています。それはココカラファインだけの力でで
きることではありません。ヘルス&ビューティの
分野で地域のお客様・患者様のニーズやお悩
み、そのすべてにお応えできるよう、当社が中
心となり地域連携して初めて、「ココカラファイ
ンモール」が実現できるのです。その理想に向
けて、まずはコア事業であるドラッグストア・調
剤薬局が、「いちばん最初に相談できる場所」
でありたいと考えています。

健康の6つのステップをカバーする 幅広いヘルスケアサービスを提供

介 護 終末
医療

介護・訪問看護

サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなど
の居住系介護サービス、デイサービスなどの通所系介
護サービス、在宅介護や訪問看護などの在宅系介
護・看護サービスや介護用品レンタルまで、トータル
に提供しております。利用者様やご家族の方が安心し
て生活できる環境を整え、グループ企業が持つ様々な
サービスや地域の医療機関等と連携を図りながら、利
用者様のQuality�of�Lifeの向上を支援しております。

●	在宅介護　　
●	訪問看護
●	施設介護

●		介護用品	
レンタル 2019年3月期

介護売上高

31
億円ケア

マネージャー
理学

療法士看護師

患者様

Business Area

5
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ココカラファイングループのコア事業であるドラッグストア事業を手がけるのが、株式会社ココカラファインヘルスケアと
株式会社岩崎宏健堂。全国に約1,300店舗の拠点を持ち、業界トップクラスの店舗数を活かし、スケールメリットを最大限
に発揮するとともに、エリアに密着したきめ細
かなマーチャンダイジングを展開することで、
さらなる事業基盤の増強を図っております。「ア
クセス（いつでも・どこでも・どなたでも）」と
「サービス（お客様のご要望に応える）」を提供
することで、お客様に満足していただけるよう
な店舗づくりを目指しています。

1,300店舗を展開する業界有数の事業基盤

ドラッグストア事業

セイジョー、ドラッグセガミ、ジップドラッグ、ライ
フォート、スズラン薬局と子会社である岩崎宏健堂など、
元々地域に密着して営業してきたドラッグストア各社が、
「人々のココロとカラダの健康を追求し、地域社会に貢献
する」という経営理念のもとに集まり、より大きなシナジー
を生み出しています。また、ブランディング向上に向けて、
ココカラファイン看板へのリニューアルも同時に進めてい
ます。

ココカラファイングループは、個々のお客様に必要とさ
れる店舗を目指し、地域に密着した店舗づくりを進めてい
ます。全国の店舗を「都市型」、「商店街型」、「住宅地型」、
「郊外型」と4つのクラスターに分類し、地域の特性に根
差したマーチャンダイジングやレイアウト、オペレーション
の最適化モデルを構築し、それぞれの形態に合わせたき
め細かな販売促進や品揃えを実現する取り組みを進めて
います。

各地で根付いてきたドラッグストアが一丸となって全国展開

来店者ニーズに応える地域密着型の店舗運営
●❶都市型

●❸住宅地型 ●❹郊外型

●❷商店街型

店街
商

短時間で
利便性が高い

「クイック&専門性」

車で来店する
ファミリー層向けの

「ワンストップ
ショッピング」

若い世代向けの
「情報発信型ショップ」

主に主婦層向けの
「生活密着型専門店」

事業紹介

事業内容 ●		一般用医薬品を中心に、健康・美容に関する商品の販売

6
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ココカラファイングループの特長は、豊富な専門知識に裏付けられ
た接客販売に重点を置いた付加価値の高いサービスを提供している
ことにあります。その仕組みとして「ココカラヘルスキャンペーン」
と銘打ち、従業員自らが研修などで健康に対する知識を深め、その
知識をお客様・患者様に提供するという活動を推進しています。そ
の活動が認められ、「健康経営優良法人�2019（ホワイト�500）」に
認定されました。ヘルス＆ビューティケア関連商品を中心に、幅広い
品揃えとおもてなしでお客様のニーズにお応えしており、低価格志
向のドラッグストアとは一線を画しております。

専門的な知識でのカウンセリングに強みを持つグループの特長を活
かし、お客様のお悩みやニーズに応えるPB商品を開発することで、
競合他社との差別化を図っております。お客様の肌のお悩みを受け、
特許技術を持つ九州大学と産学連携で開発し、累計140万個を超
える販売実績を誇る化粧品「VIVCOシリーズ」や、界面活性剤フ
リーの化粧品「ディアパーフェクトシリーズ」など高付加価値の商品
開発を進めています。

スマートフォンやタブレット型端末など、多種多様のデジタル環境に
対応したタッチポイントを整備しています。当社のECサイト「ココカ
ラクラブ」で購入した商品を近隣の店舗で受け取ることができる「店
舗受取サービス」や、アマゾンプライムナウへの出店など、お客様
の利便性を高めるサービスを提供しています。また、公式アプリ会
員に向けたより効果的な販売促進や情報提供など、お客様に寄り添
うOne�to�Oneマーケティングを進めています。

2013年4月に発行を開始した会員カード「ココカラクラブカード」は、
ポイント機能だけではなく、世界中のVISA加盟店で利用できるプリ
ペイド機能を兼ね備えています。お客様に「ロイヤルカスタマー」に
なっていただくために、購入内容に応じた各種サービスの提供や、
お客様のライフスタイルに合わせた様々なアプローチを可能にし、
お客様の満足度向上と販売促進戦略を同時に叶えるカードとなって
おります。

特長

3

特長

2

特長

4

専門性の高いスタッフの育成

ニーズに応えるPB商品を展開

Webサイト・アプリなどITの効果的活用

世界中で利用できるプリペイド機能を備えたカード

特長

1

事業の特長

Business Outline

7

010_7091332021907.indd   7 2019/07/11   13:56:01



セルフメディケーション時代を支える「健康サポート薬局」を目指し、
調剤専門店はもちろん、ドラッグストアに調剤薬局を併設した「ドラッ
グ＆調剤」店舗の出店や、在宅で療養される患者様への調剤サービ
ス、ジェネリック医薬品の使用提案や拠点数の拡大、24時間対応な
どへの取り組みもいっそう強化する方針です。当社の調剤薬局は、単
に調剤サービスを提供するだけではなく、健康増進に役立つ物品の販
売、検体測定室の設置や健康相談会の実施などを通じて、処方せん
がなくても気軽に立ち寄れる薬局として、患者様に対し様々な価値を
提供してまいります。

ココカラファイングループは、医薬分業時代の本格的な到来を見越
して、ドラッグストア業界でもいち早く調剤事業に取り組んでまいりまし
た。長い年月をかけて安全・確実な調剤サービスを提供してきた結果、
調剤報酬はドラッグストア業界でもトップクラスの実績を誇っておりま
す。高齢化が進む中で、調剤薬局に求められる機能は多様化していま
す。当社が目指す「ヘルスケアネットワークの構築」の起点となるべく、
患者様・お客様の最初の窓口となるような薬局づくりをしています。

調剤事業

当社は、地域の皆様のQuality�of�Life向上
に貢献できる企業となるべく、認知症・糖尿
病・がん患者様個々へのサポートができる専門
薬剤師・専門スタッフを育成し、地域の医療や
介護など幅広い関連業界とのヘルスケアネット
ワークの構築を推進しております。その強みを
活かし、より専門的な知識を要する敷地内薬
局への出店を進めております。医薬品や日用
品の販売もあり、当社のスケールメリットを活
かした敷地内薬局の展開を進めてまいります。

ヘルスケアネットワークの一翼を担う

専門的な知識を要する敷地内調剤薬局への取り組み

●  健康サポート薬局 
店舗数

2018年
3月末

6店舗

2019年
3月末

26店舗

2022年
目標

100店舗

地域密着の健康サポート薬局づくりを推進

事業紹介

事業内容 ●		医師の処方せんに基づく調剤および医薬品等の販売
ドラッグストア薬局
ランキング※

健康サポート薬局数

第1位
調剤報酬額、

調剤事業売上比率とも
業界トップクラス

※出典：ドラッグマガジン2019年7月号

8
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事業の特長

薬剤師が患者様のご自宅に訪問し、薬の説明や服薬指導等を
行う在宅調剤。医師や看護師と連携を取りながら、患者様の服
薬状況を把握し適切なアドバイスや残薬管理などを行います。コ
コカラファイングループでは、全国200拠点以上で在宅調剤に
対応。地域の病院や介護施設などと連携し、誰もが生まれ育っ
た場所で健やかに暮らし続けるためのお手伝いをしています。

地域医療と連携した「在宅調剤」に注力特長

3

患者様に合わせたサポートができる
専門薬剤師・専門スタッフ

特長

1
ココカラファイングループの薬剤師は、専門的な社内研修やe-
ラーニングを利用し研鑚に努めています。特に糖尿病対策に注
力しており、糖尿病サポーター研修では、専門家による研修を
複数回実施し、修了したスタッフは「糖尿病サポーター」のバッ
ジをつけて接客し、糖尿病の薬物治療の相談をはじめ、食後高
血糖のリスクや糖尿病予防・合併症予防の啓発活動を、地域や
店舗で積極的に行っています。

Business Outline

特長

2 全国すべての薬局で利用できる「ココカラファインお薬手帳ア
プリ」をリリースしています。処方せんをスマートフォンで撮影し、
画像をお好きな薬局へ送信して予約。お薬ができたらアプリを
通じて連絡が届くので、時間を無駄にせずお薬が受け取れま
す。また、ドラッグストア企業では初の試みとして、福岡県福
岡市にて「国家戦略特別区域法を活用した遠隔服薬指導事業」
の事業登録者の認可を受け、遠隔服薬指導を開始。患者様の
利便性向上のため、新しい技術を積極的に取り入れています。

ICTの活用や新しい取り組みへの参画

特長

4 ココカラファイングループ全国約300店舗
の調剤薬局で、定期的に健康相談会や骨
の健康チェックなど様々な無料健康イベント
を年間でおよそ1,000回以上実施していま
す。薬局内に自由に利用できる測定器具を
設置している店舗もあり、地域の皆様の健
康への意識づけの機会となっております。

調剤サービスにとどまらない付加価値の提供

9
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病院での入院期間が短くなり、通院治療や在宅療養が求められる時代。誰もが自宅で安心して暮らせるよう、グルー
プに所属する薬剤師・看護師・ケアマネージャー・理学療法士・作業療法士・介護福祉士が互いに協働し、さらに地域の
医療機関や訪問医、地域包括支援センターなどとの連携を図ることで、質の高いチーム医療・介護を提供しています。㈱
ファインケアでは、居宅介護サービスや機能訓練型デイサービスを併設した訪問看護ステーション、医療連携が充実した
サービス付き高齢者向け住宅など、利用者様・ご家族様のニーズに応える質の高いケアを提供しています。2017年には
㈱愛安住がグループに加わり、福祉用具の販売・レンタルや住宅改修など、さらに広範囲の介護サービスの提供が可能
となりました。

中国をはじめとする東アジアでは、経済成長とともに所得も増加傾向にある
ことから、今後、日本製品市場の拡大が見込まれます。当社では、さらなる成
長が期待される東アジアへの事業展開を積極的に進めております。現在は、中
国やタイにおいても輸出入事業を展開しており、各地域の拠点が連携しながら、
アジア地域でのココカラファインの存在感を高めてまいります。

ダイバーシティの考えのもと、それぞれの人材が持っている能力を発揮できる雇用環境を整備し、一人ひとりのワークラ
イフバランスの実現を図っております。資格者（薬剤師・登録販売者）の派遣や様々な業務受託を通して、グループの店舗
運営及び事務業務をサポートしています。障がい者雇用
については、特例子会社を設立し、安心して就労できる
環境と可能性を十分に発揮できる就労機会を確保するこ
とで、社会の要望・期待に応えております。

介護・訪問看護事業

海外事業

人材活用事業

大きな成長が期待される東アジア地域への卸売（輸出入）事業の推進

多様な人材の活躍を推進しコア事業の持続的成長をサポート

事業内容 ●		介護及び訪問看護に関するサービスの提供

事業内容 ●		海外での店舗展開と日本商品、海外商品の輸出入事業及び販促

事業内容 ●		多様な人材の雇用及び新規事業

高齢社会の大きな課題である「在宅医療の受皿構築」に向けて事業拡大

事業紹介 Business Outline

10
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　当社は「お客様に充実した日々の生活を送っていただけるよう、商品やサービスの品質を追求し続ける」と
いう品質方針のもと、高い品質のPB（プライベートブランド）の製造販売を目指しています。2019年5月、常に良質な商品
を安定して供給できる環境を整えている企業として、品質マネジメントシステム（Quality Management System）の国際
規格「ISO9001（PB商品の開発・生産・管理）」の認証を取得しました。

日本の小売業で初となるプライベートブランドの
品質マネジメントシステムで｢ISO 9001｣認証取得

CSR

当社は、お客様、株主様、お取引先様、従業

員、地域社会など様々なステークホルダーの

皆様に対して、「⼈々のココロとカラダの健康

を追求し、地域社会に貢献する」という経営

理念、および「おもてなしNo.1になる」という

コーポレートスローガンに基づき事業活動を

営むことが、経営およびCSR活動の基本であ

ると考えています。事業活動の中で、国連に

よる「持続可能な開発目標（SDGs）」の採択に

基づき、社会が抱える課題解決への、更なる

貢献を目指しています。

Sココカラファインが目指すSDGs
これから2024年までに取り組む事

ココカラファインのCSR

　2020年3月、ココカラファインのグループ会社すべてで「健康経営優良法人
2020」に認定されました。2017年より、会社全体で従業員へ向けた健康増進の取

り組みを実施。まずは全従業員が正しい知識と対処法を身につけて自身や家族の健康増進に努め、正しい知識
や情報を店頭でお客様にお伝えしていくという地域の健康増進をサポートする企業活動が認められました。

「健康経営優良法人2020」に認定

　東京都は、すべての人が平等に社会参加できる環境について考え行動する「心のバリアフ
リー」について、意識啓発等の活動に積極的に取り組む企業を、「心のバリアフリー」サポート企

業として登録しています。当社の子会社である株式会社ココカラファイン ソレイユ、株式会社ココカラファイ
ン アソシエの取り組みが認められ、「心のバリアフリー」サポート企業として登録されました。

障がい者の就労支援を通じて社会に貢献しています
〜株式会社ココカラファイン ソレイユ、株式会社ココカラファイン アソシエ〜
　特例子会社※ココカラファイン ソレイユでは、店舗の清掃業務や期限チェックなどの業務のサポートをし
ています。ココカラファイン アソシエでは、店舗支援事業として高齢の継続雇用者をリーダーに据え、店舗での早朝品出作業など
を行い、店舗スタッフが接客に集中できるようサポートしています。また、大阪市中央区に「障がい者就労移行支援事業所」を開設。
障がいのある方の就労を支援する事業も行っています。
※親会社が、障がい者の雇用の促進および安定を図るため、障がい者の雇用に特別の配慮をし、設立した子会社のこと。

就労支援事業についてはこちら▶ https://associe.cocokarafine.co.jp/support/

東京都「心のバリアフリー」サポート企業に登録されました
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　2019年8月16日に「経営統合に向けた協議開始に関する覚書締結のお知らせ」

を発表し、株式会社マツモトキヨシホールディングスと経営統合の実現に向けて検

討・協議を進めてきました。その結果、地域のお客様の美容と健康の増進、生活の

充実に最大の価値を置くという共通の理念や、お互いの目指す方向性が一致する

ことから、2020年1月31日に経営統合に関する基本合意書及び経営統合に向け

た資本業務提携契約を締結しました。両社の持つ強みを生かしながら、国内で売

上高１兆円・3,000店舗の規模を有する社会・生活のインフラ企業となり、将来的に

「美と健康の分野でアジアNo.1」となることを目指していきます。

マツモトキヨシホールディングスとの経営統合に向けて
日本最大のドラッグストアグループへ

社　名 株式会社マツモトキヨシホールディングス

本店所在地 千葉県松戸市新松戸東9番地1

設　立 2007年10月1日

資本金 22,051百万円

1TO
PI

CS

　当社は、「人々のココロとカラダの健康を追求し、地域社会に貢献する」という経営理念の実現を目指し、積極的なＭ＆Ａに

よって、ドラッグストア事業と調剤薬局事業の拡充を進めています。2019年10月に北海道で5店舗の調剤薬局を運営する有限会社フラ

イト、熊本県で調剤薬局5店舗・調剤併設ドラッグストア1店舗を運営する株式会社福永薬局を子会社化。2020年1月には、神奈川県で

調剤薬局2店舗を運営する有限会社薬宝商事を子会社化いたしました。今後も、地域におけるヘルスケアネットワーク構築の推進に向

けて、地域の既存店舗との連携を図りながら、積極的にM&Aを進めていきます。

積極的にM&Aを実施2TO
PI

CS

　お客様の利便性向上の一環として、店舗でのクレジット・電子マ

ネー・ギフト券など、様々な決済手段に対応しています。VISAプリペイド機能が備わっている「ココカラクラブカード」を筆頭に、2019年

5月に日本国内で利用者の多い「PayPay」の取り扱いを開始。さらに2019年12月には6種のバーコード決済を追加しました。また、

2019年10月には楽天ペイメント株式会社が運営する「楽天ポイントカード」や、2020年7月には株式会社NTTドコモが運営する「ｄポ

イント」が利用可能に。店舗にてどのポイントを付与するかを選択することができるようになりました。

多様化する決済手段に対応
お買い物がますます便利に！5TO

PI
CS

　かねてより業務提携しているエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社との合弁会社「株

式会社CFIZ（シーエフアイゼット）」を2020年4月1日に設立し、連結子会社といたしまし

た。4月4日に1号店となる「ココカラファイン+イズミヤ洛北阪急スクエア店」がオープン。

エイチ・ツー・オー リテイリングの子会社であるイズミヤ株式会社が持つ「様々な生活シー

ンに対応できる品揃え」に加え、ココカラファインの 「ヘルス＆ビューティでの専門性を活か

した売り場づくり」により、お客様の生活に寄り添った店舗を目指していきます。

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社との合弁会社
「株式会社CFIZ」を設立、連結子会社に3TO

PI
CS

　2019年10月、サプライチェーンマネジメント実現に向けて、物流機能子会社「株式会社

ココカラファイン フリュアヴァンス」を設立しました。外部環境による物流コスト増加への

対応や、更なる物流効率化を推進していきます。今後も2017年に始動した所沢物流セン

ターを始めとして、物流自社化を進めていきます。

物流効率向上のため、
株式会社ココカラファイン フリュアヴァンスを設立4TO

PI
CS

TOPICS
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㈱ココカラファイン

㈱ココカラファイン ヘルスケア

会 社 概 要

CORPORATE
PROFILE

名 称 株式会社ココカラファイン
事 業 内 容 ドラッグストア・調剤薬局および介護事業の運営を行うグループ会社の経営計画・管理ならびにそれに付随する業務
本 社 所 在 地 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6 イノテックビル　Tel. 045-548-5929
設 立 日 2008年4月1日
資 本 金 20,184百万円
役 員 代 表 取 締 役 社 長

取 締 役 副 社 長
取 締 役

塚 本 　 厚 志
山 本 　 　 剛
渡 辺 　 玲 一

社 外 取 締 役
社 外 取 締 役
社外取締役（常勤監査等委員）

谷 間 　 　 真
河 合 　 順 子
坂 本 　 　 朗

社外取締役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）

鳥 居 　 　 明
橋 本 　 　 学

主な連結子会社 ● 株式会社ココカラファイン ヘルスケア 
 〒222-0033 
 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6 
 イノテックビル
 Tel. 045-548-5996
● 株式会社岩崎宏健堂 
 〒745-0882 
 山口県周南市下一の井手5636-5
 Tel. 0834-22-8980
● 株式会社CFIZ 
 〒542-0081 
 大阪府大阪市中央区南船場2-7-30
 船場STビル
 Tel. 06-6265-0125
● 株式会社小石川薬局 
 〒160-0023
 東京都新宿区西新宿一丁目西口地下街1号
● 株式会社ファインケア 
 〒336-0025 
 埼玉県さいたま市南区文蔵2-2-1 
 デイリーケアセイジョー 南浦和西口店2階
 Tel. 048-710-6750

● 株式会社愛安住 
 〒518-0033 
 三重県伊賀市大野木2112番地28
 Tel. 0595-20-1781
● 株式会社ココカラファイン アソシエ 
 〒183-0045 
 東京都府中市美好町2-12-2
 Tel. 042-402-5186
● 株式会社ココカラファイン ソレイユ 
 〒183-0045 
 東京都府中市美好町2-12-2
 Tel. 042-402-6158
● 株式会社シーエフエナジー 
 〒222-0033
 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6
 イノテックビル
 Tel. 045-548-5255
● 株式会社ココカラファイン フリュアヴァンス 
 〒222-0033 
 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6
 イノテックビル
 Tel. 045-548-5466

組 織 図

取締役会 監査等委員会

グループ経営会議

株主総会

社長
内部監査室 経営戦略室

海外事業部 人事部財務部 ＩＴ・物流開発部 コンプライアンス統括部 総務部

管理本部

株主総会
監査役

（2020年4月1日現在）

取締役会

社長

商品開発提携推進部店舗開発部

ドラッグ事業本部

商品・店舗企画部 店舗運営部

調剤事業本部

指名・報酬諮問委員会
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国内

海外
・BJC & CF(Thailand)Co., Ltd.
  （合弁会社）タイ　Bangkok
・BJC & CF(Thailand)Co., Ltd.
  （合弁会社）タイ　Bangkok

・その他東アジア地域を中心に
   商品供給事業を展開
・その他東アジア地域を中心に
   商品供給事業を展開

北海道・
東北地区
計40店

事業展開エリア
※店舗数は2020年3月31日現在

2008年  4月 セガミメディクス（株）と（株）セイジョーが
経営統合し、株式移転により（株）ココカラ
ファインホールディングスを設立。

2010年10月（株）アライドハーツ・ホールディングスと合
併し、（株）ココカラファインへ商号変更。本
社を神奈川県横浜市へ移転。

2012年11月 新潟県を中心とする甲信越・東北エリアで
ドラッグストア・調剤事業を展開する（株）コ
ダマの全株式を取得、子会社化。

2013年  4月 子会社の（株）セイジョー、セガミメディクス
（株）、（株）ジップドラッグ、（株）ライフォート、
（株）スズラン薬局、（有）メディカルインデッ
クスの6社が合併し、（株）ココカラファイン
ヘルスケアが誕生。

2013年11月（株）岩崎宏健堂の全株式を取得、子会社化。
2014年12月 障がいのある方々の雇用機会拡大を目的と

した子会社（株）ココカラファイン ソレイユ
を設立。

2017年  9月 三重県で福祉用具の販売・レンタル、住宅
改修等を展開する（株）愛安住の株式を取
得、子会社化。

中国地区
計127店

四国地区
計18店

関西地区
計397店

関東・
甲信越地区
計455店

九州・沖縄
地区

計101店

（百万円）

2019/32017/3

390,963377,203 400,559

2018/3

403,875

2020/3

医薬品
31.8％

化粧品
29.1％健康食品

2.8％

衛生品
11.7％

日用雑貨
13.6％

食品 11.0％

一般用
医薬品
14.2％調剤

17.7％

（百万円）

2019/3

16,019

2017/3 2018/3

12,507

2020/3

15,233 15,626

沿  革

業績ハイライト
売上高 商品分類別売上高構成比（2020/3）経常利益

■ 店舗数（店）■うち調剤取り扱い店舗数（店）

271271

1,3221,322

2018/3

249249

1,3041,304

2017/3

292292

1,3541,354

2019/3

314314

1,3451,345

2020/3

店舗数（期末店舗数）

2018年  1月 スーパーマーケット、ドラッグストア、ホーム
センターなどを展開する（株）バローホール
ディングスと業務提携。

2018年  4月 生活習慣病の重症化予防サービスを開発・
運営するメドケア（株）と資本提携。

2018年  9月 グループ企業へ電力販売を行う子会社
（株）シーエフエナジーを設立。

2019年  2月 調剤薬局を運営する（株）小石川薬局を子
会社化。

2019年  5月 エイチ・ツー・オー リテイリング（株）と業務
提携。

2019年10月 グループ内の物流機能子会社として、（株）
ココカラファイン フリュアヴァンスを設立。

2020年  1月（株）マツモトキヨシホールディングスと経営
統合に関する基本合意書及び経営統合に
向けた資本業務提携契約を締結。

2020年  4月 エイチ・ツー・オー リテイリング（株）との合
弁会社（株）CFIZを設立し、連結子会社に。

計207店

東海・
北陸地区
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●株式会社ココカラファイン ヘルスケア
●株式会社岩崎宏健堂
●株式会社小石川薬局

●株式会社ココカラファイン アソシエ
●株式会社ココカラファイン ソレイユ
●株式会社シーエフエナジー

●株式会社ファインケア
●株式会社愛安住

（株）ココカラファイン 持株会社
ココカラファイングループ

人々のココロとカラダの健康を追求し、
地域社会に貢献する

経営理念

「おもてなしNo.1」になる
コーポレートスローガン

● 地域におけるヘルスケアネットワークを構築する
● 社会に必要とされる優れた人財を育成する

ミッション（社会的使命）

ドラッグストア事業・調剤事業 介護・訪問看護事業 その他事業

プロフィール Profile 

「いきいきとした」「親しみのある」「心地よい」の
3つを基本に、ブランドロゴデザインを開発しま
した。心地よい安心感を与えるブランドカラー「C
コーラル」で表現されたシンボルマーク「Cコロン」
は、ブランドの頭文字の「C」と、“すなわち”を
あらわす「：（コロン）」の組み合わせで構成。また、
「C」と「：」の間に見える白十字は、医薬品を
取り扱う企業として、お客様に約束する安心・安
全・信頼を表しています。

ロゴマークについて

「皆様のココロとカラダをゲンキにしたい」、この
想いからココカラファインというブランドが誕生し
ました。また、英文のCOCOKARAの「COCO」
には、様々なステークホルダーの方々と「ともに
（Co-Work)」新しいことに挑戦し、「ここから始
まる」という意味も含んでいます。

ブランドの由来

「ココカラファインがコンシェルジュのようにおもてなしをします！」
という想いで誕生いたしました。

イメージキャラクター

ココシエル

ハート型の髪型
お客様への愛♥

大きな耳
お客様の

お話をしっかり
聞きます！

大きく広げた
ハート型の腕
悩みや相談ごとを
受けとめます！

蝶ネクタイ
コンシェルジュのように
お客様の相談ごとに
適切にお応えします！
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●スマートフォン向け公式アプリ

●お薬手帳アプリ

アプリ限定クーポンや
キャンペーン情報をゲット！

iPhone®用 AndroidTM用

ココカラファイン・アプリのご案内

090_7091332021907.indd   2 2019/07/01   14:52:55H1-4_7091332021907.indd   3 2019/07/17   10:53:22



会社案内
Corporate Profile人々のココロとカラダの

健康を追求し、
地域社会に貢献する

証券コード：3098

●スマートフォン向け公式アプリ

●お薬手帳アプリ

アプリ限定クーポンや
キャンペーン情報をゲット！

iPhone®用AndroidTM用

ココカラファイン・アプリのご案内
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