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株式会社 G-7ホールディングス(7508) 

開催日：2022年 3月 13日(日) 

場 所：札幌ビューホテル大通公園 地下 2階『ピアリッジホール』 (札幌市中央区) 

説明者：代表取締役会長兼 CEO  金田 達三 氏 

 

1. G-7ホールディングスについて 

・ 新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになった方、およびご家族、関係者の皆様

に謹んでお悔み申し上げます。罹患された方々には一日も早い回復をお祈り申し上げ

ます。また、医療従事者様はじめ行政の皆様、感染拡大防止に尽力いただいた皆様に深

く感謝申し上げます。 

・ 創業は 1975年です。今年で 47年を迎えます。昨年 11月 13日に創業者の木下守が永眠

しました。先日百日法要を済ませ、我々も企業としての切り替えを始めました。 

資本金は 17億 8,570万円。従業員数は 8,000名を超えています。東証一部上場で、4月

4日からのプライム市場への上場も決定しています。代表は私と木下智雄。木下智雄は、

創業者の長男で、代表取締役社長を務めています。本社は神戸市須磨区弥栄台。オリッ

クスバッファローズの本拠地の一つのほっともっとフィールドの近くです。サッカー

の J1 のヴィッセル神戸のホームスタジアムも近くです。そこに創業者が建てた記念館

と新社屋があり、G-7という看板が近隣道路からも見えます。G-7ホールディングスは

オートバックスや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

等を行う持株会社です。 

・ 1975(昭和 50)年に加古川でカー用品の「オートセブン加古川店」を開店。翌年、オート

バックスのフランチャイズ(FC)に加盟し、3店舗の営業を始めました。2002年には神戸

物産と業務スーパーの FC契約を交わしています。2005年に東証一部に指定替え。2015

年に創業 40 周年を迎え、売上高 1,000 億円を達成しました。2020 年の創業 45 周年か

らは 5カ年の中期経営計画を始めています。2021年 4月 1日に新社屋が完成。敷地面

積 700坪、建物で約 1,000坪、駐車台数 58台です。 

・ 2001 年の東証二部上場時からの売上推移を見ると、右肩上がりの成長がずっと続いて

います。前期、今期、来期は売上高も急成長します。これは、成長戦略として 2025年

の創業 50周年に、売上高 2,500億円、経常利益 100億円の目標を立てているから。そ

こに向けた出店計画を、現在進めています。今期の売上高 1,750 億円、経常利益 77億

円を目標にしています。 

 

2. G-7グループの主な事業 

・ 主な事業は、オートバックス・車関連事業、業務スーパー事業、精肉事業、その他事業

です。この 4つのセグメントで業績を発表しています。 
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オートバックス・車関連事業は二輪車を扱う G-7 バイクワールドも含まれています。

業務スーパー事業は北海道では 11店舗運営しています。精肉事業は G-7ミートテラバ

ヤシです。G-7グループはフランチャイズビジネスで上場し、成長してきました。日本

では数少ないフランチャイズビジネスでの上場会社です。 

・ 2021 年 3 月期の業績構成比について、業務スーパーの売上高が 50.7%、オートバック

ス関連で 22.7%。2つで 73%くらいです。利益も同様で、業務スーパーとオートバック

ス関連で 80%くらいとなり、利益の根源になっています。 

オートバックス関連事業は 3社、業務スーパー事業は 1社、精肉事業は 1社、その他は

4社で構成しています。 

＜オートバックス・車関連事業＞ 

・ オートバックスは北海道にもあると思いますが、我々が出店できるのは、兵庫県を中心

に、千葉県、福井県、岡山県、広島県です。FC契約のエリア戦略で、それ以外の地域

には出店できません。北海道は当社とは違う法人が出店しています。 

我々のオートバックスは全国で 66店舗。スーパーオートバックスが 2店舗です。全国

のオートバックスの FC店では、当社がダントツの店舗数です。 

オートバックスの他にも、ガソリンスタンドのオートバックスエクスプレス、車の買取

販売のカーズ、板金の BP センターなども運営しています。BP センターは損害保険会

社の指定工場にもなっているので、事故車が損害保険会社から紹介されます。フィール

ドセブンはアウトドア専門店、土山サーキットはサーキット場。子どもから大人まで遊

べる場所で、クルマ好きを作るために始めました。元 FIドライバーの鈴木亜久里さん

に監修いただいています。 

カー用品だけでなく、ガソリンスタンドや中古車販売、板金なども手掛けています。車

検整備にも力を入れています。 

オートバックス事業の売上推移は、消費税増税やコロナウイルス禍で頭打ちになって

います。コロナウイルス禍で人流が減ると、自動車関連の売上も減りました。 

・ バイクワールド事業は、二輪用品・パーツ・アクセサリー専門店、整備などの総合サー

ビスを国内外で提供しています。海外にも出店。国内は、オートバイ買取販売店の「バ

イク王」とのコラボレーションで出店。バイク王は車両本体を販売し、当社は用品販売

する形で 13店舗あります。最近は自動車から二輪車に切り替える方が多く、バイク王

の業績も好調です。 

G-7クラウントレーディングは日本の新車・中古車の輸出事業を行っています。コロナ

ウイルス禍で納車ができず、1年ほど苦労しましたが、なんとか黒字を達成できるよう

になりました。さまざまな状況により運営が難しい事業ですが、世界中に販売網がある

ので有望視しています。 

＜業務スーパー事業＞ 

・ 当社は北海道で 11店舗、全国で 174店舗を展開しています。北海道、関東、中部、関
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西、九州で出店可能で、現在 200店舗を目指しています。あと 1年半くらいで達成させ

るのが近々の目標です。 

今期は札幌市白石区の菊水元町店、西区の西野店をオープン。北海道に進出して 8年に

なりますが、業績好調です。道内で出店している 11店舗はほとんどが札幌から千歳の

間で、今後はもう少し広げたいと考えています。 

＜精肉事業＞ 

・ 精肉事業の運営子会社は株式会社 G-7ミートテラバヤシです。店舗名は「お肉のてらば

やし」。殆どが業務スーパー内のテナントとしてインショップ展開しています。北海道

にある 11の業務スーパーのうち、10店舗に出店。仙台牛や姫路牛など、国内で話題に

なるブランド牛を扱っています。美味しいお肉です。 

食肉卸売業のアンデス食品も運営しています。小売のてらばやしとの関係が良好で、一

頭買いした精肉を業務スーパー内の店で販売できる。いい条件が揃っています。ただ、

アメリカ産牛肉が高騰し、品薄です。そこで国産の黒毛和牛に切り替えたのですが、コ

ストが上昇。それを売価に反映できずにいます。そのため売上では増収ですが、利益は

減益しています。アメリカ産牛肉の状況が回復すれば、元に戻ると思いますが、どこま

で頑張れるか。おそらく上期中は今の苦労が続くと思います。商品としては値段以上に

価値あるお肉を扱っているので、ぜひ一度お召し上がりください。きっとご満足いただ

けると思います。 

もう一つの新たな販路が EC事業。通販専門店の「お肉のてらばやし匠」です。こちら

もアクセスしてください。 

精肉事業としては全国で 165 店舗運営しており、うち 124 店舗が業務スーパーのテナ

ントです。 

＜その他事業：めぐみの郷事業＞ 

・ めぐみの郷事業の運営子会社は株式会社 G7アグリジャパンです。 

「めぐみの郷」は地産地消の農産物直売所。JA が経営する道の駅と同じ形です。事業

を始めて 10年になりますが、当初は農水省から「JAの真似事だ」「民間がやることは

ない」とかなり叩かれました。最近は JAともタイアップし、商品を提供していただい

たりしています。 

事業開始から 7～8年はずっと赤字でしたが、創業者の強い思い入れで始めたので、私

の一存では止められない。頑張って続けたおかげで 2～3 年前から黒字になりました。 

＜その他事業：ミニスーパー事業＞ 

・ ミニスーパー事業の「miniピアゴ」は、イオンが運営する「まいばすけっと」と同じよ

うなスーパーです。東京 23区と横浜で 70店舗運営。4月 1日から屋号が「リコス」に

変わります。M&Aで取得し、4月 1日からは 100%保有になります。 

まいばすけっとは全国制覇する勢いです。自転車置き場も駐車場もない。歩いて買い物

に行く範囲を対象とした店舗展開です。ピアゴもやり方や方法は同じなので、東京 23
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区などでは、まいばすけっととの闘いになると思います。 

＜その他事業：健康関連事業など＞ 

・ 健康関連事業の Curves(カーブス)は、女性専用のフィットネスジムです。コロナウイル

ス禍では会員が激減しましたが、最近回復し、何とか黒字化しています。 

横浜を中心とした神奈川県で 25 店舗展開しています。FC ビジネスなので北海道には

出店できません。今できるのは、横浜を中心とした神奈川県です。当社の本家本元の兵

庫県神戸市も他の法人が運営しているので、当社では出店できません。 

最近カーブス本部では、男性版カーブスも展開し始めています。我々はできればこちら

で展開していきたいと考えています。 

こだわり食品事業は、G7ジャパンフードサービスが展開しています。全国から集めた

名産品などの食材を百貨店に卸しています。取り扱いアイテムは 10万点以上、2,000社

以上の販売店に卸しています。今一番伸びている会社です。例えば、品質のいい塩を使

い、パッケージも環境に考慮したオリジナルのスナック菓子なども作っています。 

実は昨年まで「いきなり！ステーキ」を 8店舗運営していましたが、コロナウイルス禍

でお客様が激減し、すべて退店。台湾でも「いきなり！ステーキ」を 1店舗運営してい

ましたが、こちらも撤退しました。 

・ 例えば、G-7モール塩屋北では、3,500坪の敷地の中に、オートバックスとめぐみの郷、

業務スーパー、コインランドリーを揃えて出店。G-7 オートモール土山は 1 万坪あり、

オートバックスやバイクワールドなど自動車系の店舗を集めています。このようなモ

ール戦略を始めて以来、業績も好調です。 

モール戦略は現在、全国 25カ所で展開。2,000～1万坪の敷地に当社グループの各店舗

やテナントを組み合わせているのが特徴です。 

残念ながら当社は北海道では業務スーパーしか出店できないので、モール店舗も北海

道にはありません。 

・ 当社の店舗展開の特徴の一つに、業務スーパー内に青果部門としてめぐみの郷、精肉部

門としてお肉のてらばやしをテナントで入れていることが挙げられます。業務スーパ

ーは現在 174店舗ありますが、そのうち 124店舗にはお肉のてらばやしが、33店舗に

めぐみの郷がテナントで出店。現在の新店は 3店セットで出店しています。 

ただ、北海道はめぐみの郷が出店できないので、業務スーパー×お肉のてらばやしの組

み合わせで、業務スーパー内の青果部門はめぐみの郷ではない店が入っています。しか

し将来的には 3店セットで展開したいと思います。 

業務スーパーは今、売上も利益も成長しているので、売上が 1,000億円を超える日も近

いのではないかと思います。 

・ 国内外で 594 店舗(2022 年 2 月末日現在)のストアネットワークがあります。北海道は

21店舗。11店舗が業務スーパー、10店舗がお肉のてらばやしです。 

全国的に強いのは関東で 267店舗。次に近畿の 161店舗、中部が 84店舗です。九州と
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北海道では出店のための物件探しを急いでいます。北海道では今期 2 店舗出店できた

ので、今後もう少し増やすペースを上げたいと思います。 

・ 北海道では札幌から千歳の間で業務スーパーを出店しています。看板の横に「G-7グル

ープ」と書かれているのが、当社グループ運営の業務スーパーです。業務スーパーには

それ以外の法人が運営する店もあります。できれば G-7 グループの名前入りの店でお

買い物していただければ、幸いです。 

北海道はこれからもまだまだ出店します。北海道はいろいろな食材が調達しやすい場

所です。今後北海道全域にも出店できるよう、現在の札幌周辺エリアでもう少し店舗数

を増やしたいと考えています。 

 

3. 今期業績および通期業績予想について 

・ 今期は増収増益の予想です。我々にとっては創業者の弔い合戦的な思いもあり、8,000

名の全社員が必死になって頑張っています。売上・利益ともに前年を上回るのは間違い

ありません。ただ難点なのは、思った以上にコロナウイルス禍の影響があり、最終着地

は不明です。売上で 10%上下する場合と利益で 30%上下する場合は、公表数字を修正

しなければなりませんが、そこには該当しないと思います。 

・ 第 3四半期は増収増益。第 4四半期も増収増益が続くと思います。増収増益が続けば、

2025年の目標も達成できると思います。 

・ 第 3四半期のセグメント別の業績について。オートバックス・車関連事業は、ぎりぎり

増収増益。業務スーパーは、しっかり増収増益。お肉のてらばやしの精肉事業は、売上

は増収ですが、利益は減益。前述のアメリカ産牛肉の高騰・品薄による、国産牛への切

り替えが減益の要因です。その他事業は減収減益。売上は「いきなり！ステーキ」の閉

店の影響、利益は昨年まで好調だった「めぐみの郷」と「miniピアゴ」が足を引っ張り

ました。セグメント別では減収・減益もありますが、グループ全体では増収増益でした。 

・ 私が平成 17(2005)年に代表取締役になった時、東京証券取引所の担当者とのヒアリング

で、配当性向を 30%にすることを約束しました。業績がよかったので、その約束をずっ

と守ることができました。これまで業績配当と、周年の記念配当を行ったことが、安定

した配当性向になっています。利回りはほぼ 2%台を確保しており、今期も同水準にな

る予定です。 

3月 11日の株価は 1,516円。非常にリーズナブルで、買いやすくなっています。北海道

では業務スーパーのみの展開ですが、お肉のてらばやしやめぐみの郷、将来的にはミニ

スーパーも展開したいと考えています。 

 

 

4. 中長期の成長戦略について 

・ 創業 50周年の 2025年度に売上高 2,500億円、経常利益 100億円を目標にし、前期から
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銘柄の選択・投資に対して何らの責任を負うものではありません。この資料は投資勧誘を意図するものではありません。 

当社の承諾なくこの資料の複製または転載を行わないようお願いいたします。 

達成のために取り組んでいます。 

コロナウイルス禍では、海外事業が思った以上の影響がありました。台湾の「いきな

り！ステーキ」は撤退し、マレーシアでオートバックス事業とバイクワールド事業を継

続しています。新店の計画もありますが、今はまだ出入国も不便なので、なかなか動け

ません。もう少し落ち着かないと展開できないと考えています。 

・ 2025年度に向けた取り組みについて。 

①「事業会社各社が毎期増収増益、過去最高に挑戦」すること。これは 2025年まで続

けます。②「事業会社各社黒字必達」。赤字の会社をなくします。③「赤字総店舗数お

よび赤字総額ゼロに挑戦」します。赤字の店舗を抑えることも大事です。④「1人当た

りの生産性向上への挑戦」。⑤「売上伸長率よりも利益伸長率 upに挑戦」すること。総

経費と売上では売上を大きくします。⑥「投資効率のよい新規事業、新業態の開発にも

挑戦」します。⑦「投資効率のよい新店を毎年 70～100店舗出店に挑戦」します。特に

G-7 モール展開を中心に取り組みます。⑧「M&A、資本業務提携の推進に取り組む」。

⑨「採用を強化し、人材育成・人材教育に全力で取り組む」。⑩CO2削減、カーボンニ

ュートラルなど、「ESGおよび SDGsへの取り組み」も進めています。 

・ 2026年 3月末の目標は 1,000店舗と従業員数 14,000人。今期、来期はここを目指して

進めたいと思います。 

・ SDGsの 17のゴールに対して当社では 8項目に取り組んでいます。 

また ESG のガバナンスについても、これまではトップダウンな取締役会でしたが、現

在は監査役会設置会社で体制を整えています。3名の社外取締役にも参加いただき、意

見も伺い、コーポレートガバナンス強化に努めています。 

ESGの環境と社会については、店舗での取り組みを強化したいと考えています。 

・ 2076年の創業 100周年に向けた長期ビジョンも掲げています。売上高 1兆円、経常利

益 500億円です。私の魂はこの時も生きていることを信じて、目指します。 

このような大きな目標を持った会社です。今後とも皆様の期待に応えられるよう、北海

道展開をしたい。もちろん全国でも活躍したい。「G-7 グループ」と書かれた看板の店

でお買い物していただき、ご支援いただきたいと思います。 

 

以 上 


