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アイエーグループは、「グッドカンパニー」を目指します。
当社は1984年に創業いたしました。
1996年9月には現ジャスダック市場に株式を公開しております。
2008年10月には純粋持株会社体制への移行に伴い、商号を株式会社アイエーからアイエーグループ株式会社に変更いたしました。
当社グループの創業の「志」は、グッドカンパニーを創ることにあります。
当社グループが目指すグッドカンパニーとは、お客様および社会にとって存在価値の高い会社であり、社員にとってやり甲
斐と自分自身の大きな成長が見込める会社であります。
社員各人はさまざまな知恵や新たな発想、そしてチャレンジ精神を持って当社グループに参加することにより、まさに「自己
拡大の場」「自己実現の場」としていただきたいと考えます。
会社のために“人”が在るのではなく、“夢を持った人”のために会社が在る、というように努めてまいります。
私達は常に、明るく・元気に・楽しく、を合言葉に「志」の達成に向け、全社一丸となって努力してまいります。

１．社員の成長と発展を願い、仕事環境の創出をいたします。　
２．社会との関わりを大切にし、豊かな社会作りに貢献いたします。
３．時流変化を正しく認識し、絶えざる革新を行う企業経営に邁進いたします。

企業理念



株主の皆様へ
　株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を
賜り、厚くお礼申しあげます。

　第32期（2014年4月1日から2015年3月31日まで）の
期末報告書をお届けするにあたり、日頃の皆様の温かいご
支援に対し心からお礼申しあげます。

　当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による経済
政策や日銀の金融緩和等により企業収益や雇用環境など
に緩やかな回復基調が見られました。しかし、消費税引き
上げ以降の個人消費回復の足取りは鈍く、物価上昇に伴う
実質所得の低下など、依然先行き不透明な状況が続きま
した。
　このような中、当社グループは基幹事業であるカー用品
事業およびブライダル事業を中心に、厳しい経営を余儀な
くされました。
　カー用品事業につきましては、2014年5月に株式会社
オートバックス神奈川の株式取得を行い、神奈川県下にお
いてオートバックス2店舗・スーパーオートバックス1店
舗を、東京都下においてオートバックス1店舗を取得いた
しました。また、新たにタイヤ預かりサービスの大型専用
倉庫を神奈川県下に3拠点、岐阜県下に1拠点設置すると
ともに、車検やメンテナンスなどのピットサービス部門お
よび車販売の強化をいたしました。しかし、株式取得に伴
う経費の増加や消費税増税後の消費マインドの鈍化など
が影響し、増収減益の結果となりました。
　ブライダル事業につきましては、2014年9月に大阪府
大阪市にアルカンシエルリュクスマリアージュ大阪を、
2015年3月に東京都港区南青山においてアルカンシエル
南青山をそれぞれグランドオープンさせました。しかし、
新規出店の開業準備費用の発生や既存の式場における消
費税の駆け込み需要の反動減が影響し、減収減益となり

ました。
　建設不動産事業につきましては、保有物件の積極的売却
と収益性を重視した賃貸物件の獲得に注力し、減収となり
ましたが、販売管理費の節減や効率経営の徹底により、ほ
ぼ前連結会計年度通りの利益となりました。
　また、新たな事業として、株式会社コメダとフランチャ
イズ契約を締結し、立地を厳選した中、神奈川県下におい
て、お客様にコミュニティーの場を提供するコメダ珈琲3
店舗をオープンさせました。
　コンピューターソフト事業につきましては、2014年7
月末日をもって株式会社トランザスに事業譲渡を行いま
した。
　この結果、当連結会計年度の売上高は35,237百万円と
前期比2.2％の減収となりました。また、営業利益につき
ましては969百万円と前期比56.7％の減益、経常利益に
つきましては、1,474百万円と前期比41.8％の減益、当
期純利益は827百万円と前期比41.8％の減益となりま
した。

代表取締役社長
古川　教行
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アイエーグループのビジネス
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事業戦略
ピットサービス部門の強化（運輸局指定工場認可の取得・
タイヤ預かり事業の推進）
社員教育の一層の強化

出店戦略
新規出店（積極的にエリア・物件を調査）
リロケーション（同一地域における一層の販売拡大を担う
上での店舗展開）
リニューアル（店舗の看板・内装などの改良・新規入替）に
よる積極的強化策

店舗戦略
店舗ごとの販促活動の強化、重点商品の販売強化
タイヤ預かりサービスの拡充

事業戦略
現在の中部圏を中心とした展開から首都圏強化への出店
リサーチ
企業再生ビジネスおよび未開拓顧客層への新しいブライ
ダルスタイルの模索
質の向上プロジェクトの実施（顧客満足の向上・社員教育
の強化）

店舗戦略
業務全般における生産性の向上（マルチタスクによる業務
刷新）
危機管理対策の徹底（防火管理・衛生管理・救命処置）
施設の鮮度管理（既存施設の継続的リニューアル）

アイエーグループのビジネス
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事業戦略
所有物件の安定利回り維持による収益の確保
グループ資金を利用した高収益物件の適時購入確保
グループ資産の管理・運営および建築・管理営繕プロデュース

建設不動産事業
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総務・経理代行業務
コメダ珈琲の経営

その他事業
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タイヤ預かり事業スタート　　　　　　　　
（店舗倉庫11ヶ所・自社倉庫4ヶ所）

 国土交通省認定 大型専用倉庫設置
神奈川県下（江田・海老名・川崎）  岐阜県下（岐阜市）

2014年10月～

江田倉庫

川崎倉庫

海老名倉庫

岐阜倉庫

カー用品事業
カー用品事業（新規事業）の紹介

トピックス
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スーパーオートバックス246江田店

オートバックス相模原店

オートバックス梶ヶ谷店

オートバックス町田店

【所在地】
神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘1-1
【売場面積】	 【駐車場台数】
1,184.58㎡ 132台
【開店日】
1982年10月8日オープン
1998年11月26日スクラップ＆ビルド

【所在地】
神奈川県相模原市中央区相模原7-7-7
【売場面積】	 【駐車場台数】
1,151.60㎡ 89台
【開店日】
1982年12月10日オープン
1998年6月19日リロケーション

【所在地】
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷5-7-1
【売場面積】	 【駐車場台数】
494.50㎡ 23台
【開店日】
1993年11月12日オープン

【所在地】
東京都町田市旭町2-6-1
【売場面積】	 【駐車場台数】
464.00㎡ 44台
【開店日】
1990年8月24日オープン

旧㈱オートバックス神奈川 4店舗の紹介
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ブライダル事業

アルカンシエル南青山　グランドオープン

１．オープン日：2015年3月14日（土）
２．住　　所：東京都港区南青山6丁目1番16号　03-5774-0039
 　　　　　東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線
 　　　　　表参道駅　徒歩5分
３．会場構成：1チャペル・3バンケット【パリ・ニューヨーク・バリ】
４．ポイント：
　　◎　  都内にありながら、水・緑・光溢れるリゾート邸宅をコンセプトに誕生しました。
　　　　  南青山というハイブランドの路面店やお洒落なカフェ、美術館などが建ち並ぶエリアにいながら

くつろぎの空間を提供します。
　（１）  チャペル　エテルネルジェス　【光・水・緑のチャペル】
　　　　  チャペルには清らかな水が流れ、内部には美しい水の“ゆらぎ”が映し出されます。祭壇、両サイド、

天井のガラス窓の向こうは、青空や緑。明るい光にあふれ、参列するゲストの心に“潤い”をもたら
し、自然がふたりの新しい人生の始まりを祝福してくれます。

　（２）  アンジェブランシュ　【フランスのカルチャーリゾート】
　　　　  フランスパリ郊外の邸宅でのウエディングがモチーフ。すべてが“白”の空間と色とりどりの花や

緑でゲストをおもてなし。そこは白につつまれるような柔らかな空間がひろがります。
　（３）  グランレーヴ　【ニューヨークのシティーリゾート】
　　　　  五番街のシックでモダン、高級なデザインと、それとは対照的なハドソン川、セントラルパークに

広がる自然を、まとめて手にできることのステイタスを感じる場所。それが誰もが憧れる洗練さ
れたニューヨークの空間です。

　（４）  ビアンフェナチュール　【南国アジアンリゾート】
　　　　  インド洋を望むビーチや、肥沃な森林をイメージ。水・土・光・風・木々と融合し、精霊が住まう大自

然に囲まれ、生命の源、生きる力を感じる世界を、伝統的で格式のある手法で再現しました。上質
な時間を愉しむ事ができる南国アジアンリゾート空間です。
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【チャペル エテルネルジェス】

【グランレーヴ】

【アンジェブランシュ】

【ビアンフェナチュール】
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建設不動産事業

移動距離74kｍ

コンテナ建築「IDMobile」の紹介

2015年4月1日　株式会社IDMobileを設立致しました。

①強さの秘密　②環境にやさしい工法　③速さの秘密

「IDMobile」は、コンテナ特有の「強さ」「移動性」「ストック性」を活用し、全く新しい発想で「必要な時に必要なだけ」
利用することの出来る、次世代型ユニット建築です。

移動距離74km 4tトラック数台で一般道を走行
解体→搬送→設置→塗装・内装工事を経てOPEN

画期的でエコな建築方法が【IDMoblie】なのです。

（キューピー南青山三丁目キッチン　　126ハウジング/千葉県東金へ）不動産なのに移動可能!!

126
ハウジング
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その他事業

事業展開

コメダ珈琲店（2014年度  3店舗オープン）  お客様にコミュニティーの場を提供するコメダ珈琲店

首都圏エリア
「オートバックス」 ………………20店舗
「スーパーオートバックス」 …… 5店舗
「テクノキューブ」 ………………12店舗
「アルカンシエル」 ……………… 2店舗
「フィールズ」 …………………… 4店舗
「コメダ珈琲」 …………………… 3店舗

首都圏・東海・関西　合計　【グループ全社　58店舗】
「オートバックス」 26店舗 「スーパーオートバックス」 6店舗
「テクノキューブ」 12店舗 「アルカンシエル」  7店舗
「フィールズ」 4店舗 「コメダ珈琲」 3店舗

横浜中田店　
（2014年9月オープン）

東海・関西エリア
「オートバックス」  ……………… 6店舗
「スーパーオートバックス」  …… 1店舗
「アルカンシエル」 ……………… 5店舗

神奈川県横浜市泉区
中田西2-6-8
045-806-5231

横浜鍛冶ケ谷店
（2014年10月オープン）

神奈川県横浜市栄区
鍛冶ヶ谷1-2-3
045-897-3365
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■ 連結貸借対照表 （単位：千円）

資産の部

科目 当期末
（2015年3月31日現在）

前期末
（2014年3月31日現在）

流動資産 9,249,498 9,882,870
現金及び預金 1,374,663 1,458,898
売掛金 1,101,617 1,401,984
たな卸資産 5,449,524 5,599,569
繰延税金資産 376,233 537,270
その他 960,408 906,183
貸倒引当金 △12,949 △21,036

固定資産 22,325,353 18,389,524
有形固定資産 15,752,702 12,764,525

建物及び構築物 9,724,043 6,553,125
土地 5,039,798 4,487,785
建設仮勘定 10,800 1,090,967
リース資産 330,921 335,193
その他 647,138 297,452
無形固定資産 442,730 93,200

電話加入権 7,784 5,813
のれん 349,263 −
その他 85,682 87,387
投資その他の資産 6,129,920 5,531,798

投資有価証券 198,115 215,302
長期貸付金 25,219 36,123
長期前払費用 508,082 499,867
差入保証金 4,437,653 3,787,378
繰延税金資産 855,887 896,208
その他 128,447 124,469
貸倒引当金 △23,487 △27,552

資産合計 31,574,851 28,272,394

負債の部

科目 当期末
（2015年3月31日現在）

前期末
（2014年3月31日現在）

流動負債 7,930,169 8,522,589
買掛金 1,313,816 1,601,799
短期借入金 3,368,720 2,975,195
リース債務 119,969 122,094
未払法人税等 82,775 782,388
未払消費税等 194,690 96,451
繰延税金負債 83,614 96,424
未成工事受入金 38,626 48,685
賞与引当金 386,977 362,446
役員賞与引当金 52,000 131,800
ポイント引当金 201,784 207,486
その他 2,087,194 2,097,818

固定負債 9,634,271 6,102,628
長期借入金 6,602,911 3,603,446
リース債務 215,281 222,009
繰延税金負債 16,500 22,093
預り保証金 1,191,650 935,502
役員退職慰労引当金 200,000 150,000
退職給付に係る負債 341,901 337,471
資産除去債務 1,062,490 827,854
その他 3,535 4,252

負債合計 17,564,441 14,625,217
純資産の部

株主資本 13,958,824 13,619,712
資本金 1,314,100 1,314,100
資本剰余金 1,824,791 1,824,791
利益剰余金 11,852,922 11,284,347
自己株式 △1,032,989 △803,525

その他の包括利益累計額 51,585 27,464
その他有価証券評価差額金 53,987 30,171
繰延ヘッジ損益 △2,402 △2,707

純資産合計 14,010,410 13,647,176
負債・純資産合計 31,574,851 28,272,394

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）

連結財務諸表
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科目
当期

自　2014年4月 1日
至　2015年3月31日

前期
自　2013年4月 1日
至　2014年3月31日

売上高 35,237,745 36,038,161
売上原価 20,485,390 21,169,968
売上総利益 14,752,354 14,868,193

販売費及び一般管理費 13,782,362 12,629,309
営業利益 969,992 2,238,883

営業外収益 597,073 375,826
営業外費用 93,057 81,256
経常利益 1,474,007 2,533,452
特別利益 159,086 80,624
特別損失 50,802 135,764
税金等調整前当期純利益 1,582,292 2,478,312
法人税、住民税及び事業税 533,351 1,149,771
法人税等調整額 221,527 △92,711
当期純利益 827,413 1,421,252

株　　　　　主　　　　　資　　　　　本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本

合　　計
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当期首残高 1,314,100 1,824,791 11,284,347 △803,525 13,619,712 30,171 △2,707 27,464 13,647,176

当期変動額

剰余金の配当 △258,838 △258,838 △258,838

当期純利益 827,413 827,413 827,413

自己株式の取得 △229,463 △229,463 △229,463
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) 23,816 304 24,121 24,121

当期変動額合計 − − 568,575 △229,463 339,111 23,816 304 24,121 363,233

当期末残高 1,314,100 1,824,791 11,852,922 △1,032,989 13,958,824 53,987 △2,402 51,585 14,010,410

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）

■ 連結損益計算書

■ 連結株主資本等変動計算書 （自 2014年4月1日　至 2015年3月31日）

（単位：千円）

（単位：千円）
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会社概況
会社概要 （2015年3月31日現在） 主要関係会社 （2015年3月31日現在）

■ 商号 アイエーグループ株式会社

■ 設立 1984年3月21日

■ 資本金 13億1,410万円

■ 商号変更 2008年10月1日

■ 代表者 代表取締役社長　古川　教行

■ 本社 神奈川県横浜市戸塚区品濃町545番地5

■ 事業内容 社内外に対してグループの方向性を明示する
とともに、各種の専門サービスをもってグルー
プ各社の事業運営を支援すること。

■ ホームページ http://www.ia-group.co.jp/

■ 社員数 1,011名（グループ全社） 

■ 株式上場取引所 東京証券取引所（銘柄コード7509）

■ 取引銀行 横浜銀行　東戸塚駅前支店
三菱東京UFJ銀行　戸塚駅前支店
三井住友銀行　横浜駅前支店
みずほ銀行　横浜駅前支店
三菱UFJ信託銀行　本店
大垣共立銀行　岐阜支店

●株式会社アイエー	　http://www.i-a.co.jp/
カー用品事業
日本最大のカー用品総合専門店チェーン「オートバックス」

「スーパーオートバックス」および車検専門店「テクノキューブ」
のフランチャイジー店舗の経営
・株式会社アイエーマネージメントサービス
　提携企業の店舗指導・支援およびコンサルティング事業

●株式会社アルカンシエル　http://www.arcenciel-g.jp/
ブライダル事業　
ハウスウエディングスタイルの結婚式場の経営
・株式会社アルカンシエルプロデュース
　ブライダル事業に関わるコンサルティング事業 

●株式会社アイディーエム　http://www.idm-net.jp/
不動産販売管理事業
総合不動産事業、「フィールズ」店舗による不動産賃貸仲介サー
ビス業務、ならびに建設事業
・株式会社アイディーエムパートナーズ
　不動産管理業務

●株式会社IAGアセット　http://www.iag-asset.jp/
保有不動産管理事業
グループ資産の管理・運営
・株式会社IAGコンストラクション
　不動産開発・管理・建設事業　
・株式会社エフ・エム・クラフト
　保有不動産管理業務
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役員 （2015年3月31日現在） 株式の状況 （2015年3月31日現在）

大株主 （上位10名）

株式分布状況

代表取締役社長 古川　教行

取締役副社長　　 田畑　憲士

取締役副社長　　 川井　一秀

専務取締役　　　 笛木　信之

常務取締役　　　 小野　　敦

取　締　役　　　 岡野　良信

取　締　役　　　 足立　浩二

取　締　役　　　 藤井　敏光

常勤監査役　　　 野村　光夫

監　査　役　　　 橋爪　俊一

監　査　役　　　 今成　達之
（注）1. 監査役橋爪俊一氏および今成達之氏は、社外監査役であります。

2. 当社は、監査役今成達之氏を東京証券取引所の定めに基づく独
立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3. 平成27年4月1日付で地位を次のとおり変更しております。
・小野敦氏は、常務取締役から専務取締役に就任したしました。
・川井一秀氏は、取締役副社長から取締役に就任いたしました。
・笛木信之氏は、専務取締役から取締役に就任いたしました。

発行可能株式総数 26,744,000株
発行済株式の総数 10,126,800株
株主数 978名

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）
有限会社草創 2,770 33.07
ビービーエイチ  フオー フイデリテイ  ロー  プライスド  ストツク  フアンド 833 9.94
古川教行 302 3.61
古川恵子 301 3.60
株式会社横浜銀行 231 2.75
小黒良太郎 216 2.57
田畑憲士 190 2.26
川井一秀 186 2.22
株式会社オートバックスセブン 180 2.14
小黒美樹子 135 1.61

（注）持株比率は自己株式（1,752,175株）を控除して計算しております。

金融商品取引業者
14名
(1.43%)
その他法人
28名
(2.86％)

外国法人
9名
(0.92%)

個人・その他
922名
(94.28％)

自己名義株式
1名
(0.10％)

金融機関
4名
(0.41％)

株主数
(978名)

金融機関
285,000株
(2.81％)

金融商品取引業者
40,113株
(0.40%)

その他法人
3,056,900株
(30.19%)

外国法人
1,091,792株
(10.78%)

個人・その他
3,900,820株
(38.52%)

自己名義株式
1,752,175株
(17.30％)

株式数
(10,126,800株)
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株主メモ

株式に関するお手続きについて

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
期末配当金受領株主確定日 3月31日
中間配当金受領株主確定日 9月30日
定時株主総会 毎年6月
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
〒137-8081　東京都江東区東砂七丁目10番11号
電話0120-232-711（通話料無料）

上場証券取引所 東京証券取引所

公告の方法
電子公告
公告掲載 URL  http://www.ia-group.co.jp/
ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告による
ことができない場合には、日本経済新聞に掲載いたします。

○特別口座に記録された株式
お手続き、ご照会等の内容 お問合せ先

○特別口座から一般口座への振替請求 特別口座の 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
○単元未満株式の買取請求 口座管理機関 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
○住所・氏名等のご変更 電話0120-232-711（通話料無料）
○特別口座の残高照会 ［手続き書類のご請求方法］
○配当金の受領方法の指定（※） ○音声自動応答電話による請求
○郵送物等の発送と返戻に関するご照会 株主名簿 　0120-244-479（通話料無料）
○支払期間経過後の配当金に関するご照会 管理人 ○インターネットによるダウンロード
○株式事務に関する一般的なお問合せ    http://www.tr.mufg.jp/daikou/

○証券会社等の口座に記録された株式
お手続き、ご照会等の内容 お問合せ先

○郵送物等の発送と返戻に関するご照会 株主名簿 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
○支払期間経過後の配当金に関するご照会 管理人 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
○株式事務に関する一般的なお問合せ 電話0120-232-711（通話料無料）
○上記以外のお手続き、ご照会等 口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

（ご注意）
１.   株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券

会社等）で承ることとなっております。
 口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
 株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
２.   特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記

特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。
 なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
３.   未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

（※）特別口座に記録された株式をご所有の株主様は、配当金の受領方法として株式数比例配分方式はお選びいただけません。


