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2014年 3月 28日 

各 位 

                         東京都江東区豊洲五丁目 6番 52号 

                         株式会社オートバックスセブン 

                         代表取締役 社長執行役員 湧田 節夫  

                         ［コード番号 9832 東証第一部］ 

                         問い合わせ先 IR･広報部長 椎野 泰成 

                                TEL 03-6219-8787 

 

子会社の店舗譲渡および連結子会社の株式譲渡に関するお知らせ 

 

本日、当社連結子会社の株式会社オートバックス神奈川が運営する 1店舗を、フランチャイズ加盟法

人で当社持分法適用関連会社である株式会社ファナスへ譲渡することを決定しました。 

また、株式会社オートバックス神奈川の全株式を、フランチャイズ加盟法人である株式会社アイエー

に譲渡することについて決定しましたので、下記の通りお知らせします。 

記 

1. 子会社の店舗譲渡および連結子会社の株式譲渡の理由 

当社グループは中期経営計画において、市場シェアと店舗収益率の向上を目指し、さまざまな

施策を展開しています。この度、この一環として東京および神奈川エリアの店舗経営体制を最適

化し、エリア内の競争力を強化させるとともに、経営の効率化を図ります。 

 

2. 店舗譲渡および株式譲渡の内容 

 (1) 店舗譲渡 

当社連結子会社である株式会社オートバックス神奈川が運営する「オートバックス大田馬込

店」（東京都大田区）を、2014年 4月 28日付（予定）で持分法適用関連会社である株式会社 

ファナスに譲渡いたします。 

 

① 店舗を譲渡する子会社の概要                  2014年 3月 28日現在 

(1) 名称 株式会社オートバックス神奈川 

(2) 所在地 神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘 1番 1号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 鳴海 敏満 

(4) 事業内容 カー用品小売（5店舗） 

(5) 資本金 95百万円 

(6) 設立年月日 1998年 10月 

(7) 上場会社と 

   当該会社の関係 

資本関係 当社は当該会社株式の 90.55％を保有してお

ります。 

人的関係 当社の社員 1 名が監査役を兼任しておりま

す。 

取引関係 当社と当該会社の間には、オートバックスフ

ランチャイズ契約、オートバックスカーズフ

ランチャイズ取引基本契約、オートバックス

カーズフランチャイズチェン契約、商品売買

契約を締結しております。 
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(8) 当該会社の最近 3年間の経営成績および財政状態 

決算期 2011年 3月期 2012年 3月期 2013年 3月期 

純資産 868百万円 939百万円 1,030百万円 

総資産 1,269百万円 1,478百万円 1,600百万円 

1株当たり純資産 599,276円 648,452円 711,293円 

売上高 4,137百万円 4,098百万円 3,987百万円 

営業利益 99百万円 140百万円 167百万円 

経常利益 167百万円 172百万円 201百万円 

当期純利益 99百万円 101百万円 122百万円 

1株当たり当期純利益 68,358円 70,176円 84,840円 

1株当たり配当金 21,000円 22,000円 26,000円 

 

    ② 店舗譲渡を受ける法人の概要                 2014年 3月 28日現在 

(1) 名称 株式会社ファナス 

(2) 所在地 東京都港区東新橋二丁目 2番 9号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役会長 越田 亮三 

代表取締役社長 浜田 清隆 

(4) 事業内容 カー用品小売（4店舗） 

(5) 資本金 2億円 

(6) 設立年月日 2002年 10月 

(7) 上場会社と 

   当該会社の関係 

資本関係 当社は当該会社株式の25.0％を保有してお

ります。 

人的関係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的

関係はありません。 

取引関係 当社と当該会社の間には、オートバックスフ

ランチャイズチェン契約、オートバックスカ

ーズフランチャイズ取引基本契約、オートバ

ックスカーズフランチャイズチェン契約、商

品売買契約を締結しております。 

関連当事者への

該当状況 

当該会社は、当社の持分法適用関連会社であ

り、関連当事者に該当します。 

※ 大株主及び持株比率、財政状態については、譲渡先との合意により記載しておりません。 

※ 譲渡価額は双方の話し合いにより決定しております。なお、譲渡価額については、譲渡先 

     との合意により記載しておりません。 

 

   ③ 日程（予定） 

(1) 決定日※ 2014年 3月 28日 

(2) 店舗譲渡契約締結日 2014年 4月 28日（予定） 

(3) 事業譲渡日 2014年 4月 28日（予定） 

※ 両社の取締役会における決定日であります。 

 

④ 今後の見通し 

当該店舗の譲渡による今期の当社連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

(2）株式譲渡 

当社連結子会社である株式会社オートバックス神奈川の全株式を、2014年 5月 1日付（予定）

でフランチャイズチェン加盟法人である株式会社アイエーに譲渡いたします。 

 

① 株式を譲渡する子会社 

株式会社オートバックス神奈川 
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② 株式譲渡を受ける法人の概要                 2013年 3月 31日現在 

(1) 名称 株式会社アイエー 

(2) 所在地 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 545番地 3 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小熊 孝 

(4) 事業内容 カー用品小売（28店舗） 

(5) 資本金 3億円 

(6) 設立年月日 2008年 4月 

(7)  売上高 198億 63百万円 

(8) 純資産 34億 85百万円 

(9)  総資産 74億 83百万円 

(10) 大株主及び持株比率 アイエーグループ株式会社 100％ 

(11) 上場会社と 

   当該会社の関係 

資本関係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本

関係はありません。 

人的関係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的

関係はありません。 

取引関係 当社と当該会社の間には、オートバックスフ

ランチャイズ契約、オートバックスカーズフ

ランチャイズ取引基本契約、オートバックス

カーズフランチャイズチェン契約、商品売買

契約を締結しております。 

関連当事者への

該当状況 

当該会社は、当社の関連当事者に該当しませ

ん。 

※ 店舗数は 2014年 2月 28日現在のものです。 

 

③ 譲渡株式数、譲渡価額および譲渡前後の所有株式の状況 

(1) 異動前の所有株式数 

 

 

1,449株 

（議決権の数：1,449個） 

（所有割合：100％）※ 

(2) 譲渡株式数 

 

 

1,449株 

（議決権の数：1,449個） 

（所有割合：100％） 

(3) 譲渡価額 株式会社オートバックス神奈川の普通株式  

1,490百万円（予定） 

(4) 異動後の所有株式数 

 

 

0株 

（議決権の数：0個） 

（所有割合：0％） 

※ 2014年 3月 28日現在、株式所有割合 90.55％ですが、株式譲渡契約日までに所有割合 100％

となる予定です。 

 

④ 日程（予定） 

(1) 決定日※ 2014年 3月 28日 

(2) 株式譲渡契約締結日 2014年 4月 25日（予定） 

(3) 株式譲渡日 2014年 5月 1日（予定） 

※ 両社の取締役会における決定日であります。 

 

⑤ 今後の見通し 

当該株式の譲渡による今期の当社連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

以上 


