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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このたびは、Ｇ－７ホールディングスの会社説明会にお越しいただき、誠にありがとうございます。本日はG-7グループについてと昨年度通期の業績について、ご説明させて頂きます。
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本日の内容は、目次のとおりですが主に、G-7グループと2018年度3月期業績についてお話させていただきます。
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G-7グループについて

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最初にG-7グループについてご説明いたします。
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会社概要

会 社 名 株式会社G-7ホールディングス（G-7HOLDINGS INC.）

設 立 1976年（昭和51年）6月18日

資 本 金 17億8570万円

従 業 員 数 連結 5,126名（2018年3月末現在）

株 式 東証1部上場（証券コード：7508）

時 価 総 額 383億円（2018年6月末現在）

代 表 者 代表取締役社長 金田 達三

本 社 神戸市須磨区弥栄台3丁目1－6
TEL：078-797-7700 FAX：078-797-7710

事 業 内 容 オートバックス、業務スーパーなどの事業を行うグループ会社の
経営戦略・管理・運営等をおこなう持株会社

神戸市
須磨区

かねだ たつみ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Ｇ－７ホールディングスは、1976年（昭和51年）6月18日に、設立しました。資本金は、17億8570万円。現在、東証第1部に上場しております。代表者は私、金田達三でございます。本社は神戸市須磨区、総合運動公園にございます。オリックスバッファローズの本拠地やサッカーＪ１ヴィッセル神戸のホームスタジアムが近隣にございます。事業内容は、オートバックス、業務スーパーなどを運営する子会社の経営戦略・管理・運営等を行う純粋持株会社です。
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1975年10月 現名誉取締役会長、木下守が加古川市にカー用品専門店オートセブン加古川店を開店
1976年 7月 オートバックス大久保店を開店、以降、フランチャイジーとして積極的に出店

1996年 8月 大阪証券取引所市場第二部に株式を上場
2001年 5月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

子会社株式会社サンセブンを設立、業務用食材小売販売を行う「業務スーパー」を
フランチャイジーとして積極的に展開

2005年 9月 東京証券取引所・大阪証券取引所市場第一部に指定

2006年 4月 G-7グループ各事業会社を支配・管理する持株会社の「株式会社G-7ホールディングス」に組織・商号変更
10月 株式会社オートセブンがM&Aによりオートバックス2店舗を運営する福神産業を買収

11月 M&Aにより自動車板金塗装業等を営む㈱タカツキを買収

2008年 6月 M&Aにより食品販売・FC事業を展開する㈱シーアンドシーを買収

2009年12月 M&Aにより農産物直売所「めぐみの郷」を店舗展開する㈱めぐみのさとを買収。アグリ事業に参入

2011年 3月 シンガポールに東南アジアの子会社を統括するG7インターナショナルを設立。海外事業展開開始
2012年 4月 マレーシアにオートバックス１号店を開店

10月 M&Aにより高級冷凍食品の製造・卸を行う㈱コールドファミリーを買収

12月 グループ会社の社名変更を実施

2014年 1月 G-7食品システムが上野食品を吸収合併

2月 マレーシアに海外初の「ら～めん神戸（かんべ）」1号店をオープン

2015年5月 株式会社テラバヤシの株式取得し子会社化

10月 第1号店のオープンより、創業40周年を迎える
2017年 5月 川瀬食品株式会社、株式会社CrownTradingの株式取得し子会社化

11月 株式会社G-7オート・サービスが㈱オートプラスよりオートバックス2店舗を譲受

2002年 4月
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会社沿革

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
当社は現名誉会長である木下守が、1975年（昭和50年）に加古川市でカー用品店「オートセブン」を開店したことから始まります。その後、1996年（平成8年）に大証2部に株式会社オートセブンとして上場し、2001年（平成13年）には東証2部上場、2005年（平成17年）に東証・大証第1部に指定換えをいたしました。そして、2006年（平成18年）に株式会社Ｇ－７ホールディングスに組織・商号を変更し、グループ会社を統括するホールディング体制となりました。この間に、業務スーパーを展開する現　株式会社G-7スーパーマートを設立。また、2011年（平成24年）より海外出店を始め、東南アジアへの進出も開始いたしました。2015年には創業40周年を迎え、今年は43年目にあたります。全期は川瀬食品、クラウントレーディングをＭ＆Ａし、オートバックス２店舗を他ＦＣ法人より譲り受けました。


オートバックス

		兵庫県						京都府				広島県				千葉県

		兵庫中之島店		姫路西店				丹後大宮店				広島府中店 テン				千葉ニュータウン店

		塩屋北店		姫路リバー・シティー店				亀岡店				セコハン市場福山店				そが店

		学園南店		網干店				京都綾部店 アヤベ テン				蔵王店				富津店 テン

		玉津店		赤穂店				オートバックスエクスプレス
京都綾部店 キョウト アヤベテン				福山中央				館山バイパス店 テン

		鈴蘭台店		西脇店				福井県				尾道店				木更津金田店

		北六甲店		竜野店				敦賀				広島三次店				木更津店 

		神戸三田インタ－店		氷上店				小浜店				岡山県				野田梅郷店 

		三田店		和田山店				坂井店				総社店				鎌ケ谷店

		伊丹店		猪名川店				武生店				真庭店				八千代店

		西宮店		西昆陽店				さばえ店				オートバックスエクスプレス
真庭店 マニワ テン				オートバックスエクスプレス
木更津金田店

		タカラヅカ店		明石店				やしろ店								オートバックスエクスプレス
野田梅郷店

		宝塚山本店		篠山店				福井北店								茨城県

		ふくさき店		山崎												坂東店

		三木店		洲本店												294守谷店

		三木大村店		セコハン市場伊川谷店												マレーシア

		NEW土山店		べふ店												Tebrau-City

		加古川店		高砂店												Klang Sentral

		スーパーオートバックス姫路		オートバックスエクスプレス
塩屋北

		スーパーオートバックス
サンシャインKOBE		オートバックスエクスプレス
姫路

				オートバックスエクスプレス
NEW土山 ツチヤマ









業務スーパー

		北海道		埼玉県		千葉県		愛知県		三重県 ミエ ケン		兵庫県

		月寒店		草加店		天王台店 テンノウダイ テン		高蔵寺店		鈴鹿店		箕谷店

		上野幌店		坂戸店		神奈川県		大府店		桑名店		伊丹店

		八軒店		越谷店		茅ヶ崎店		一宮店		松阪店		新たつの店

		千歳店		川越店		笠間店		新守山店		津高茶屋店		川西店

		恵庭店		鴻巣店		鴨居店		天白店		道伯店		花田店

		月寒東店 ヒガシテン		東松山店		藤沢店		豊橋店		明和店		網干店

		東京都		ふじみ野店		芹が谷店		岡崎店		四日市松本店		西宮両度店

		福生店		新座店		相模原店		大山店		大山田店		宝塚中山店

		東村山店		せんげん台店		いぶき野店		半田店		大阪府		加古川店

		蓮根店		本庄早稲田店		黒川店				天満店		布施畑インター店

		西小山店		東岩槻店		六角橋店		新小牧店		なかもず店

		新宿榎店		日高原宿店 ヒダカ ハラジュクテン		辻堂店		名東極楽店		貝塚店		能勢口北店

		成増店		川越広栄店 カワゴエ ヒロエイ テン		潮田店		津島七宝店		平野店		田寺店

		東久留米店		千葉県		登戸店		黄金店		羽曳野店		押部谷店

		王子店		花野井店		羽鳥店		中園店		日本橋店		ひよどり台店

		柴崎店		市原店		岐阜県		豊川店		下田部店		新高砂店 シン

		笹塚店		藤原店		中鶉店		清須店		高津店		塩屋北店

		練馬駅前店		加曾利店		可児店		尾西店		堺東店		下手野店

		田無店		野田店				一色店		八尾志紀店		三田インター店

		滝山店 タキヤマ テン		松戸新田店				蒲郡店				サザンモール六甲店 ロッコウ テン

				東金店		福岡県		二川店		泉佐野中庄店 イズミサノ ナカショウ テン		東加古川店 ヒガシカコガワ テン

				千葉ニュータウン店		新宗像店		名古屋みなと店

				五井店		塚原台店		刈谷店

				花見川店		箱崎駅店		福住店 フクスミ テン























めぐみの郷

		めぐみの郷 サト

		兵庫県		大阪府

		学園南店		泉佐野店

		ひよどり台店		イオン高槻店

		伊川谷店		泉大津店 イズミオオツ

		枝吉店		奈良県

		大久保店		新庄店

		太子店		いかるが店

		和田山店		田原本千代店

		六甲店		京奈学園前店

		塩屋北店		京都府 キョウトフ

		西宮上ヶ原店		イオン洛南店 ラク ナン テン

		サザンモール六甲店 ロッコウ テン		三重県 ミエケン

		DUO　KOBE店 テン		鈴鹿道伯店 スズカ ドウハク テン

		新高砂店 シン タカサゴ テン		千葉県 チバ ケン

				天王台店 テンノウダイテン







バイクワールド

		バイクワールド				Green′s K 鉄板ビュッフェ

		伊丹店				枝吉店

		土山店				花田店

		りんくうシークル店				千葉ニュータウン店

						鈴鹿道伯店

		岡山久米店				神戸粉もん七つの壷

		大宰府店				ひよどり台店

		名古屋店				学園南店

						その他レストラン

		インターパーク宇都宮店				然の膳 ひよどり台店

		千葉蘇我店				BAKE

						阪神梅田店 ハンシン ウメダテン

		木更津金田店				京都寺町店 キョウト テラマチ テン

		姫路今宿店 ヒメジ イマジュクテン

		岐阜店 ギフテン

		伊川谷店 イガワ ダニ テン

		ﾏﾚｰｼｱ/ﾃﾌﾞﾗｳ・ｼﾃｨ

		ﾏﾚｰｼｱ/ｸﾗﾝ・ｾﾝﾄﾗﾙ

		ﾀｲ・ﾊﾞﾝｺｸ/ﾅﾜﾐﾝ





テラバヤシ

		ミートテラバヤシ

		北海道		千葉県 チバ ケン		神奈川県 カナガワ ケン		愛知県 アイチ ケン		兵庫県 ヒョウゴ ケン

		恵庭店		五井店		黒川店		豊橋店 トヨハシテン		大久保店

		上野幌店		千葉ニュータウン店		登戸店		尾西店 オニシ テン		福崎店

		月寒東店		野田店		相模原店		岡崎中園店 オカザキ ナカゾノ テン		サザンモール六甲店

		月寒店		花見川店		茅ヶ崎店		新小牧店		三田インター店

		八軒店		東金店		いぶき野店		清須店		ひよどり台店

		千歳店		松戸店		鴨居店		津島七宝店		学園南店

		フィール旭川店		天王台店		阪東橋店		福住店		塩屋北店

		宮城県 ミヤギケン		東京都 トウキョウ ト		横浜橋店		極楽店		布施畑店

		仙台原ノ町店		蓮根店		羽鳥店		名古屋みなと店		伊川谷店

		埼玉県 サイタマ ケン		成増店		六角橋店		一色店		枝吉店

		川越店		小岩店		新潟県 ニイガタ ケン		豊川店		東加古川店

		せんげん台店		王子店		新潟店		二川店		新高砂店

		鴻巣店		高円寺店		山梨県 ヤマナシ ケン		三重県 ミエ ケン		新宮店

		東岩槻店		練馬駅前店		石和店		桑名店		西宮上ヶ原店

		与野店		西小山店		岐阜県 ギフ ケン		大山田店		泉佐野中庄店

		日高原宿店		柴崎店		中鶉店		鈴鹿店		岡山県 オカヤマ ケン

		東松山店		田無店		愛知県 アイチ ケン		明和店		中仙道店

		ふじみ野店		東村山店		大山店		松阪店		水島北店

		本庄早稲田店		三鷹店		蒲郡店		四日市店		児島店

		川越広栄店 ヒロエイ テン		滝山店		刈谷店				西阿知店

										柳田店 ヤナギダ





リテール

		カーブス		〒210-0846

		川崎小田		神奈川県川崎市川崎区浅田2-1-13 ヒルママーケット2階map

		カーブス		〒212-0053

		鹿島田		神奈川県川崎市幸区下平間130 サンガーレンビル2階map

		カーブス		〒212-0055

		サミット南加瀬		神奈川県川崎市幸区南加瀬3-40-3 サミットストア南加瀬店2階map

		カーブス		〒212-0016

		川崎西口		神奈川県川崎市幸区南幸町2-15-1 文化堂第一ビル2階map

		カーブス		〒211-0034

		元住吉		神奈川県川崎市中原区井田中ノ町35-5 黒佐ビル2階map

		カーブス		〒252-0231

		相模原it's		神奈川県相模原市中央区相模原1-1-19 相模原it's5階map

		カーブス		〒237-0068

		サンビーチ追浜		神奈川県横須賀市追浜本町1-28-5 サンビーチ追浜2階map

		カーブス		〒239-0808

		横須賀大津		神奈川県横須賀市大津町3-34-22map

		カーブス		〒220-0041

		横浜戸部		神奈川県横浜市西区戸部本町51-15 ダイヤモンドビル201map

		カーブス		〒239-0841

		YRP野比		神奈川県横須賀市野比2-1-6 野比大神ビル2階map

		カーブス		〒226-0003

		横浜鴨居		神奈川県横浜市緑区鴨居3-1-4 ユニオンビル5階map

		カーブス		〒222-0013

		菊名駅前		神奈川県横浜市港北区錦が丘16-13 桜ビル3階map

		カーブス		〒232-0067

		弘明寺		神奈川県横浜市南区弘明寺町112-12 ネオックス弘明寺103map

		カーブス		〒233-0015

		日限山		神奈川県横浜市港南区日限山3-42-1 ユーコープ日限山店2階map

		カーブス		〒233-0013

		上永谷		神奈川県横浜市港南区丸山台1-15-4 第3港南ビル3階

		ステップゴルフ		〒224-0033

		センター南店		神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東3-17-40 キャッスルサイドヒルズ1階map

				TEL / FAX : 045-508-9112

		ステップゴルフ		〒223-0057

		新羽店		神奈川県横浜市港北区新羽町1636-1 パティオワンビル2階

		良品買館

		倉敷玉島店

		千葉ニュータウン店

		今宿店

		伊川谷店

		メガリサイクル王国

		岡山久米店

		ダイソー

		岡山久米店

		名古屋みなと店





Sheet4

		バイクワールド		Green's K 鉄板ビュッフェ		良品買館		カーブス

		伊丹店		枝吉店		倉敷玉島店		川崎小田

		土山店		花田店		千葉ニュータウン店		鹿島田

		りんくうシークル店		千葉ニュータウン店		今宿店		サミット南加瀬

				鈴鹿道伯店		伊川谷店		川崎西口

		岡山久米店		神戸粉もん七つの壷		メガリサイクル王国		元住吉

		大宰府店		ひよどり台店		岡山久米店		相模原it's

		名古屋店		学園南店		ダイソー		サンビーチ追浜

				BAKE		岡山久米店		横須賀大津

		インターパーク宇都宮店		阪神梅田店 ハンシン ウメダテン		名古屋みなと店		横浜戸部

		千葉蘇我店		京都寺町店 キョウト テラマチ テン		ステップゴルフ		YRP野比

						センター南店		横浜鴨居

		木更津金田店				新羽店		菊名駅前

		姫路今宿店 ヒメジ イマジュクテン						弘明寺

		岐阜店 ギフテン						日限山

		伊川谷店 イガワ ダニ テン						上永谷

		ﾏﾚｰｼｱ/ﾃﾌﾞﾗｳ・ｼﾃｨ						横浜片倉 ヨコハマ カタクラ

		ﾏﾚｰｼｱ/ｸﾗﾝ・ｾﾝﾄﾗﾙ						新丸子 シンマルコ

		ﾀｲ・ﾊﾞﾝｺｸ/ﾅﾜﾐﾝ		こだわり食品インターネット通販 ショクヒン ツウハン		http://store.shopping.yahoo.co.jp/kodawarishokuhonpo/
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2017年版一覧

		北海道地方						中部地方						中国地方

		「業務スーパー」		7店舗				「ダイソー」		1店舗				「オートバックスエクスプレス」		1店舗

		「テラバヤシ」		7店舗				「リユース王国」 オウコク		1店舗				「オートバックスセコハン市場」		1店舗

		東北地方						近畿地方						「クリスタルセブン」		1店舗

		「テラバヤシ」		1店舗				「オートバックス」		38店舗				「ＢＰセンター」		1店舗

		関東地方						「スーパーオートバックス」		2店舗				「メガリサイクル王国」		1店舗

		「オートバックス」		12店舗				「オートバックスエキスプレス」		4店舗				「良品買館」		1店舗

		「オートバックスエクスプレス」		2店舗				「オートバックスセコハン市場」		1店舗				「ダイソー」		1店舗

		「BPセンター」		1店舗				「クリスタルセブン」		4店舗				「バイクワールド」		1店舗

		「クリスタルセブン」		2店舗				「ＢＰセンター」		4店舗				「テラバヤシ」		5店舗

		「タイヤ専門館」		1店舗				「大阪スズキカーズ」		1店舗				九州地方

		「業務スーパー」		56店舗				「土山サーキット」		1店舗				「業務スーパー」		5店舗

		「テラバヤシ」		44店舗　　				「バイクワールド」		5店舗				「バイクワールド」		1店舗

		「バイクワールド」		3店舗				「業務スーパー」		33店舗				マレーシア

		「めぐみの郷」		1店舗				「テラバヤシ」		21店舗				「オートバックス」		2店舗

		「良品買館」　　		1店舗				「Green‘sK」		1店舗				「バイクワールド」		2店舗

		「Green‘sK」		1店舗　				「Green‘sK 鉄板ビュッフェ」		2店舗				「らーめん神戸」 		1店舗

		「Green‘sK 鉄板ビュッフェ」		1店舗				「リユース王国」 オウコク		2店舗				インドネシア		1店舗

		「カーブス」		17店舗				「めぐみの郷」		24店舗				「らーめん神戸」

		「ステップゴルフ」		2店舗				「激安スーパーめぐみのさと」 ゲキヤス		4店舗				台湾

		「Ｚクロッカンシューザクザク」		2店舗　				「神戸粉もん七つの壷」		2店舗				「串かつだるま」		1店舗

		「コインランドリー　マンマチャオ」		1店舗　				「食べ放題レストランめぐみの郷」		1店舗				シンガポール

		中部地方						「BAKE」		4店舗				「業務スーパー」		1店舗

		「オートバックス」		7店舗				「ＲＩＮＧＯ」		1店舗				タイ

		「ＢＰセンター」		1店舗				「コインランドリー　マンマチャオ」		3店舗				「バイクワールド」		1店舗

		「業務スーパー」		34店舗				「たい焼き専門店やまや本舗」		4店舗				ミャンマー

		「テラバヤシ」		24店舗				中国地方						ピンウーリン農場

		「バイクワールド」		2店舗				「オートバックス」		7店舗

































































Sheet1

		27668		現名誉取締役会長、木下守が加古川市にカー用品専門店オートセブン加古川店を開店

		1976年 7月		オートバックス大久保店を開店、以降、フランチャイジーとして積極的に出店 

		1996年 8月		大阪証券取引所市場第二部に株式を上場

		2001年 5月		東京証券取引所市場第二部に株式を上場

		2002年 4月 ネン		子会社株式会社サンセブンを設立、業務用食材小売販売を行う「業務スーパー」を

				フランチャイジーとして積極的に展開

		2005年 9月		東京証券取引所・大阪証券取引所市場第一部に指定

		2006年 4月		G-7グループ各事業会社を支配・管理する持株会社の「株式会社G-7ホールディングス」に組織・商号変更

		10月		株式会社オートセブンがM&Aによりオートバックス2店舗を運営する福神産業を買収

		11月		M&Aにより自動車板金塗装業等を営む㈱タカツキを買収

		2008年 6月		M&Aにより食品販売・FC事業を展開する㈱シーアンドシーを買収

		40148		M&Aにより農産物直売所「めぐみの郷」を店舗展開する㈱めぐみのさとを買収。アグリ事業に参入

		2011年 3月		シンガポールに東南アジアの子会社を統括するG7インターナショナルを設立。海外事業展開開始

		2012年 4月		マレーシアにオートバックス１号店を開店

		10月		M&Aにより高級冷凍食品の製造・卸を行う㈱コールドファミリーを買収

		12月		グループ会社の社名変更を実施

		2014年 1月		G-7食品システムが上野食品を吸収合併

		2月		マレーシアに海外初の「ら～めん神戸（かんべ）」1号店をオープン

		42125		株式会社テラバヤシの株式取得し子会社化

		10月		第1号店のオープンより、創業40周年を迎える

		2017年 5月		川瀬食品株式会社、株式会社CrownTradingの株式取得し子会社化

		11月		株式会社G-7オート・サービスが㈱オートプラスよりオートバックス2店舗を譲受 カブシキ カイシャ テンポ ユズリウケ





関西

		オートバックス										業務スーパー ギョウム										やまや本舗 ホンポ						めぐみの郷 サト

		兵庫県 ヒョウゴケン		兵庫中之島店		兵庫県 ヒョウゴケン		和田山店				大阪府 オオサカフ		天満店				下手野店				兵庫県 ヒョウゴケン		布施畑インター店 テン				兵庫県 ヒョウゴケン		学園南店

				塩屋北店				猪名川店						なかもず店				三田インター店						ひよどり台店						ひよどり台店

				学園南店				西昆陽店						貝塚店				サザンモール六甲店 ロッコウ テン						枝吉店						伊川谷店

				玉津店				明石店						平野店				東加古川店 ヒガシカコガワ テン						西神パルティ店 セイ シン テン						枝吉店

				鈴蘭台店				篠山店						羽曳野店				朝霧店 アサギリ テン				BAKE								大久保店

				北六甲店				山崎						日本橋店		テラバヤシ						大阪府 オオサカフ		阪神梅田店 ハンシン ウメダテン						太子店

				神戸三田インタ－店				洲本店						下田部店		兵庫県 ヒョウゴケン		大久保店						あべのハルカス店 テン						和田山店

				三田店				セコハン市場伊川谷店						高津店				福崎店				京都府 キョウトフ		京都寺町店 キョウト テラマチ テン						六甲店

				伊丹店				べふ店						堺東店				サザンモール六甲店				兵庫県		そごう神戸店 コウベテン						塩屋北店

				西宮店				豊岡店 トヨオカテン						八尾志紀店				三田インター店				ＲＩＮＧＯ								西宮上ヶ原店

				タカラヅカ店				オートバックスエクスプレス
塩屋北						泉佐野中庄店 イズミサノ ナカショウ テン				ひよどり台店				大阪府 オオサカフ		ルクア大阪店 オオサカ テン						サザンモール六甲店 ロッコウ テン

				宝塚山本店								兵庫県 ヒョウゴケン		箕谷店				学園南店				マンマチャオ								DUO　KOBE店 テン

				ふくさき店				オートバックスエクスプレス
姫路						伊丹店				塩屋北店				兵庫県 ヒョウゴケン		ひよどり台店						新高砂店 シン タカサゴ テン

				三木店										新たつの店				業務塩屋北店 ギョウム シオヤ キタ テン						G-7オートモール
New土山店 ツチヤマテン						西新町店 ニシシンマチ テン

				三木大村店				オートバックスエクスプレスNEW土山 ツチヤマ						川西店				布施畑店												樽屋町店 タルヤマチ テン

				NEW土山店										花田店				伊川谷店				京都府 キョウトフ		亀岡店 カメオカテン						花田店 ハナダ テン

				加古川店		京都府 キョウトフ		丹後大宮店						網干店				枝吉店				激安スーパーめぐみのさと ゲキヤス								西神パルティ店 セイ シン テン

				スーパーオートバックス姫路				亀岡店						西宮両度店				東加古川店				兵庫県 ヒョウゴケン		西新町店 ニシシンマチ テン						朝霧店 アサギリテン

				スーパーオートバックス
サンシャインKOBE				京都綾部店 アヤベ テン						宝塚中山店				新高砂店						樽屋町店 タルヤマチ テン				大阪府 オオサカフ		泉佐野中庄店 ナカショウ

								東福知山店 ヒガシ フクチヤマテン						加古川店				新宮店						枝吉店						イオン高槻店

				姫路西店				オートバックスエクスプレス
京都綾部店 キョウト アヤベテン						布施畑インター店				西宮上ヶ原店						六甲道店 ロッコウミチテン				奈良県 ナラケン		新庄店

				姫路リバー・シティー店										能勢口北店				泉佐野中庄店												いかるが店

				網干店		バイクワールド								田寺店				西新町店 ニシシンマチ テン												田原本千代店

				赤穂店		兵庫県 ヒョウゴケン		伊丹店						押部谷店				樽屋町店 タルヤマチ テン												京奈学園前店

				高砂店				土山店						ひよどり台店				西神パルティ店 セイ シン テン										京都府 キョウトフ		イオン洛南店 ラク ナン テン

				西脇店				姫路今宿店 ヒメジ イマジュクテン						西神パルティ店 セイ シン テン				朝霧店 アサギリテン

				竜野店				伊川谷店 イガワ ダニ テン						新高砂店 シン		大阪府 オオサカフ		堺東店 サカイヒガシテン

				氷上店		大阪府 オオサカフ		りんくうシークル店						塩屋北店



































北海道

		業務スーパー ギョウム				テラバヤシ

		月寒西店 ニシ				恵庭店

		上野幌店				上野幌店

		八軒店				月寒東店

		千歳店				月寒店

		恵庭店				八軒店

		月寒東店 ヒガシテン				千歳店

		清田店 キヨタテン				フィール旭川店

						清田店 キヨタテン





中部地方

		オートバックス						業務スーパー ギョウム						テラバヤシ

		福井県 フクイケン		敦賀				愛知県 アイチケン		豊橋店 トヨハシテン				愛知県 アイチケン		豊橋店

				小浜店						尾西店 オニシ テン						岡崎中園店 ナカゾノ

				坂井店						中園店 ナカゾノ テン						大山店

				武生店						新小牧店						新小牧店

				さばえ店						清須店						極楽店

				やしろ店						津島七宝店						津島七宝店

				福井北店						福住店						豊川店

				BPセンター福井 フクイ						名東極楽店 メイトウ						清須店

										名古屋みなと店						尾西店

		バイクワールド								一色店						一色店

		愛知県 アイチケン		名古屋店 ナゴヤテン						豊川店						蒲郡店

		岐阜県 ギフケン		岐阜店 ギフテン						二川店						二川店

										大山店						名古屋みなと店

		リユース王国 オウコク								蒲郡店						刈谷店

		愛知県 アイチケン		名古屋みなと店 ナゴヤ テン						刈谷店						福住店 フクスミ テン

										高蔵寺店				岐阜県		中鶉店

		ダイソー								大府店				三重県 ミエ ケン		鈴鹿店

		愛知県 アイチケン		名古屋みなと店 ナゴヤ テン						一宮店						桑名店

										新守山店						松阪店

		Green's　K								天白店						明和店

		愛知県 アイチケン		塩釜口店 シオ カマグチ テン						岡崎店 オカザキテン						四日市店

										半田店 ハンダ テン						大山田店

										黄金店 オウゴン テン

										豊田南店 トヨダ ミナミ テン

								岐阜県 ギフ ケン		中鶉店

										可児店 カニ テン

								三重県 ミエ ケン		桑名店

										大山田店

										鈴鹿店

										明和店

										松阪店

										四日市松本店 マツモト

										津高茶屋店 ツダカ チャヤ テン

										道伯店 ドウハク テン
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G7 RETAIL MALAYSIA SDN. BHD.
（マレーシア）

七福股份有限公司（台湾）

株式会社G-7ホールディングス
純粋持株会社

株式会社G-7・オート・サービス

株式会社G-7 スーパーマート

株式会社G7リテールジャパン

株式会社G-7 バイクワールド

株式会社G7 アグリジャパン

グループ会社一覧

オートバックス

業務スーパー

リテール、リユース、
不動産

バイクワールド
（バイク用品）

食品卸・製造、飲食

めぐみの郷
（農産物直売所）

株式会社G7ジャパンフードサービス

株式会社G-7ミートテラバヤシ 精肉事業
G-7. CrownTradiing

（日本）

G7 (THAILAND) CO., LTD.
（タイ）

CM G-7 AGRI MYANMAR CO, LTD.
（ミャンマー）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらがＧ－７グループ国内外の子会社です。国内は7社、海外は5社を運営しております。次に主な事業内容についてご説明いたします。
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社名の由来

社名の「7（セブン）」は、創業地への敬意や幸運
の象徴です。
創業者 木下 守が、1975年に兵庫県加古川市の
「セブンボール」という名のボーリング場の駐車場
で、カー用品の販売を開始。土地をお借りした
ボーリング場の「セブンボール」と「ラッキーセブ
ン」にあやかりました。
わたしたちの「原点」を標（しる）す数字です。

「G」という総称は、わたしたちが目標とする「企業集団」
をあらわす姿。

国内外へ「グローバル」に成長する、
「ガッツ」あふれる、活力に満ちる「グループ」を意味しま
す。

ロゴマークで表現したのは
「芽生え」と「息吹」です。「G」と「７」を組み合わせたデザインは、植物から種子が芽を出した姿。
「青」は、日本を囲む海の色。海を飛び越え、グローバルに活躍できる企業を
「赤」は、情熱の色。ガッツに満ちる、企業集団を意味しています。

創業者 名誉会長
木下 守

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
G-7の社名の由来です。社名の「7（セブン）」は、創業地への敬意や幸運の象徴です。創業者 木下　守が、1975年に兵庫県加古川市の「セブンボール」という名のボーリング場の駐車場で、カー用品の販売を開始。土地をお借りしたボーリング場の「セブンボール」と「ラッキーセブン」にあやかりました。わたしたちの「原点」を標（しる）す数字です。 「G」という総称は、わたしたちが目標とする「企業集団」をあらわす姿。  国内外へ「グローバル」に成長する、「ガッツ」あふれる、活力に満ちる「グループ」を意味します。 
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業績推移
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2002/3期 2004/3期 2006/3期 2008/3期 2010/3期 2012/3期 2014/3期 2016/3期 2018/3期

売上高 経常利益

2005年
東証一部

指定
●

（億円） 今期目標

2001年
東証二部

上場
●

2002年
業務スーパー

展開開始
●

2006年
持株会社へ

組織商号変更
●

2011年
海外進出

●

2016年
創業40周年

●

1,300 億
円 （億円）

2012年
マレーシアに
オートバック

ス開店
●

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
2001年に東証二部に上場以来、連結売上高は順調に増加し、右肩上がりに業績は伸びております。2016年の創業40周年には、売上目標1000億円を超え、増収増益を更新しております。
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主な事業

オートバックス
・

車関連事業

業務スーパー
・

こだわり食品事業

その他事業

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
G-7グループの主な事業について、ご説明いたします。オートバックス・車関連事業、業務スーパー・こだわり食品事業、その他の事業で構成されています。フランチャイズビジネスとはフランチャイザー（本部）が所有する商標や商品や営業ノウハウを、フランチャイジー（当社）がロイヤリティーを払うことによって営業する事業形態です。オートバックスは「オートバックスセブン」と、業務スーパーは「神戸物産」とフランチャイズ契約を結び、それぞれ、FC加盟店の中では、もっとも多い店舗数を有しています。オートバックス　合計６０３店舗（当社７５、アイエー３０、バッファロー１５、ピューマ１３）業務スーパー　合計７８０店舗（当社　１３５、オーシャンシステム直営４３・、孫４０、ＤＣＭサンワ　１８）
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本 部
（フランチャイザー）

加盟店
（フランチャイジー）

オートバッ
クスセブン 神戸物産

フランチャイズ・ビジネスとは？

フランチャイズとは、事業者（「フランチャイザー」と呼ぶ）が他の事業者（「フランチャイジー」と呼ぶ）との
間に契約を結び、自己の商標、サービスマーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営の
ノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジー
はその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもと
に事業を行う両者の継続的関係をいう。

（一社）日本フランチャイズチェーン協会

知名度

ブランド

ノウハウ

加盟金
ロイヤリティ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
経営ノウハウや商品、権利、システムなどを提供する側を「フランチャイザー」と呼び、それらを受ける側を「フランチャイジー」と呼びます。フランチャイジーは、フランチャイザーと加盟契約を結び、同一のロゴ、商品、ブランドイメージを持ってお店を営業する代わりに、フランチャイザーに利用料（ロイヤルティ）を支払います。
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業界でのポジション

（2018年6月27日掲載 日経ＭＪ小売業売上ランキングより）

小売全体の順位 社名 売上高(百万円） 経常利益（百万円）

1位 イオン 8,390,012 213,772

2位 セブン＆アイ・ホールディングス 6,037,815 390,746

3位 ファーストリテイリング 1,861,917 193,398

57位 神戸物産（連結）（業務スーパー本部） 251,503 15,778

70位 オートバックスセブン（連結）（オートバックス本部） 211,630 8,226

91位 イエローハット（連結） （カー用品チェーン） 137,865 10,689

102位 Ｇ－７ホールディングス（連結） 119,816 4,568
176位 Ｇ－７スーパーマート 60,204 2,312

198位 オーシャンシステム（連結）（業務スーパー加盟店） 49,952 992

254位 アイエーグループ（連結） （オートバックス加盟店） 32,822 1,013

263位 Ｇ－７･オート･サービス 32,108 1,684
476位 バッファロー （オートバックス加盟店） 8,717 402

調査方法：小売業を営む店舗を持つ企業1547社が対象。総売上高が上位500位以内の企業をランキング。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これは日経ＭＪ紙に公開された、小売業ランキングより抜粋いたしました。
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• オートバックス

• エクスプレス（ガソリ
ンスタンド）等の運営

G-7オートサービス

•バイクライフの総合専門店

•バイクワールドの運営
G-7バイクワールド

•海外の車関連事業他
12

オートバックス・車関連事業

オートバックスエクスプレス

【運営子会社】

カーズ車販売

モータウン土山サーキット

クリスタルセブン
（洗車・コーティング）

板金集中センター

カー用品
の販売

リサイク
ルの展開

ガソリン
スタンド

洗車・コー
ティングの

展開
板金・修
理の展開

車検・整
備の展開

自動車販
売の展開

売上高構成比
セグメントの約9割

「オートバックス」のフランチャイズ事業が主力
＜G-7グループの主力事業＞

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
オートバックス・車関連事業は、オートバックスやBPセンター（板金・塗装）、車買取・販売等運営のG-7・オート・サービスとバイクワールド運営のG-7バイクワールド、海外の車関連部門で構成されています。2011年の法改正で、40年以上経過したタンクの改修がガソリンスタンドに義務付けられました。クリスタルセブン　ガラスコーティング　約20,000円（中型車）また、元Ｆ1レーサーの鈴木亜久里さんが監修された、子供たちがモータースポーツを身近に体験できる「サーキット」も運営しています。売上高構成比ではG-7・オート・サービスが全体の約9割占め、メンテナンスサービスを強化し、売り上げ増加に取り組んでいます。
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• 業務スーパー等の運営G-7
スーパーマート

• こだわり食品の卸売り

• プライベートブランド
(ＰＢ)商品の開発・販売等

G7
ジャパンフード

サービス

• 精肉の加工・販売事業
G-7

ミートテラバヤシ

13

業務スーパー・こだわり食品事業

「業務スーパー」

「テラバヤシ」

こだわり食品

ＰＢ商品

「業務スーパー」のフランチャイズ事業が主力
＜G-7グループの主力事業＞

こだわり厳選食品館

【運営子会社】

売上高構成比
セグメントの約8割

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
業務スーパー・こだわり食品事業は、業務スーパーを運営するG-7 スーパーマートと、ＰＢ商品や、こだわり食品などを手掛けるG7ジャパンフードサービス、昨年5月に子会社化したG-7ミートテラバヤシで構成されております。業務スーパーは現在　136店舗テラバヤシは104店舗　運営しています。Ｇ7ジャパンフードサービスが手がける「こだわり食品」とは、全国から厳選された食品を発掘し、百貨店やスーパーなどに卸しています。取引をしているメーカーは3,000社以上で、アイテム数は50,000点を超えていますので、常に新しい食材をご紹介しています。「プライベート・ブランド（ＰＢ）商品」を開発・販売しております。ＰＢ商品は、ネット通販でもお買い求めいただけます。ヤフー・ショッピング　または　楽天市場の「こだわり厳選食品館」です。
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• 「G-7モール」など不動産賃貸事業

• 「良品買館」などリユース事業・健康体操教室
「カーブス」

• ゴルフスクール「ステップゴルフ」
などリテール事業

G7
リテールジャパン

• 農産物直売所「めぐみの郷」の運営等アグリ事業

• 食べ放題レストラン「めぐみのさと」の運営

G7
アグリジャパン

• お好み焼き「七つの壷」等レストラン事業

• 「ＢＡＫＥ」、「ザクザク」等のスイーツ事業

G7ジャパン
フードサービス

• コインランドリー事業「マンマチャオ」

• たい焼き専門店「やまや本舗」

G-7
オート・サービス

14

その他事業

「めぐみの郷」「良品買館」「カーブス」、レストラン事業、コインランドリー事業、
不動産事業などを展開

健康体操教室「カーブス」

G-7モールなど
不動産の賃貸事業

チーズタルト「ＢＡＫＥ」

リサイクルショップ「メガリサイクル王国」
【運営子会社】

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
その他事業では、リユース事業、カーブスなど手がけるリテール事業とＧ－７モールなど不動産賃貸事業などを展開している　G-7リテールジャパン、農産物直売所「めぐみの郷」を運営するG-7アグリジャパン、G7ジャパンフードサービスが展開するレストラン事業、スイーツ事業G-7・オート・サービスが運営するコインランドリー事業　マンマチャオが含まれおります。G-7リテールジャパンでは、G-7グループ企業の不動産・テナント開発を始め様々な不動産関連事業を展開しています。G-7グループでは、主にオートバックス、業務スーパーなどのテナント開発を行っています。また、G-7グループの各業態およびテナントによる大型駐車場付の複合施設G-7モール事業にも注力しています。G-7ﾓｰﾙは現在全国に19箇所ありますＧ7ジャパンフードサービスの飲食部門もその他セグメントになります。チーズタルト「ベイク」は大変な人気で、関西に4店舗出店しています。また、今期新たなブランド、「クロッカンシューザクザク」と「ＲＩＮＧＯ」の展開も始めました。スイーツ事業は㈱ベイクとフランチャイズ契約をしております。昨年8月にはコインランドリー事業に参入し、Ｇ-7オート・サービスが運営しております。自社オートバックスやG-7モールの敷地内に展開し、集客の相乗効果を見込んでおります。
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151515

ストアネットワーク
2018年6月30日現在

関東地方

151
店舗

近畿地方

156
店舗

東北地方

1
店舗

北海道地方

16
店舗

中部地方

69
店舗

中国地方

20
店舗九州地方

6
店舗

ストアネットワーク

425
店舗（計）

海外

6
店舗

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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S

161616

ストアネットワーク（内訳）

2018年6月30日現在

北海道地方 中部地方 近畿地方

「業務スーパー」 8店舗 「バイクワールド」 2店舗 「コインランドリー　マンマチャオ」 3店舗

「テラバヤシ」 8店舗 「ダイソー」 1店舗 「たい焼き専門店やまや本舗」 4店舗

東北地方 「リユース王国」 1店舗 中国地方

「テラバヤシ」 1店舗 「コインランドリー　マンマチャオ」 1店舗 「オートバックス」 7店舗

関東地方 近畿地方 「オートバックスエクスプレス」 1店舗

「オートバックス」 12店舗 「オートバックス」 38店舗 「オートバックスセコハン市場」 1店舗

「オートバックスエクスプレス」 2店舗 「スーパーオートバックス」 2店舗 「クリスタルセブン」 1店舗

「BPセンター」 1店舗 「オートバックスエキスプレス」 4店舗 「ＢＰセンター」 1店舗

「クリスタルセブン」 2店舗 「オートバックスセコハン市場」 1店舗 「メガリサイクル王国」 1店舗

「タイヤ専門館」 1店舗 「クリスタルセブン」 4店舗 「良品買館」 1店舗

「業務スーパー」 57店舗 「ＢＰセンター」 4店舗 「ダイソー」 1店舗

「テラバヤシ」 48店舗 「大阪スズキカーズ」 1店舗 「バイクワールド」 1店舗

「バイクワールド」 3店舗 「土山サーキット」 1店舗 「テラバヤシ」 5店舗

「めぐみの郷」 1店舗 「バイクワールド」 5店舗 九州地方

「良品買館」 1店舗 「業務スーパー」 32店舗 「業務スーパー」 5店舗

「Green‘s K」 1店舗 「テラバヤシ」 20店舗 「バイクワールド」 1店舗

「Green‘s K 鉄板ビュッフェ」 1店舗 「Green‘sK」 1店舗 マレーシア

「カーブス」 18店舗 「Green‘sK 鉄板ビュッフェ」 1店舗 「オートバックス」 2店舗

「ステップゴルフ」 3店舗 「リユース王国」 2店舗 「バイクワールド」 2店舗

「Ｚクロッカンシューザクザク」 1店舗 「めぐみの郷」 21店舗 タイ 1店舗

「コインランドリー　マンマチャオ」 1店舗 「激安スーパーめぐみのさと」 3店舗 「バイクワールド」

中部地方 「神戸粉もん七つの壷」 1店舗 台湾 1店舗

「オートバックス」 7店舗 「食べ放題レストランめぐみの郷」 1店舗 「串かつだるま」

「ＢＰセンター」 1店舗 「いきなりステーキ」 1店舗 ミャンマー

「業務スーパー」 34店舗 「BAKE」 3店舗 ピンウーリン農場

「テラバヤシ」 22店舗 「ＲＩＮＧＯ」 1店舗

「クロッカンシューザクザク」 1店舗

プレゼンター
プレゼンテーションのノート



オートバックス

		兵庫県						京都府				広島県				千葉県

		兵庫中之島店		姫路西店				丹後大宮店				広島府中店 テン				千葉ニュータウン店

		塩屋北店		姫路リバー・シティー店				亀岡店				セコハン市場福山店				そが店

		学園南店		網干店				京都綾部店 アヤベ テン				蔵王店				富津店 テン

		玉津店		赤穂店				オートバックスエクスプレス
京都綾部店 キョウト アヤベテン				福山中央				館山バイパス店 テン

		鈴蘭台店		西脇店				福井県				尾道店				木更津金田店

		北六甲店		竜野店				敦賀				広島三次店				木更津店 

		神戸三田インタ－店		氷上店				小浜店				岡山県				野田梅郷店 

		三田店		和田山店				坂井店				総社店				鎌ケ谷店

		伊丹店		猪名川店				武生店				真庭店				八千代店

		西宮店		西昆陽店				さばえ店				オートバックスエクスプレス
真庭店 マニワ テン				オートバックスエクスプレス
木更津金田店

		タカラヅカ店		明石店				やしろ店								オートバックスエクスプレス
野田梅郷店

		宝塚山本店		篠山店				福井北店								茨城県

		ふくさき店		山崎												坂東店

		三木店		洲本店												294守谷店

		三木大村店		セコハン市場伊川谷店												マレーシア

		NEW土山店		べふ店												Tebrau-City

		加古川店		高砂店												Klang Sentral

		スーパーオートバックス姫路		オートバックスエクスプレス
塩屋北

		スーパーオートバックス
サンシャインKOBE		オートバックスエクスプレス
姫路

				オートバックスエクスプレス
NEW土山 ツチヤマ









業務スーパー

		北海道		埼玉県		千葉県		愛知県		三重県 ミエ ケン		兵庫県

		月寒店		草加店		天王台店 テンノウダイ テン		高蔵寺店		鈴鹿店		箕谷店

		上野幌店		坂戸店		神奈川県		大府店		桑名店		伊丹店

		八軒店		越谷店		茅ヶ崎店		一宮店		松阪店		新たつの店

		千歳店		川越店		笠間店		新守山店		津高茶屋店		川西店

		恵庭店		鴻巣店		鴨居店		天白店		道伯店		花田店

		月寒東店 ヒガシテン		東松山店		藤沢店		豊橋店		明和店		網干店

		東京都		ふじみ野店		芹が谷店		岡崎店		四日市松本店		西宮両度店

		福生店		新座店		相模原店		大山店		大山田店		宝塚中山店

		東村山店		せんげん台店		いぶき野店		半田店		大阪府		加古川店

		蓮根店		本庄早稲田店		黒川店				天満店		布施畑インター店

		西小山店		東岩槻店		六角橋店		新小牧店		なかもず店

		新宿榎店		日高原宿店 ヒダカ ハラジュクテン		辻堂店		名東極楽店		貝塚店		能勢口北店

		成増店		川越広栄店 カワゴエ ヒロエイ テン		潮田店		津島七宝店		平野店		田寺店

		東久留米店		千葉県		登戸店		黄金店		羽曳野店		押部谷店

		王子店		花野井店		羽鳥店		中園店		日本橋店		ひよどり台店

		柴崎店		市原店		岐阜県		豊川店		下田部店		新高砂店 シン

		笹塚店		藤原店		中鶉店		清須店		高津店		塩屋北店

		練馬駅前店		加曾利店		可児店		尾西店		堺東店		下手野店

		田無店		野田店				一色店		八尾志紀店		三田インター店

		滝山店 タキヤマ テン		松戸新田店				蒲郡店				サザンモール六甲店 ロッコウ テン

				東金店		福岡県		二川店		泉佐野中庄店 イズミサノ ナカショウ テン		東加古川店 ヒガシカコガワ テン

				千葉ニュータウン店		新宗像店		名古屋みなと店

				五井店		塚原台店		刈谷店

				花見川店		箱崎駅店		福住店 フクスミ テン























めぐみの郷

		めぐみの郷 サト

		兵庫県		大阪府

		学園南店		泉佐野店

		ひよどり台店		イオン高槻店

		伊川谷店		泉大津店 イズミオオツ

		枝吉店		奈良県

		大久保店		新庄店

		太子店		いかるが店

		和田山店		田原本千代店

		六甲店		京奈学園前店

		塩屋北店		京都府 キョウトフ

		西宮上ヶ原店		イオン洛南店 ラク ナン テン

		サザンモール六甲店 ロッコウ テン		三重県 ミエケン

		DUO　KOBE店 テン		鈴鹿道伯店 スズカ ドウハク テン

		新高砂店 シン タカサゴ テン		千葉県 チバ ケン

				天王台店 テンノウダイテン







バイクワールド

		バイクワールド				Green′s K 鉄板ビュッフェ

		伊丹店				枝吉店

		土山店				花田店

		りんくうシークル店				千葉ニュータウン店

						鈴鹿道伯店

		岡山久米店				神戸粉もん七つの壷

		大宰府店				ひよどり台店

		名古屋店				学園南店

						その他レストラン

		インターパーク宇都宮店				然の膳 ひよどり台店

		千葉蘇我店				BAKE

						阪神梅田店 ハンシン ウメダテン

		木更津金田店				京都寺町店 キョウト テラマチ テン

		姫路今宿店 ヒメジ イマジュクテン

		岐阜店 ギフテン

		伊川谷店 イガワ ダニ テン

		ﾏﾚｰｼｱ/ﾃﾌﾞﾗｳ・ｼﾃｨ

		ﾏﾚｰｼｱ/ｸﾗﾝ・ｾﾝﾄﾗﾙ

		ﾀｲ・ﾊﾞﾝｺｸ/ﾅﾜﾐﾝ





テラバヤシ

		ミートテラバヤシ

		北海道		千葉県 チバ ケン		神奈川県 カナガワ ケン		愛知県 アイチ ケン		兵庫県 ヒョウゴ ケン

		恵庭店		五井店		黒川店		豊橋店 トヨハシテン		大久保店

		上野幌店		千葉ニュータウン店		登戸店		尾西店 オニシ テン		福崎店

		月寒東店		野田店		相模原店		岡崎中園店 オカザキ ナカゾノ テン		サザンモール六甲店

		月寒店		花見川店		茅ヶ崎店		新小牧店		三田インター店

		八軒店		東金店		いぶき野店		清須店		ひよどり台店

		千歳店		松戸店		鴨居店		津島七宝店		学園南店

		フィール旭川店		天王台店		阪東橋店		福住店		塩屋北店

		宮城県 ミヤギケン		東京都 トウキョウ ト		横浜橋店		極楽店		布施畑店

		仙台原ノ町店		蓮根店		羽鳥店		名古屋みなと店		伊川谷店

		埼玉県 サイタマ ケン		成増店		六角橋店		一色店		枝吉店

		川越店		小岩店		新潟県 ニイガタ ケン		豊川店		東加古川店

		せんげん台店		王子店		新潟店		二川店		新高砂店

		鴻巣店		高円寺店		山梨県 ヤマナシ ケン		三重県 ミエ ケン		新宮店

		東岩槻店		練馬駅前店		石和店		桑名店		西宮上ヶ原店

		与野店		西小山店		岐阜県 ギフ ケン		大山田店		泉佐野中庄店

		日高原宿店		柴崎店		中鶉店		鈴鹿店		岡山県 オカヤマ ケン

		東松山店		田無店		愛知県 アイチ ケン		明和店		中仙道店

		ふじみ野店		東村山店		大山店		松阪店		水島北店

		本庄早稲田店		三鷹店		蒲郡店		四日市店		児島店

		川越広栄店 ヒロエイ テン		滝山店		刈谷店				西阿知店

										柳田店 ヤナギダ





リテール

		カーブス		〒210-0846

		川崎小田		神奈川県川崎市川崎区浅田2-1-13 ヒルママーケット2階map

		カーブス		〒212-0053

		鹿島田		神奈川県川崎市幸区下平間130 サンガーレンビル2階map

		カーブス		〒212-0055

		サミット南加瀬		神奈川県川崎市幸区南加瀬3-40-3 サミットストア南加瀬店2階map

		カーブス		〒212-0016

		川崎西口		神奈川県川崎市幸区南幸町2-15-1 文化堂第一ビル2階map

		カーブス		〒211-0034

		元住吉		神奈川県川崎市中原区井田中ノ町35-5 黒佐ビル2階map

		カーブス		〒252-0231

		相模原it's		神奈川県相模原市中央区相模原1-1-19 相模原it's5階map

		カーブス		〒237-0068

		サンビーチ追浜		神奈川県横須賀市追浜本町1-28-5 サンビーチ追浜2階map

		カーブス		〒239-0808

		横須賀大津		神奈川県横須賀市大津町3-34-22map

		カーブス		〒220-0041

		横浜戸部		神奈川県横浜市西区戸部本町51-15 ダイヤモンドビル201map

		カーブス		〒239-0841

		YRP野比		神奈川県横須賀市野比2-1-6 野比大神ビル2階map

		カーブス		〒226-0003

		横浜鴨居		神奈川県横浜市緑区鴨居3-1-4 ユニオンビル5階map

		カーブス		〒222-0013

		菊名駅前		神奈川県横浜市港北区錦が丘16-13 桜ビル3階map

		カーブス		〒232-0067

		弘明寺		神奈川県横浜市南区弘明寺町112-12 ネオックス弘明寺103map

		カーブス		〒233-0015

		日限山		神奈川県横浜市港南区日限山3-42-1 ユーコープ日限山店2階map

		カーブス		〒233-0013

		上永谷		神奈川県横浜市港南区丸山台1-15-4 第3港南ビル3階

		ステップゴルフ		〒224-0033

		センター南店		神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東3-17-40 キャッスルサイドヒルズ1階map

				TEL / FAX : 045-508-9112

		ステップゴルフ		〒223-0057

		新羽店		神奈川県横浜市港北区新羽町1636-1 パティオワンビル2階

		良品買館

		倉敷玉島店

		千葉ニュータウン店

		今宿店

		伊川谷店

		メガリサイクル王国

		岡山久米店

		ダイソー

		岡山久米店

		名古屋みなと店





2017年版一覧

		北海道地方						中部地方						近畿地方

		「業務スーパー」		8店舗				「バイクワールド」		2店舗				「コインランドリー　マンマチャオ」		3店舗

		「テラバヤシ」		8店舗				「ダイソー」		1店舗				「たい焼き専門店やまや本舗」		4店舗

		東北地方						「リユース王国」 オウコク		1店舗				中国地方

		「テラバヤシ」		1店舗				「コインランドリー　マンマチャオ」		1店舗				「オートバックス」		7店舗

		関東地方						近畿地方						「オートバックスエクスプレス」		1店舗

		「オートバックス」		12店舗				「オートバックス」		38店舗				「オートバックスセコハン市場」		1店舗

		「オートバックスエクスプレス」		2店舗				「スーパーオートバックス」		2店舗				「クリスタルセブン」		1店舗

		「BPセンター」		1店舗				「オートバックスエキスプレス」		4店舗				「ＢＰセンター」		1店舗

		「クリスタルセブン」		2店舗				「オートバックスセコハン市場」		1店舗				「メガリサイクル王国」		1店舗

		「タイヤ専門館」		1店舗				「クリスタルセブン」		4店舗				「良品買館」		1店舗

		「業務スーパー」		57店舗				「ＢＰセンター」		4店舗				「ダイソー」		1店舗

		「テラバヤシ」		48店舗　　				「大阪スズキカーズ」		1店舗				「バイクワールド」		1店舗

		「バイクワールド」		3店舗				「土山サーキット」		1店舗				「テラバヤシ」		5店舗

		「めぐみの郷」		1店舗				「バイクワールド」		5店舗				九州地方

		「良品買館」　　		1店舗				「業務スーパー」		32店舗				「業務スーパー」		5店舗

		「Green‘s K」		1店舗　				「テラバヤシ」		20店舗 テンポ				「バイクワールド」		1店舗

		「Green‘s K 鉄板ビュッフェ」		1店舗				「Green‘sK」		1店舗				マレーシア

		「カーブス」		18店舗				「Green‘sK 鉄板ビュッフェ」		1店舗				「オートバックス」		2店舗

		「ステップゴルフ」		3店舗				「リユース王国」 オウコク		2店舗				「バイクワールド」		2店舗

		「Ｚクロッカンシューザクザク」		1店舗　				「めぐみの郷」		21店舗 テンポ				タイ		1店舗

		「コインランドリー　マンマチャオ」		1店舗　				「激安スーパーめぐみのさと」 ゲキヤス		3店舗 テンポ				「バイクワールド」

		中部地方						「神戸粉もん七つの壷」		1店舗				台湾		1店舗

		「オートバックス」		7店舗				「食べ放題レストランめぐみの郷」		1店舗				「串かつだるま」

		「ＢＰセンター」		1店舗				「いきなりステーキ」		1店舗				ミャンマー

		「業務スーパー」		34店舗				「BAKE」		3店舗				ピンウーリン農場

		「テラバヤシ」		22店舗				「ＲＩＮＧＯ」		1店舗

								「クロッカンシューザクザク」		1店舗　

































































関東

		オートバックス						業務スーパー ギョウム										テラバヤシ												カーブス

		千葉県		千葉ニュータウン店				東京都 トウキョウト		福生店		埼玉県 サイタマケン		草加店				東京都 トウキョウト		蓮根店				埼玉県 サイタマケン		川越店				神奈川県 カナガワケン		川崎小田

				そが店						東村山店				坂戸店						成増店						せんげん台店						鹿島田

				富津店 テン						蓮根店				越谷店						小岩店						鴻巣店						サミット南加瀬

				館山バイパス店 テン						西小山店				川越店						王子店						東岩槻店						川崎西口

				木更津金田店						新宿榎店				鴻巣店						高円寺店						与野店						元住吉

				木更津店 						成増店				東松山店						練馬駅前店						日高原宿店						相模原it's

				野田梅郷店 						東久留米店				ふじみ野店						西小山店						東松山店						サンビーチ追浜

				鎌ケ谷店						王子店				新座店						柴崎店						ふじみ野店						横須賀大津

				八千代店						柴崎店				せんげん台店						田無店						本庄早稲田店						横浜戸部

				オートバックスエクスプレス
木更津金田店						笹塚店				本庄早稲田店						東村山店						川越広栄店 ヒロエイ テン						YRP野比

										練馬駅前店				東岩槻店						三鷹店						草加店 ソウカテン						横浜鴨居

				オートバックスエクスプレス
野田梅郷店						田無店				日高原宿店 ヒダカ ハラジュクテン						滝山店						行田店 ギョウダテン						菊名駅前

										滝山店 タキヤマ テン				川越広栄店 カワゴエ ヒロエイ テン						武蔵小山店 ムサシコヤマテン				千葉県 チバケン		五井店						弘明寺

		茨城県		坂東店						上池袋店 カミイケブクロ テン				行田店 ギョウダテン				神奈川県 カナガワケン		黒川店						千葉ニュータウン店						日限山

				294守谷店						武蔵小山店 ムサシ コヤマ テン		神奈川県 カナガワケン		茅ヶ崎店						登戸店						野田店						上永谷

		バイクワールド								東新宿店 ヒガシ シンジュクテン				笠間店						相模原店						花見川店				良品買館 リョウヒン カイ カン

		栃木県 トチギケン		インターパーク宇都宮店				千葉県 チバケン		花野井店				鴨居店						茅ヶ崎店						東金店				千葉県		千葉ニュータウン店

		千葉県		千葉蘇我店						市原店				藤沢店						いぶき野店						松戸店				Green'sK鉄板ビュッフェ テッパン

				木更津金田店						藤原店				芹が谷店						鴨居店						天王台店				千葉県		千葉ニュータウン店

		マンマチャオ								加曾利店				相模原店						平塚横内店 ヒラツカ ヨコウチ テン						北柏店 キタカシワテン				Zクロッカンシューザクザク

		千葉県		木更津金田店						野田店				いぶき野店						横浜橋店				山梨県 ヤマナシケン		石和店				埼玉県 サイタマケン		イオンモール浦和美園点 ウラワ ミソノ テン

		めぐみの郷 サト								松戸新田店				黒川店						羽鳥店										群馬県 グンマケン		イオンモール高崎店 タカサキテン

		千葉県		天王台店 テンノウダイテン						東金店				六角橋店						六角橋店

		ステップゴルフ								千葉ニュータウン店				辻堂店						川崎大師店 カワサキダイシ テン

		神奈川県		センター南店						五井店				潮田店

				新羽店						花見川店				登戸店

										天王台店 テンノウダイテン				羽鳥店

										北柏店 キタカシワ テン				平塚横内店 ヒラツカ ヨコウチ テン



































関西

		オートバックス										業務スーパー ギョウム										やまや本舗 ホンポ						めぐみの郷 サト

		兵庫県 ヒョウゴケン		兵庫中之島店		兵庫県 ヒョウゴケン		和田山店				大阪府 オオサカフ		天満店				下手野店				兵庫県 ヒョウゴケン		布施畑インター店 テン				兵庫県 ヒョウゴケン		学園南店

				塩屋北店				猪名川店						なかもず店				三田インター店						ひよどり台店						ひよどり台店

				学園南店				西昆陽店						貝塚店				サザンモール六甲店 ロッコウ テン						枝吉店						伊川谷店

				玉津店				明石店						平野店				東加古川店 ヒガシカコガワ テン						西神パルティ店 セイ シン テン						枝吉店

				鈴蘭台店				篠山店						羽曳野店				朝霧店 アサギリ テン				BAKE								大久保店

				北六甲店				山崎						日本橋店		テラバヤシ						大阪府 オオサカフ		阪神梅田店 ハンシン ウメダテン						太子店

				神戸三田インタ－店				洲本店						下田部店		兵庫県 ヒョウゴケン		大久保店						あべのハルカス店 テン						和田山店

				三田店				セコハン市場伊川谷店						高津店				福崎店				京都府 キョウトフ		京都寺町店 キョウト テラマチ テン						六甲店

				伊丹店				べふ店						堺東店				サザンモール六甲店				兵庫県		そごう神戸店 コウベテン						塩屋北店

				西宮店				豊岡店 トヨオカテン						八尾志紀店				三田インター店				ＲＩＮＧＯ								西宮上ヶ原店

				タカラヅカ店				オートバックスエクスプレス
塩屋北						泉佐野中庄店 イズミサノ ナカショウ テン				ひよどり台店				大阪府 オオサカフ		ルクア大阪店 オオサカ テン						サザンモール六甲店 ロッコウ テン

				宝塚山本店								兵庫県 ヒョウゴケン		箕谷店				学園南店				マンマチャオ								DUO　KOBE店 テン

				ふくさき店				オートバックスエクスプレス
姫路						伊丹店				塩屋北店				兵庫県 ヒョウゴケン		ひよどり台店						新高砂店 シン タカサゴ テン

				三木店										新たつの店				業務塩屋北店 ギョウム シオヤ キタ テン						G-7オートモール
New土山店 ツチヤマテン						西新町店 ニシシンマチ テン

				三木大村店				オートバックスエクスプレスNEW土山 ツチヤマ						川西店				布施畑店												樽屋町店 タルヤマチ テン

				NEW土山店										花田店				伊川谷店				京都府 キョウトフ		亀岡店 カメオカテン						花田店 ハナダ テン

				加古川店		京都府 キョウトフ		丹後大宮店						網干店				枝吉店				激安スーパーめぐみのさと ゲキヤス								西神パルティ店 セイ シン テン

				スーパーオートバックス姫路				亀岡店						西宮両度店				東加古川店				兵庫県 ヒョウゴケン		西新町店 ニシシンマチ テン						朝霧店 アサギリテン

				スーパーオートバックス
サンシャインKOBE				京都綾部店 アヤベ テン						宝塚中山店				新高砂店						樽屋町店 タルヤマチ テン				大阪府 オオサカフ		泉佐野中庄店 ナカショウ

								東福知山店 ヒガシ フクチヤマテン						加古川店				新宮店						枝吉店						イオン高槻店

				姫路西店				オートバックスエクスプレス
京都綾部店 キョウト アヤベテン						布施畑インター店				西宮上ヶ原店						六甲道店 ロッコウミチテン				奈良県 ナラケン		新庄店

				姫路リバー・シティー店										能勢口北店				泉佐野中庄店												いかるが店

				網干店		バイクワールド								田寺店				西新町店 ニシシンマチ テン												田原本千代店

				赤穂店		兵庫県 ヒョウゴケン		伊丹店						押部谷店				樽屋町店 タルヤマチ テン												京奈学園前店

				高砂店				土山店						ひよどり台店				西神パルティ店 セイ シン テン										京都府 キョウトフ		イオン洛南店 ラク ナン テン

				西脇店				姫路今宿店 ヒメジ イマジュクテン						西神パルティ店 セイ シン テン				朝霧店 アサギリテン

				竜野店				伊川谷店 イガワ ダニ テン						新高砂店 シン		大阪府 オオサカフ		堺東店 サカイヒガシテン

				氷上店		大阪府 オオサカフ		りんくうシークル店						塩屋北店



































北海道

		業務スーパー ギョウム				テラバヤシ

		月寒西店 ニシ				恵庭店

		上野幌店				上野幌店

		八軒店				月寒東店

		千歳店				月寒店

		恵庭店				八軒店

		月寒東店 ヒガシテン				千歳店

		清田店 キヨタテン				フィール旭川店

						清田店 キヨタテン





中部地方

		オートバックス						業務スーパー ギョウム						テラバヤシ

		福井県 フクイケン		敦賀				愛知県 アイチケン		豊橋店 トヨハシテン				愛知県 アイチケン		豊橋店

				小浜店						尾西店 オニシ テン						岡崎中園店 ナカゾノ

				坂井店						中園店 ナカゾノ テン						大山店

				武生店						新小牧店						新小牧店

				さばえ店						清須店						極楽店

				やしろ店						津島七宝店						津島七宝店

				福井北店						福住店						豊川店

				BPセンター福井 フクイ						名東極楽店 メイトウ						清須店

										名古屋みなと店						尾西店

		バイクワールド								一色店						一色店

		愛知県 アイチケン		名古屋店 ナゴヤテン						豊川店						蒲郡店

		岐阜県 ギフケン		岐阜店 ギフテン						二川店						二川店

										大山店						名古屋みなと店

		リユース王国 オウコク								蒲郡店						刈谷店

		愛知県 アイチケン		名古屋みなと店 ナゴヤ テン						刈谷店						福住店 フクスミ テン

										高蔵寺店				岐阜県		中鶉店

		ダイソー								大府店				三重県 ミエ ケン		鈴鹿店

		愛知県 アイチケン		名古屋みなと店 ナゴヤ テン						一宮店						桑名店

										新守山店						松阪店

		Green's　K								天白店						明和店

		愛知県 アイチケン		塩釜口店 シオ カマグチ テン						岡崎店 オカザキテン						四日市店

										半田店 ハンダ テン						大山田店

										黄金店 オウゴン テン

										豊田南店 トヨダ ミナミ テン

								岐阜県 ギフ ケン		中鶉店

										可児店 カニ テン

								三重県 ミエ ケン		桑名店

										大山田店

										鈴鹿店

										明和店

										松阪店

										四日市松本店 マツモト

										津高茶屋店 ツダカ チャヤ テン

										道伯店 ドウハク テン





沿革

		昭和50年10月		現名誉取締役会長、木下守が加古川市にカー用品専門店オートセブン加古川店を開店

		51年 7月		オートバックス大久保店を開店、以降、フランチャイジーとして積極的に出店 

		平成 8年 8月		大阪証券取引所市場第二部に株式を上場

		13年 5月		東京証券取引所市場第二部に株式を上場

		14年 4月		子会社株式会社サンセブンを設立、業務用食材小売販売を行う「業務スーパー」を

				フランチャイジーとして積極的に展開

		17年 9月		東京証券取引所・大阪証券取引所市場第一部に指定

		18年 4月		G-7グループ各事業会社を支配・管理する持株会社の「株式会社G-7ホールディングス」に組織・商号変更

		10月		株式会社オートセブンがM&Aによりオートバックス2店舗を運営する福神産業を買収

		11月		M&Aにより自動車板金塗装業等を営む㈱タカツキを買収

		20年 6月		M&Aにより食品販売・FC事業を展開する㈱シーアンドシーを買収

		44531		M&Aにより農産物直売所「めぐみの郷」を店舗展開する㈱めぐみのさとを買収。アグリ事業に参入

		23年 3月		シンガポールに東南アジアの子会社を統括するG7インターナショナルを設立。海外事業展開開始

		24年 4月		マレーシアにオートバックス１号店を開店

		10月		M&Aにより高級冷凍食品の製造・卸を行う㈱コールドファミリーを買収

		12月		グループ会社の社名変更を実施

		26年 1月		G-7食品システムが上野食品を吸収合併

		2月		マレーシアに海外初の「ら～めん神戸（かんべ）」1号店をオープン

		46508		株式会社テラバヤシの株式取得し子会社化

		10月		第1号店のオープンより、創業40周年を迎える

		29年 5月		川瀬食品株式会社、株式会社CrownTradingの株式取得し子会社化

		47423		株式会社G-7オート・サービスが㈱オートプラスよりオートバックス2店舗を譲受 カブシキ カイシャ テンポ ユズリウケ





会社概要

		会社名		　株式会社G-7ホールディングス（G-7HOLDINGS INC.）

		設立		　1976年（昭和51年）6月18日

		資本金		　17億8570万円

		従業員数 ジュウギョウイン スウ		　連結　5,136名（2017年9月末現在）　 レンケツ メイ

		株式		　東証1部上場（証券コード：7508）

		時価総額 ジカ ソウガク		　323億5,410万円（2017年11月末現在） オク マンエン ネン ガツ マツ ゲンザイ

		代表者		　代表取締役社長　金田　達三

		本社		　神戸市須磨区弥栄台3丁目1－6

				　TEL：078-797-7700　FAX：078-797-7710

		事業内容		　オートバックス、業務スーパーなどの事業を行うグループ会社の

				　経営戦略・管理・運営等をおこなう持株会社





ランキング

		小売全体の順位		社名		売上高(百万円）		経常利益（百万円）

		1位		イオン		8,210,145		187,351

		2位		セブン＆アイ・ホールディングス		5,835,689		364,405

		3位		ファーストリテーリング		1,786,473		90,237



		56位		神戸物産（連結）		239,266		8,729

		67位		オートバックスセブン（連結）		204,033		7,120

		92位		イエローハット（連結）		129,817		8,099

		104位		Ｇ－７ホールディングス（連結）		110,377		4,062

		182位		Ｇ－７スーパーマート		55,810		2,087

		267位		Ｇ－７･オート･サービス		31,022		1,303

		335位		アイエー		20,940		571

		479位		バッファロー		8,556		236

		198位		オーシャンシステム（連結）		49,952		992
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ストアネットワーク（近畿地方）

2018年6月30日現在

兵庫中之島店 和田山店 天満店 下手野店 布施畑インター店 学園南店

塩屋北店 猪名川店 なかもず店 三田インター店 ひよどり台店 ひよどり台店

学園南店 西昆陽店 貝塚店 サザンモール六甲店 枝吉店 伊川谷店

玉津店 明石店 平野店 東加古川店 西神パルティ店 枝吉店

鈴蘭台店 篠山店 羽曳野店 朝霧店 大久保店

北六甲店 山崎 日本橋店 大阪府 あべのハルカス店 太子店

神戸三田インタ－店 洲本店 下田部店 大久保店 京都府 京都寺町店 和田山店

三田店 セコハン市場伊川谷店 高津店 福崎店 兵庫県 そごう神戸店 塩屋北店

伊丹店 べふ店 堺東店 サザンモール六甲店 サザンモール六甲店

西宮店 豊岡店 八尾志紀店 三田インター店 大阪府 ルクア大阪店 DUO　KOBE店

タカラヅカ店 泉佐野中庄店 ひよどり台店 新高砂店

宝塚山本店 箕谷店 学園南店 大阪府 ルクア大阪店 西新町店

ふくさき店 伊丹店 塩屋北店 樽屋町店

三木店 新たつの店 業務塩屋北店 兵庫県 ひよどり台店 花田店

三木大村店 川西店 布施畑店 西脇店 西神パルティ店

NEW土山店 花田店 伊川谷店 京都府 亀岡店 朝霧店

加古川店 丹後大宮店 網干店 枝吉店 激安スーパーめぐみのさと 泉佐野中庄店

スーパーオートバックス姫路 亀岡店 宝塚中山店 東加古川店 兵庫県 西新町店 イオン高槻店

京都綾部店 加古川店 新高砂店 樽屋町店 新庄店

東福知山店 布施畑インター店 新宮店 枝吉店 いかるが店

姫路西店 能勢口北店 泉佐野中庄店 田原本千代店

姫路リバー・シティー店 田寺店 西新町店 兵庫県 学園南店 京都府 イオン洛南店

網干店 押部谷店 樽屋町店

赤穂店 伊丹店 ひよどり台店 西神パルティ店 兵庫県 学園南店 兵庫県 西神パルティ店

高砂店 土山店 西神パルティ店 朝霧店

西脇店 姫路今宿店 新高砂店 大阪府 堺東店 兵庫県 花田店 兵庫県 今宿店

竜野店 伊川谷店 塩屋北店

氷上店 大阪府 りんくうシークル店

良品買館

リユース広告

兵
庫
県

兵
庫
県

クロッカンシューザクザク

マンマチャオ

ＲＩＮＧＯ

大阪府

奈
良
県

オートバックス

兵
庫
県

スーパーオートバックス
サンシャインKOBE

オートバックスエクスプレス
京都綾部店

めぐみの郷

兵
庫
県

業務スーパー

BAKE

やまや本舗

兵
庫
県

大
阪
府

兵
庫
県

テラバヤシ

バイクワールド

京
都
府

オートバックスエクスプレス
NEW土山

オートバックスエクスプレス
姫路

オートバックスエクスプレス
塩屋北

兵
庫
県

兵
庫
県

いきなりステーキ

神戸粉もん七つの壷

鉄板ビュッフェGreen's K

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
近畿地方の店舗一覧です。
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2018年3月期通期業績、
2019年3月期通期業績予想について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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2018年3月期 前期比
増減率

2019年3月期
通期予想

2018年3月期比
増減率

売上高 119,816 8.6% 130,000 8.5%

営業利益 4,324 11.0% 5,000 15.6%

経常利益 4,568 12.5% 5,500 20.4%

親会社株主に帰属する
当期純利益 2,648 27.3% 2,800 5.7%

19

2018年3月期連結業績と来期予想

（単位：百万円）

過去最高業績を3期連続で更新。オートバックス、業務スーパーが順調に推移

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
通期はグループ全体で増収増益の結果となりました。売上高は前期比8.6%増の119,816百万円、営業利益は同11.0％増の4,324百万円、経常利益は同12.5％増の4,568百万円、当期純利益は同27.3％増の2,648百万円の決算となりました。今期予想は売上高　130,000百万円営業利益　5,000百万円経常利益　5,500百万円当期純利益　2,800百万円を計画しております。
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110.51 126.66 104.59
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953.05
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34.00 39.00 30.00 47.00 53.00 66.00 70.00

1,433.92

867.54
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30.5%
30.9%
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300.00

600.00

900.00

1,200.00

1,500.00

26.0%

28.0%

30.0%

32.0%

34.0%

36.0%

1株当り当期純利益(円) 59.38 110.51 126.66 104.59 153.95 171.76 218.73 231.20

1株当り純資産(円) 780.73 867.54 953.05 1 ,019.17 1,137.86 1,267.83 1,433.92

1株当り配当金(円) 20.00 34.00 39.00 30.00 47.00 53.00 66.00 70.00

配当性向(%) 33.7% 30.8% 30.8% 28.7% 30.5% 30.9% 30.20% 30.30%

2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期

20

2018年3月期は、中間配当を25.00円、期末配当を41.00円(普通配当25円、特別配当16円)合計66.00円となりました。

配当について

注） 2012/3月期は特別配当6.0円、2013/3月期は特別配当18.0円、2014/3月期は特別配当15.0円、2016/3月期は特別配当13円、2017/3月期は特別配当13円を含む。

円

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続きまして、配当についてご説明いたします。2018年3月期は中間配当を25円、期末配当25円に特別配当16円を含め、計66円となりました。当期配当につきましては、中間配当を35円、期末配当を35円、年間70円を予定しております。
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オートバックス・車関連
38％

業務スーパー・こだわり食品
59％

セグメント別売上構成比の業績

オートバックス・車関連
31.3％

業務スーパー・こだわり食品
63.1％

そ
の

他
5.6

％

オートバックス・車関連

31.3％

業務スーパー・こだわり食品

63.1％

その他

5.6％

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
オートバックス車関連が売上高は前年同期比10.1％増の37,446百万円、営業利益は同36.8％増の1,51百万円業務スーパー・こだわり食品事業が売上高が前年同期比7.7%増の75,632百万円、営業利益は同9.9%増の2,651百万円その他の売上高は、前年同期比9.8%増の6,737万円、営業損失は108百万円（前期は営業利益124百万円） となりました。売上構成比は、オートバックス車関連が全体の31.3％業務スーパー・こだわり食品が63.1％その他が5.6％　です。
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通期実績 前期 増減率

売上高 37,446 34,010 10.1%

営業利益 1,651 1,206 36.8%

店舗数 92 90 +2

概況
• タイヤが2017年6月の一斉値上げに伴う駆け込み需要や冬季の降雪による冬用タイヤの伸長により

、G-7・オート・サービスの売上高は前期比3.5%増、営業利益は同33.0%。増益に大きく寄与。
• オートバックス主要カテゴリー別売上高状況（前年同期比）

タイヤ：112.0％ オイル：101.7％ バッテリー：103.9％ カーAV：101.9％ 車検台数：101.5％
• カーエレクトロニクス部門では、ドライブレコーダーのヒットが増収に貢献。
• オートバックス２店舗（兵庫県、京都府）を他ＦＣ法人より譲り受け、関西エリアの販売力強化に

つながった。（2017年11月1日）
• Ｇ-7バイクワールドは資本提携しているバイク王とのコラボ店舗の展開を開始（12店舗中8店舗）

。納車整備・車検を強化 22

オートバックス・車関連事業

（単位：百万円、店舗数）

※店舗数、オートバックス・車関連・バイクワールド含む

バイク王とのコラボ→
（名古屋みなと店）

←オートバックス東福知山店
2017/11/1譲受

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
タイヤ値上げ前の駆け込み需要と寒波の影響で、カー用品の売上が伸長し、G-7オート・サービスは増収増益に大きく寄与いたしました。オートバックスのカテゴリー別の状況をみると、タイヤ、オイル、バッテリー、カーエレクトロニクス、サービスなど、主要カテゴリーが前年を上回る結果となりました。また、昨年秋よりメディアで大きく取り上げられたドライブレコーダーへの関心も高く、カー用品の需要が増加いたしました。昨年11月に兵庫県と京都府のオートバックス２店舗を他法人より譲受、競合店を見据えた販売力強化につながっています。2輪に関しては、昨年資本業務提携を結んだ「バイク王」とのコラボ店舗を増やし、納車整備、車検に力を入れ売上と利益確保を目指します。
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G-7・オート・サービスの売上高と営業利益の推移（単位：百万円）

G-7・オート・サービス（オートバックス）の業績

2010/3

月期

2011/3

月期

2012/3

月期

2013/3

月期

2014/3

月期

2015/3

月期

2016/3

月期

2017/3

月期

2018/3

月期

2019/3

月期予

オートバックス事業売上 26,246 26,673 27,171 29,744 32,752 30,074 30,978 31,012 32,108 36,187

オートバックス事業営業利益 1,338 1,493 1,575 1,582 1,805 918 1,097 1,128 1,521 2,242
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
G-7・オート・サービスの売上高と営業利益の推移です。今期の目標は売上高361億円、営業利益22億円を目標としています。
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通期実績 前期 増減率

売上高 75,632 70,232 7.7%
営業利益 2,651 2,413 9.9%
店舗数 239 222 +17

概況
• G-7スーパーマートの売上高は前期比7.6%増、営業利益は同5.7%増。
• 売上高、営業利益ともに過去最高を更新。
• 新規出店した店舗がいずれも順調に進捗。
• 2017年5月1日 川瀬食品㈱の株式取得（子会社化）兵庫県内に地域密着型小型スーパーを

4店舗展開→内、2店舗を業務スーパーとして運営を開始する。(テラバヤシ、めぐみの郷を
テナントとして誘致)

• G-7ミートテラバヤシの売上高は前期比11.0%増、営業利益は同17.0%増と好調に推移。
業務スーパーとの同時出店等により店舗数が前期末比8店舗増の103店舗に拡大したことや
、既存店舗での売上増が好業績に寄与。

24

業務スーパー・こだわり食品事業

（単位：百万円、店舗数）

テラバヤシ厚別西店→
2017/12/14オープン

←業務スーパー草加店
2017/11/23オープン

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
増収増益の要因は、既存店舗の活性化と、高品質で魅力ある商品を低価格で提供することにより、お客様のニーズに対応してきた結果だと思われます。業務スーパーは、出店を拡大しつつ、老朽化の目立つ店舗のリフレッシュも同時に行い、快適な店作りを行っております。今期も10店舗の出店を計画しており、関東と九州を中心に出店してまいります。こだわり食品事業は新規取引先の開拓や厳選商品の発掘が実を結び、好調に推移いたしました。こだわり食品は継続して、新規取引先は休眠している取引先への営業を実施して参ります。
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G-7スーパーマートの売上高と営業利益の推移
（単位：百万円）

G-7スーパーマート（業務スーパー）の業績

2010/3

月期

2011/3

月期

2012/3

月期

2013/3

月期

2014/3

月期

2015/3

月期

2016/3

月期

2017/3

月期

2018/3

月期

2019/3

月期予

G-7スーパーマート売上 33,500 37,168 40,306 42,928 45,170 47,885 52,069 54,698 60,204 67,357

G-7スーパーマート営業利益 934 1,094 1,187 1,186 1,247 1,315 1,752 1,992 2,176 2,524
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
G-7スーパーマートの売上高と営業利益の推移です。今期の目標は売上高673億円、営業利益25億円を目標としています。
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既存店前年比
オートバックス
通期 102.6％

業務スーパー
通期 101.4％

2018年3月期 中核事業の売上推移

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
中核事業である、オートバックスと業務スーパーの既存店売上の前年比です。【既存店平均】オートバックス　102.6％業務スーパー　101.4％【全店平均】オートバックス　103.4％業務スーパー　107.6％
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通期実績 前期 増減率

売上高 6,737 6,135 9.8%
営業利益 -108 124 -
店舗数 75 63 +12

概況
• 「マンマチャオ」のフランチャイジーとして新たに3店舗出店、期末店舗数は5店舗に。各店舗

とも順調に推移。
• チーズタルト専門店「BAKE CHEESE TART」が前期末比1店増の4店舗、たい焼専門店「やま

や本舗」が同3店舗増の4店舗にそれぞれ拡大。
• シュークリーム専門店「Zクロッカンシューザクザク」、カスタードアップルパイ専門店「

RINGO」を各1店舗新規出店。
• 海外事業は、収益化までに時間を要するとの判断から、一旦、縮小する方針を決定。

27

その他事業

（単位：百万円、店舗数）

Zクロッカンシューザクザ
クイオンモール高崎店→

2017/7/21オープン

←マンマチャオさばえ店
2018/3/10オープン

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
一昨年、G-7・オート・サービスが参入したコインランドリー事業は昨年度までに5店舗出店し、各店とも順調に推移しています。特に、２年目の京都府・亀岡店と兵庫県・ひよどり台店は認知度もあがり、前年を大きく上回る結果となりました。スイーツ事業では、チーズタルトの他、シュークリームの「ザクザク」、アップルパイの「ＲＩＮＧＯ」も出店し、行列の絶えない人気店となっておりますが、出店経費が増加したことにより減益の要因となりました。海外事業につきましては、車関連事業のオートバックスとバイクワールド以外は、一旦事業を縮小し、受け入れ先を検討してまいります。
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2018年3月期 下半期国内店舗の新規出店

2017/11/1 オートバックス豊岡店＊ 兵庫県

2017/11/1 オートバックス東福知山店＊ 京都府

2017/10/26 業務スーパー博多せんしょう店 福岡県

2017/11/23 業務スーパー草加店 埼玉県

2017/12/14 業務スーパー厚別西店 北海道

2017/11/23 テラバヤシ草加店 埼玉県

2017/12/14 テラバヤシ厚別西店 北海道

2018/3/10 マンマチャオG—7さばえ店 福井県

2018/3/22 マンマチャオ西脇店 兵庫県

2017/11/25 リユース王国今宿店 兵庫県

2017/12/1 ステップゴルフ西橋本店 神奈川県

＊㈱オートプラスより店舗譲受

オートバックス

業務スーパー

テラバヤシ

大型コインランドリーマンマチャオ

リユース王国

ステップゴルフ

業務スーパー厚別西店

マンマチャオ西脇店

リユース王国今宿店

ステップゴルフ西橋本店

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
オートバックス		2017/11/1	オートバックス豊岡店＊	兵庫県2017/11/1	オートバックス東福知山店＊　京都府業務スーパー		2017/10/26	　業務スーパー博多せんしょう店　　福岡県2017/11/23	　業務スーパー草加店	埼玉県2017/12/14	　業務スーパー厚別西店	北海道テラバヤシ		2017/11/23	　テラバヤシ草加店	埼玉県2017/12/14　テラバヤシ厚別西店	北海道大型コインランドリーマンマチャオ		2018/3/10	マンマチャオG—7さばえ店　　福井県2018/3/22	マンマチャオ西脇店	兵庫県リユース王国		2017/11/25	　リユース王国今宿店	兵庫県ステップゴルフ		2017/12/1	ステップゴルフ西橋本店	　神奈川県
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海外展開戦略について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは、海外展開についてご説明申し上げます。
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●オートバックス事業
・2017年4～3月売上実績

クランセントラル店2（2012年オープン）：前年同期比12.5％減
テブラウシティ店（2013年オープン）：前年同期比19.9％増

●バイクワールド事業
・2017年4～3月売上実績

クランセントラル店（2014年オープン）：前年同期比23.0％増
テブラウシティ店（2013年オープン）：前年同期比2.1％減
バンコク・ナワミン店（2016年オープン）：前年同期比196.8％増

★バイクワールド クランセントラル店 通期黒字化達成！

・2017年5月1日株式取得
・主に東南アジア中東に新車・中古車の輸出販売をおこなっている
・今期はアフリカからの受注増加も見込まれる

30

海外事業についてー車関連事業
← オートバックス
テブラウシティ店
（マレーシア）

バイクワールド→
バンコク・ナワミン店

（タイ）

←Ｇ-7.クラウント
レーディング
横浜ヤード

●Ｇ－7.CrownTrading（株式会社CrownTradingより社名変更）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
海外の車関連はマレーシアにオートバックス2店舗、バイクワールドを2店舗、タイにバイクワールドを1店舗運営しています。バイクワールド　クランセントラル店はオープン以来初めて通期黒字化となりました。テブラウシティ店も今期は黒字化を見込んでおります。2017年5月に株式会社クラントレーディングを子会社化いたしました。名称をG-7.クラウントレーディングとし、日本から主にアジア・中東へ新車・中古車の輸出を行っております。
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313131

海外事業について-飲食・アグリ事業

●レストラン事業
串かつだるま中山長安店（台湾 2015年12月オープン）
オープン２年目より売上伸び悩み

ＳＮＳやグルメサイトによる集客を実施→予約増
ランチタイムのてこ入れで客数ＵＰを図る

●ミャンマーでの野菜生産
・2013年11 月よりイチゴを苗から生産開始
・2015年2月からミャンマー国内のシティマート、他スーパーで販売。
・2015年よりレタス栽培・販売を開始。
・2018年3月より旧首都ヤンゴンへ出荷開始

串かつだるま 中山長安店

レタスの栽培出荷前のいちごハウスを手作り

串かつだるまランチメニュー

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
海外における飲食・アグリ事業についてご説明いたします。レストラン事業は、大阪で人気の串かつだるまを台北で運営しております。オープン2年目より苦戦しておりますが、SNSの活用やグルメサイトへの掲載で集客を図り、業績は回復基調にあります。アグリ事業は、ミャンマーでイチゴや野菜の生産をしております。収穫した野菜やイチゴは、現地大手スーパー　シティマート系列で流通しております。今年3月より旧首都のヤンゴンへの出荷も開始いたしました。
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中期経営計画について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは、中期経営計画についてご説明申し上げます。



Copyright © 2018 G-7 HOLDINGS Inc. All Rights Reserved http://www.g-7holdings.co.jp/

33

2020年(創業45周年時）
売上高1,700億円

経常利益70億円に挑戦

オートバックス
事 業

G-7･オート･サービス
545億円

G7アグリジャパン
８０億円

G7インターナショナル
４５億円

G-7 スーパーマート
７５０億円

業 務 ス ー パ ー
事 業

アグリ事業
海外事業

バイクワールド事業

G7リテールジャパン
２０億円

G-7 バイクワールド
５０億円不動産デベロップ・

リテール事業食品製造・加工・
卸販売入/・飲食事業

G7ジャパンフードサービス
８５億円

G-7ミートテラバヤシ
125億円

精肉事業

2021年3月期連結売上 中期経営計画

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
2020年（創業45周年時）までの中期経営計画を策定いたしました。売上目標は1700億円、経常利益70億円です。次は売上1700億円を達成させるための、各事業の数値目標です。オートバックス・車関連で600億（経常利益　30億円）バイクで50億（経常利益　1.5億円）不動産、リユースで20億（経常利益　1.5億円）食品加工、輸出入・販売で85億（経常利益　3.3億円）業務スーパーで650億（経常利益　21億円）精肉で115億円（経常利益　4.7億円）アグリで80億円（経常利益　3億円）海外事業で100億円（経常利益　5億円）を目標としております。
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中期事業計画～７つの具体的戦略

•グループ内の意思統一を図るため、企業間の人・物・金のコ
ラボを強化し、成長させます。命令系統の統一を図り、一人
一人の評価基準を明確にして、人間力を高めます組織力と人間力の強化

•スイーツ事業等の更なる展開、国内外で新規・新業態を展開し
てまいります

新規事業、新業態開発の
成長戦略室の新設

•世代交代を見据えて開講した役員・経営者養成講座にて、創
業者・現役員また外部講師を招いて、経営の知識を身につけ
てもらい、グループの将来を担える人材を養成します。

創業者塾・ＮＣ（ネクスト
キャビネット）養成塾を開講

•国内・海外での取り組みを強化し、キャッシュフロー内で国
内外の投資をしますＭ＆Ａの推進

•年間30～40店舗出店できるよう、密な市場調査と投資効率を
考慮した出店に取り組みます立地開発の強化

•東南アジアからの人材確保。現地学校法人と契約し、学生を
技能実習生として受け入れを進めます

•既存事業の拡大に努めます

アジア・アセアン地域に
おける海外事業の強化

•シニア（60～80歳）や女性の採用を強化します 従来の定時
勤務にとらわれず、自由な勤務時間を選択できる働き方の採
用に挑戦します人材の確保

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
中期目標を達成するために、具体的な事業戦略・事業展開を計画・実行してまいります。1.組織力と人間力の強化グループの意思統一を図るため、グループ企業間の人・物・金のコラボを強化して、成長させます。各事業会社とも、命令系統の統一を図り、一人一人の評価基準を明確にして、人間力を高めます2.新規事業、新業態開発の成長戦略室の新設スイーツ事業等の更なる展開、国内外で新規・新業態を展開してまいります3.創業者塾・NC（ネクスト・キャビネット）養成塾を開講世代交代を見据えて開講した、役員・経営者養成講座にて、創業者・現役員または外部講師を招いて、経営の知識を身につけてもらい、グループの将来を担える人材を養成します。4.Ｍ＆Ａの推進国内・海外での取り組みを強化し、キャッシュフロー内で国内外の投資をします5.立地開発の強化年間30～40店舗出店できるよう、密な市場調査と投資効率を考慮した出店に取り組みます6.アジア・アセアンにおける海外事業の強化東南アジアからの人材確保。現地学校法人と契約し、学生を技能実習生として受け入れを進めます。既存事業の拡大に努めます7.人材の確保シニア（60～80歳）や女性の採用を強化します。従来の定時勤務にとらわれず、自由な金時間を選択できる働き方の採用に挑戦します。
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人材確保～軟式野球部の新設

2017年8月1日
神戸総合運動公園サブ球場命名件取得
新名称「G7スタジアム神戸」

2018年4月1日
軟式野球部発足 監督：マック鈴木氏
全日本軟式野球連名兵庫支部神戸軟式野球協会に加盟

2018年春
入部を希望する新卒のエントリー

人材確保の一環として、福利厚生を充実させます
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スポンサードについて

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に、当社のスポンサード活動についてご説明いたします。
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スポンサード活動

Netz Cup
Vitz Race

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後になりますが、当社が応援しているプロスポーツについてご説明いたします。Ｇ-7グループは、女子プロゴルファー5名を応援しています。地元神戸出身の「大谷　奈千代プロ」、国内通算7勝している「吉田　弓美子プロ」、岡山県出身のプロ5年目「東　浩子プロ」、そして当社創業地である兵庫県加古川市出身の「ささきしょうこプロ」、昨年プロテストに合格した「淺井　咲希プロ」です。また、ヴィッセル神戸のスポンサードは今年で7年目になります。今月は、ヴィッセル神戸の本拠地、ノエビアスタジアムで開催している、イベントに協賛し、地元の方々に愛される団体であり続けたいと思います。そして、モータースポーツ「ＡＲＴＡ」プロジェクトにも参加し、弊社社員「大西　隆生」がドライバーとして、レースに参戦しています。



Copyright © 2018 G-7 HOLDINGS Inc. All Rights Reserved http://www.g-7holdings.co.jp/

38

お問合せ

株式会社Ｇ－７ホールディングス
IR担当 井手 かおる

ＴＥＬ：０７８－７９７－７７０１
E-mail kaoru.ide@g-7holdings.co.jp

本資料に記載された意見や予測などは、資料作成時での弊社の判断であり、その情報の正確性を
保証するものではありません。
様々な要因の変化により、実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。
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