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あらたグループは、日用雑貨・化粧品カテゴリーで 
日本最大級の卸商社です。

商品・情報を
仕入れ

あらたの事業概要

グループ会社

社名　Company Name 事業内容　Business

● ジャペル株式会社  ペット関連商品の卸売業
● ジャペルパートナーシップサービス株式会社  ペット関連商品の小売業および美容業務、フランチャイズ加盟店の募集業務等
● ペットライブラリー株式会社  愛玩動物およびペットフード・ペット用品の販売、ペット美容、ペットホテル、ペット保険関連業務
● モビィ株式会社 ペット関連品輸出入
● 株式会社インストアマーケティング  店頭管理会社
● 株式会社リビングあらた  家庭用雑貨の卸売業
● 凱饒泰（上海）貿易有限公司  日用品・化粧品・ペット関係・家庭用品の卸売および輸出入販売、その他関連サービス
● JAPELL（HONG KONG）CO., LIMITED  ペット関連商品の小売業、卸販売および輸出入販売、その他関連サービス
● ARATA（THAILAND）CO., LTD.  タイ王国における卸売業
● SIAM ARATA CO., LTD.  タイ王国における卸売業
● 株式会社電通リテールマーケティング  フィールドサポートのサービス業
● アサヒ化粧品販売株式会社 化粧品および香料石鹸・歯磨・飲食品・繊維製品・雑貨の卸販売

営業 物流

あらたグループ

商品・情報・
営業力を提供
ドラッグストア
ホームセンター
ネットショップ　など

取扱商品
ヘルス＆ビューティー／
ハウスホールド／
ホームケア／家庭用品
紙製品／ペット用品

情報活用
いま、どこで何が
売れているか？
これから

何が売れるか？

店頭での活動
買いたい商品が
すぐ手に取れる
店頭管理

メーカー 小売業

消費者

自社商品開発 eコマース拡大

店頭管理・販促活動 商品供給、在庫・配送効率化

情報の一元管理

全国のメーカー様・小売業様との取引情報をもとに、営業・物流機能を通じ、

卸としてのソリューションを提供しています。

「モノ・コト・ココロをつなぐ中間流通業」を目指し、

成長戦略にも注力しています。

仕入 商品

情報 情報
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● 会社概要
商号 株式会社あらた
本社 〒135-0016 東京都江東区東陽六丁目3番2号 イースト21タワー
設立 2002年（平成14年）4月1日
資本金 8,568百万円（2019年3月末）
上場取引所 東京証券取引所（証券コード：2733）
株主名簿管理人および 
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

従業員数 2,061人（連結3,016人）
WEBサイト http://www.arata-gr.jp/

● 役員一覧 （2019年6月26日現在）

取締役会長  畑中伸介
代表取締役社長執行役員 須崎裕明
代表取締役副社長執行役員 管理本部長 鈴木洋一

取締役常務執行役員 ロジスティクス本部長　兼　物流ソリューション部長 小野雄三
取締役常務執行役員 事業開発本部長　兼　開発戦略部長　兼　EC事業部長 振吉高広

取締役専務執行役員 営業本部長 表　利行

取締役 ジャペル(株)代表取締役会長 片岡春樹
社外取締役 青木芳久
社外取締役 石井秀雄

常勤監査役 伊藤幹久
常勤監査役 齊藤武敏
社外監査役 平光　聡
社外監査役 土井　隆

● 沿革
2002年 4月  ダイカ株式会社、伊藤伊株式会社、株式会社サンビックと共同で 

持株会社、株式会社あらたを設立し、ジャスダックに上場。
 9月 株式交換により徳倉株式会社を子会社とする。
2004年 4月 持株会社から事業会社へ移行。
 6月 本店を東京都港区より千葉県船橋市に移転。
 8月 株式交換により株式会社木曾清を子会社とする。
2005年 4月 子会社である株式会社木曾清、株式会社木曾清サービス、株式会社ドルフと合併。
 12月 株式交換によりジャペル株式会社を子会社とする。
2006年 10月 株式会社シスコと合併。
 11月  株式会社電通の100%子会社である株式会社電通テック、日本電気株式会社、大日本印刷株式会社の

 

3社と共同で株式会社電通リテールマーケティングを設立。
2007年 4月 子会社として株式会社インストアマーケティングを設立。
 12月  資本効率の改善および株主様への利益還元を目的として自己株式の取得を行い、

 

公開買付で4,066,750株を取得。
2008年 9月  シーエス薬品株式会社、株式会社サイバーリンクス、日本総合システム株式会社と共同で、

 

棚割用商品情報を配信するサービスを開始。
2010年 3月 株式会社日本アクセス、アルフレッサホールディングス株式会社と業務提携契約を締結。
2011年 3月 東京証券取引所市場第二部に上場。
2012年 2月 子会社として中国上海に凱饒泰(上海)貿易有限公司を設立。
 3月 東京証券取引所市場第一部に指定。
 8月 市野株式会社（現株式会社リビングあらた）の株式を取得し子会社とする。
2013年 10月 子会社としてタイバンコクにARATA（THAILAND）CO., LTD.を設立。
2014年 7月 本店を千葉県船橋市より東京都江東区に移転。
2015年 3月 タイバンコクにサハグループと合弁会社SIAM ARATA CO., LTD.を設立。
2016年 6月 120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行。
2018年 7月 新株式発行、自己株式の処分及び当社株式の売り出し並びに

120%コールオプション条項付第2回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行。
2019年 4月 子会社である株式会社ファッションあらたと合併。
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