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２０１３年２月１４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・大証第一部］ 

                         問い合わせ先  

                         ＩＲ・広報部  椎野 泰成 

                         ＴＥＬ ０３－６２１９－８７８７ 

 

直営店舗の譲渡および連結子会社の合併に関するお知らせ 

 

本日、当社が運営する直営店舗を、当社連結子会社の株式会社北摂オートバックスへ 2 店舗、同じく  

当社連結子会社の株式会社オートバックス和泉へ 2店舗、それぞれ譲渡することを決定しましたのでお知

らせします。 

また、四国エリアの当社連結子会社である株式会社プリンスオートと株式会社南予オートサービス、 

株式会社オートバックス高知と株式会社大洋をそれぞれ合併することを、連結子会社各社の取締役会にて

決定しましたので、下記の通りお知らせします。 

記 

１．直営店舗の店舗譲渡および連結子会社の合併の理由 

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、この一環として関西エリアおよび四国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．店舗譲渡および経営統合の内容 

 （１）当社が運営する「スーパーオートバックス・豊中庄内」（大阪府豊中市）「オートバックス 

・千里丘店」（大阪府摂津市）の 2 店舗を当社連結子会社の株式会社北摂オートバックスへ、   

「スーパーオートバックス 43 道意店」（兵庫県尼崎市）「オートバックス出入橋店」（大阪

府大阪市）の 2 店舗を当社連結子会社の株式会社オートバックス和泉へ、2013 年 4 月 1 日付  

（予定）でそれぞれ譲渡いたします。 

 

①店舗譲渡を受ける子会社の概要               ２０１３年１月３１日現在 

（１）名称 株式会社北摂オートバックス 

（２）所在地 大阪府高槻市大塚町一丁目２番６号 

（３）代表者の 

   役職・氏名 

代表取締役社長 堀口 博史 

（４）事業内容 カー用品小売（５店舗） 

（５）資本金 ９，６００万円 

（６）設立年月日 １９９８年１０月８日 

（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９９．８％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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 関連当事者への

該当状況 

当該会社は、当社の連結子会社であり、当社の

関連当事者に該当します。 

  ※当該子会社の経営成績及び財政状態につきましては、非開示とさせていただきます。 

    ※譲渡価額は双方の合議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。 

 

②店舗譲渡を受ける法人の概要                ２０１３年１月３１日現在 

（１）名称 株式会社オートバックス和泉 

（２）所在地 大阪府堺市西区浜寺船尾町西二丁３５６番地 

（３）代表者の 

   役職・氏名 

代表取締役社長 藤井 弘幸 

（４）事業内容 カー用品小売（６店舗） 

（５）資本金 ８，５６０万円 

（６）設立年月日 １９９９年７月３０日 

（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８５．１％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。 

関連当事者への

該当状況 

当該会社は、当社の連結子会社であり、当社の

関連当事者に該当します。 

    ※当該子会社の経営成績及び財政状態につきましては、非開示とさせていただきます。 

    ※譲渡価額は双方の合議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※ ２０１３年２月１４日 

（２）店舗譲渡契約締結日 ２０１３年３月３１日（予定） 

（３）事業譲渡日 ２０１３年４月 １日（予定） 

※ 当社と連結子会社各社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）当社連結子会社の株式会社プリンスオートと当社連結子会社の株式会社南予オートサービス 

     が合併することを、連結子会社両社の株主総会にて決定いたしました。なお、本合併は、連結

子会社間の合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。 

      

①合併の要旨 

 合併承認取締役会（両当事会社）：２０１３年２月１４日 

合併承認株主総会（両当事会社）：２０１３年２月１４日 

      実施予定日（効力発生日）   ：２０１３年４月 １日（予定） 

 

②合併方式 

株式会社プリンスオートを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社南予オートサービスは

解散します。 
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③合併に係る割当ての内容 

            株式会社プリンスオート 

(存続会社) 

株式会社南予オートサービス 

(消滅会社) 

当該合併に係る 

割当ての内容 
１．００ ０.７２ 

 

④消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

      当該事項はありません。 

 

⑤合併当事会社の概要                   ２０１３年１月３１日現在 

 存続会社 消滅会社 

(1)名称 株式会社プリンスオート 株式会社南予オートサービス 

(2)所在地 愛媛県西条市下島山甲１３６９

番地１ 

愛媛県大洲市新谷乙４３０番地１ 

(3)代表者の 

 役職・氏名 

代表取締役社長 古川 浩幸 代表取締役社長 古川 浩幸 

(4)事業内容 カー用品小売（３店舗） カー用品小売（５店舗） 

(5)資本金 ５，０００万円 １億円 

(6)設立年月日 １９８５年１月１７日 １９９５年７月２７日 

(7)発行済株式数 １，０００株 ２，０００株 

(8)決算期 ３月３１日 ３月３１日 

(9)大株主及び 

 持株比率 

株式会社オートバックスセブン 

         ９８．８％ 

株式会社オートバックスセブン 

          １００％ 

      

⑥合併後の状況（予定） 

      吸収合併存続会社 

(1)名称 株式会社オートバックス愛媛（仮称） 

(2)所在地 愛媛県西条市下島山甲１３６９番地１ 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 古川 浩幸 

(4)事業内容 カー用品小売（８店舗） 

(5)資本金 １億円 

(6)決算期 ３月３１日 

(7)大株主及び持株比率 株式会社オートバックスセブン ９９．５％ 

 

⑦今後の見通し 

      本合併は、当社連結子会社同士の合併であるため、今期の当社連結業績に与える影響は軽微

であります。 

 

 

（３）当社連結子会社の株式会社オートバックス高知と当社連結子会社の株式会社大洋が合併するこ

とを連結子会社両社の株主総会にて決定いたしました。なお、本合併は、連結子会社間の合併

であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。 

      

①合併の要旨 

 合併承認取締役会（両当事会社）：２０１３年２月１４日 

合併承認株主総会（両当事会社）：２０１３年２月１４日 

      実施予定日（効力発生日）   ：２０１３年４月 １日（予定） 

②合併方式 

      株式会社オートバックス高知を存続会社とする無対価合併方式で、株式会社大洋は解散しま

す。 
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③合併に係る割当て 

      合併当事会社は、いずれも１００％出資子会社のため、合併比率の取り決めはありません。 

 

④消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

      当該事項はありません。 

 

⑤合併当事会社の概要                   ２０１３年１月３１日現在 

 存続会社 消滅会社 

(1)名称 株式会社オートバックス高知 株式会社大洋 

(2)所在地 高知県高知市南川添１３番１５号 兵庫県南あわじ市山添１５８番

地の１ 

(3)代表者の 

 役職・氏名 

代表取締役社長 舩越 嗣雄 代表取締役社長 松尾 隆 

(4)事業内容 カー用品小売（３店舗） カー用品小売（４店舗） 

(5)資本金 ８，０００万円 １，０００万円 

(6)設立年月日 １９９８年３月２４日 １９７８年１２月１８日 

(7)発行済株式数 １，６００株 １，０００株 

(8)決算期 ３月３１日 ３月３１日 

(9)大株主及び 

 持株比率 

株式会社オートバックスセブン 

          １００％ 

株式会社オートバックスセブン 

          １００％ 

      

⑥合併後の状況（予定） 

      吸収合併存続会社 

(1)名称 株式会社オートバックス南海（仮称） 

(2)所在地 徳島県徳島市問屋町７７－４ 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 松尾 隆 

(4)事業内容 カー用品小売（６店舗） 

(5)資本金 ８，０００万円 

(6)決算期 ３月３１日 

(7)大株主及び持株比率 株式会社オートバックスセブン １００％ 

※２０１３年３月１５日付けで株式会社大洋が運営するオートバックス洲本の１店舗を、株式

会社Ｇ－７・オート・サービスへ譲渡することが決定しております。 

 

⑦今後の見通し 

      本合併は、当社連結子会社同士の合併であるため、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 


