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2020年 2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 小林 喜夫巳 

[コード番号  9832 東証第一部] 

問い合わせ先 IR･広報部長 山﨑 徹 

       TEL 03-6219-8787 

連結子会社の合併および商号変更に関するお知らせ 

当社は、連結子会社である株式会社広島オートバックスと他の連結子会社 4社を合併するとと

もに、同社を含め、株式会社夢翔、株式会社オートバックス美濃、株式会社オートバックスサン

エースの商号を変更することとなりました。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。 

合併および商号変更の内容については、下記の通りとなります。 

記 

 

1．連結子会社の合併および商号変更の理由 

当社グループは「5ヵ年ローリングプラン 2019」において、国内オートバックス事業の収益拡

大を目指し、さまざまな施策を展開しています。自動車産業の変化は目まぐるしく、変化への対

応には、本部と店舗のコミュニケーションをより一層強化することが不可欠であり、各施策をこ

れまで以上に徹底しつつ、個別戦略については現場の状況に適した地域戦略を採用していく必

要があります。 

当社はこのたび、お客様のニーズに迅速に応えるべく、より現場に近いところで判断できる体

制づくりとして、事業部制を導入することとしました。店舗運営を主とする子会社においても、

複数の子会社を統合し、統合会社として大方針を徹底しつつ、各現子会社を独立組織の社内カン

パニーとして運営することで、地域に合わせた戦略を採用し、全体最適と個別最適のバランスの

取れた組織づくりを目指してまいります。 

 

2. 経営統合の内容 

当社連結子会社の株式会社広島オートバックスと当社連結子会社の株式会社オートバックス

山口、株式会社オートバックス南海、株式会社オートバックス香川、株式会社オートバックス愛

媛が合併することを、当該連結子会社各社の株主総会にて決定いたします。 

 

① 合併の要旨 

合併承認株主総会（各当事会社） ： 2020年 3月 26日（予定） 

実施予定日（効力発生日）    ： 2020年 4月 1日（予定） 

 

② 合併方式 

株式会社広島オートバックスを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社オートバック

ス山口、株式会社オートバックス南海、株式会社オートバックス香川、株式会社オートバ

ックス愛媛は解散いたします。 

 

 



 

2 

 

③ 合併当事会社の概要                     2020年 2月 28日現在 

(1)名称 株式会社広島オートバックス 株式会社オートバックス山口 

(2)所在地 広島県広島市南区東雲三丁目 

7番 18号 

山口県山口市阿知須 4696番地 

(3)代表者の 

  役職・氏名 

代表取締役 西川 征宏 代表取締役 西川 征宏 

(4)事業内容 カー用品小売（6店舗） カー用品小売（6店舗） 

(5)資本金 1億円 1億円 

(6)設立年月日 2005年 3月 9日 1983年 1月 19日 

(7)発行済株式数 6,600株 5,060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 

        98.94％ 

株式会社オートバックスセブン 

         100％ 

 

(1)名称 株式会社オートバックス南海 株式会社オートバックス香川 

(2)所在地 徳島県徳島市問屋町 77番地の 4 香川県丸亀市田村町 695番地 

 

(3)代表者の 

  役職・氏名 

代表取締役 上久保 実 代表取締役 上久保 実 

(4)事業内容 カー用品小売（7店舗） カー用品小売（6店舗） 

(5)資本金 80百万円 30百万円 

(6)設立年月日 1998年 3月 24日 1996年 3月 15日 

(7)発行済株式数 1,600株 920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％ 

    

(1)名称 株式会社オートバックス愛媛 

(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 伊藤 浩明 

(4)事業内容 カー用品小売（8店舗） 

(5)資本金 1億円 

(6)設立年月日 1985年 1月 17日 

(7)発行済株式数 2,440株 

(8)決算期 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％ 
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④ 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日本販売 

(2)所在地 広島県広島市南区東雲三丁目 7番 18号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役 西川 征宏 

(4)事業内容 カー用品小売（33店舗） 

(5)資本金 1億円 

(6)決算期 3月 31日 

 

3．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。 

 

4．商号変更の内容 

株式会社夢翔 

(1)名称 株式会社オートバックス関東販売 

(2)所在地 栃木県宇都宮市宮の内二丁目 1300番地 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役 藤原 伸一 

(4)事業内容 カー用品小売（12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 100％ 

   株式会社オートバックス美濃 

(1)名称 株式会社オートバックス中部販売 

(2)所在地 長野県飯田市上郷飯沼 2227番地 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役 湊川 満也 

(4)事業内容 カー用品小売（7店舗） 

(5)資本金 17百万円 

(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％ 

   株式会社オートバックスサンエース 

(1)名称 株式会社オートバックス関西販売 

(2)所在地 大阪府四條畷市砂三丁目 14番 11号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役 佐々木 勝 

(4)事業内容 カー用品小売（7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 100％ 
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＜ご参考＞ 

国内店舗子会社 経営体制                       2020年 4月 1日付 

事業部名称 法人名 カンパニー名称 

関東事業部 ㈱オートバックス関東販売 

代表取締役 藤原 伸一 

（現 オートバックスセブン 

常務執行役員 東日本営業本部

担当） 

 

 

取締役 栃木カンパニー社長 

（現 夢翔 栃木エリア） 

舘内 喜樹 

（現 夢翔 代表取締役） 

取締役 茨城カンパニー社長 

（現 夢翔 茨城エリア） 

河添 貴之 

（現 オートバックスセブン 

東日本営業企画部長） 

㈱オートバックス京葉 

代表取締役 藤原 伸一 

取締役 千葉カンパニー社長 

松木 孝介 

（現 オートバックス京葉 代表取締役） 

中部事業部 ㈱オートバックス中部販売 

代表取締役 湊川 満也 

（現 オートバックスセブン  

執行役員 経営企画・人事・総務

担当） 

取締役 美濃カンパニー社長 

東森 貞雄 

（現 オートバックス美濃 代表取締役） 

関西事業部 ㈱オートバックス関西販売 

代表取締役 佐々木 勝 

（現 オートバックスセブン 

常務執行役員 商品担当） 

取締役 大阪東カンパニー社長 

岡本 義次 

（現 オートバックスサンエース 執行役員） 

南日本事業部 ㈱オートバックス南日本販売 

代表取締役 西川 征宏 

（現  広島オートバックス  

代表取締役社長 兼 オートバ

ックス山口 代表取締役社長） 

 

取締役 広島カンパニー社長 

浅野 晃司 

（現 オートバックスセブン 東海営業部長） 

取締役 山口カンパニー社長 

落合 礼二 

（現 オートバックスセブン 中四国営業部長） 

取締役 南海カンパニー社長 

上久保 実 

（現 オートバックス南海 代表取締役 

兼 オートバックス香川 代表取締役） 

取締役 香川カンパニー社長 

上久保 実 

取締役 愛媛カンパニー社長 

吉井 浩二 

（現 オートバックス愛媛 執行役員） 

  

 

 

以上 


