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社長メッセージ

2021年12月期第2四半期は
すべてのセグメントで増収増益
当第2四半期連結累計期間のオークネットグループの業績
は、売上高18,611百万円（前年同期比78.7％増）、営業利
益3,515百万円（同98.8％増）となりました。これは、新型
コロナウイルス感染拡大によって先行きは依然不透明で
あるものの、四輪事業やコンシューマープロダクツ事業に
おいてオンラインオークションの利用が浸透したこと、デ
ジタルプロダクツ事業で販路強化に努めたことなどによる
ものです。当期はすべてのセグメントにおいて、前年同期
比で増収増益となりました。

四輪事業ではオンラインオークションの
需要増加の機を逃さず着実に成約台数を積み上げ
主要セグメントである四輪事業は、業界におけるオンライ
ンオークション、代行サービスの利用浸透に加え、半導体
不足による新車の長納期化と中古車輸出の回復を背景
に、中古車の供給不足の傾向が続いています。このような
状況のもと、当社の中古車オークションでは出品台数は前
年同期を下回ったものの、成約台数は前年同期を上回りま
した。さらに、車両検査サービスにおいても外部向け検査
台数が好調に推移し、業績に貢献しました。

デジタルプロダクツ事業は
海外バイヤー網の拡大など積極的な販路強化を実施
デジタルプロダクツ事業は、国内事業では海外バイヤー
網の拡大などの販路強化に努めました。この結果、流通台
数が増加し、端末単価も上昇しました。それに加えて、オペ
レーションの改善などの業務効率化及びコストの見直しを
継続的に行ったことも増収増益につながりました。中古PC
オークションにおいても、引き続きリモートワークの浸透
から流通市場が堅調に推移しており、入庫台数、出品台数
がそれぞれ前年同期を上回りました。米国事業においても
赤字幅が縮小しています。

代表取締役社長COO

コンシューマープロダクツ事業は
更なるセグメント利益貢献を目指す
コンシューマープロダクツ事業は、B2B事業では継続的に
取り組んでいる営業体制強化と、業界へのオンラインオー
クションの浸透が進んだことから、成約点数が引き続き増
加傾向にあります。加えて、ブランド品の相場高騰による
成約平均単価の上昇もあり、オークション取扱高が大幅に
増加しました。
また、2020年10月より株式会社ギャラリーレアを連結に
加えたことで、小売販売にかかるC向け事業の売上高が
計上されたことにより、セグメント売上高は前年同期比で
大幅な増加となりました。その一方でセグメント利益率は
相対的に低下しました。引き続きギャラリーレアとのシナ
ジー追求により更なるセグメント利益貢献を目指します。

グローバルな事業展開を加速させるにあたり
サステナビリティポリシーを制定
当社グループでは今後、グローバルな事業展開を加速さ
せていきます。現在、当社グループのパートナーは世界
40か国以上、33,000社を超えており（2020年12月現
在）、これらパートナーの皆様とともに、これまで取り組ん
できた“循環型流通”をさらに拡大するため、サステナビリ
ティポリシーを制定しました。より多くのパートナーの皆
様にオークネットの情報流通の仕組みを活用いただくこと
によってサステナビリティの輪を地球全体へ広げ、SDGs
の達成に貢献したいと考えています。（特集「価値あるモノ
を、地球規模で循環させる」参照）
サステナビリティ経営にあたっては新たな数値指標として

「GCV（総循環型流通価値）」を設け、その規模をパート
ナーとともに拡大していくことを目指します。情報の力で
流通課題を解決し、世界中のお客様から選ばれ、喜ばれる
企業として、これからも持続可能な地球環境に貢献してま
いります。株主の皆様には引き続きご支援賜りますようお
願い申し上げます。

世界40か国以上の
パートナーの皆様とともに
サステナビリティ経営を
推進していきます。



連結財務ハイライト
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（注） 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、
　 　中古バイク及び花きのオークション、医療関連事業及び
　 　海外事業等を含んでおります。

■ 四輪事業　
■ デジタルプロダクツ事業　
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当社では、株主の皆様への利益還元を
経営における最重要課題のひとつと位
置づけています。将来の事業展開と経
営体質の強化及び設備投資等に備え
た内部留保を確保しつつ、連結配当性
向30%を目標として、継続的な配当を
行うことを基本方針としています。
この方針に基づき、当中間の1株当たり
配当は、直近の配当予想から5円増の
19円（年間38円の予定）とさせていた
だきました。

株主還元について



■ 創業から変わらぬ「循環型流通」への取り組み
オークネットは1985年に世界初のリアルタイム中古車オークションを開始して以来、世界中のパートナーの皆様とともに
様々な事業領域で「価値あるモノ」を「必要な人のもと」へ循環させる “循環型流通”の構築に取り組んでまいりました。現
在、オークネットのパートナーは世界40か国以上、33,000社を超えています※。
オークネットが価値あるモノを世界中に循環させるエンジンとなり、より多くのパートナーの皆様にオークネットの情報流通
の仕組みを活用していただくことによって、サステナビリティの輪はさらに広がっていきます。
※2020年12月現在

・平等で情報格差のない取引環境　　・価値あるモノを循環させる仕組み
・地球環境への負荷の軽減　　　　　・拡大するメンバーシップビジネス　　…など

■ サステナビリティ経営の新たな指標「GCV」について
サステナビリティポリシーを具体的なアクションにつな
げるための経営指標として、新たに「Gross Circulation 
Value（グロス サーキュレーション バリュー）、総循環型流
通価値」という数値指標を設けました。
GCVの規模が大きくなることは、モノを捨てずに済み、
新しくモノをつくらずに済んだことを意味します。つま
りGCVとは、地球環境に対する負荷軽減の指標です。
2020年12月期における年間GCVは取扱高に換算すると
3,790億円、これまでの累計で７兆円を超えます。

Gross Circulation Value
(総循環型流通価値）

累計７兆円 以上
（2020年12月末時点）

価値あるモノを、地球規模で循環させる
SDGs経営の推進に向けてサステナビリティポリシーを制定

オークネットグループでは創立記念日にあたる6月29日、サステナビリティポリシーとして「価値あるモノを、地球規模で循
環させる～Circulation	Engine．（サーキュレーション	エンジン）」を制定しました。このポリシーには、私たちが「循環のエ
ンジン」となり、世界中のパートナーの皆様とともにサステナビリティの輪を広げていきたいという思いを込めています。

特集

広がるサステナビリティの輪

情報の信頼性
本物であることを
保証する目利き

最適なシステム
価値あるモノの情報を

世界中で共有する情報技術

運営ノウハウ
必要な人のもとへ効率的に
お届けする流通の仕組み

オークネットがパートナーとともに培ってきた強み

世界40か国以上の
パートナーの皆様とともに
サステナビリティ経営を
推進していきます。



■ SDGsに紐づくサステナビリティアクション
サステナビリティポリシーの実現に向けて、SDGsで定められている17のゴールに紐づく4つのアクションを策定しました。

「世界中で平等な取引を」「モノがもつ価値を最大限に」「いつまでも美しい地球を」のアクションを、「あらゆるパートナー
とともに」推進していきます。

アパレル、ブランド品の買取再販流通モデル構築へ
オークネットは株式会社千趣会と協業し、2021年9月より新サービスのトライアルを開始します。消費者からア
パレル、ブランド品の下取りを行うことで、商品の新たな循環をつくりだし顧客とのつながりを深める「サーキュ
ラーコマース（循環型の商取引）」の構築を目指します。
オークネットは今回の協業で、従来型の情報流通支援に加え、パートナーとともに、サステナビリティ・SDGsへ
の貢献など、新しい付加価値創出の可能性を検証していきます。

通信販売事業「ベルメゾン」を展開し、
独自の顧客基盤を形成

「価値あるモノ」を「必要な人のもと」へ
循環させる“循環型流通”を構築

顧客関係性の強化、サステナビリティ・SDGsへの貢献

千趣会との新サービストライアル開始

各サステナビリティアクションの推進内容

Action04	あらゆるパートナーとともに

Circulation Engine. AUCNET

当社サステナビリティサイトのメインビジュアルには「風車」のモチー
フを採用しました。カラフルな色はオークネットの多様な事業を、回
転する風車は価値あるモノを循環させる仕組みを、それぞれ表現し
ています。サステナビリティサイトには右のQRコードからアクセスで
きます。ぜひご覧ください。
https://www.aucnet.co.jp/SDGs/

Action01
世界中で平等な取引を

Action02　
モノがもつ価値を最大限に

Action03　
いつまでも美しい地球を

業界、商品に合わせたオンライン
オークションの開催と公正な検
査・評価の実施

メンバーシップビジネスの
推進や業界内企業との連携

業界内企業との連携 自然環境保護活動

世界中の売り手と買い手をつな
げ、まだ使える愛着のあるもの
を、最適なマッチング手法で流通

CO2排出量削減を実現するオン
ラインオークションの推進

サービスのトライアルを始めます

サーキュラーコマース



インフォメーション

会社概要	 （2021年6月30日現在） 株主メモ	 （2021年6月30日現在）

会 社 名 株式会社オークネット
英 文 社 名 AUCNET INC.
創 業 1985年6月29日
資 本 金 1,799百万円 
連結従業員数 827名
上 場 区 分 東京証券取引所市場第一部
本社所在地 東京都港区北青山二丁目5番8号 青山OMスクエア
代 表 電 話 TEL：03-6440-2500　FAX：03-6772-0675

事 業 年 度 1月1日から12月31日まで
定時株主総会 毎事業年度終了後3カ月以内
剰余金の配当の基準日 期末配当　毎年12月31日

中間配当　毎年  6月30日
単元株式数 100株
公告掲載方法 電子公告により行う。ただし電子公告によることが

できない事故その他やむを得ない事由が生じたと
きは、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載URL https://ir.aucnet.co.jp/ja/announcement.html
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
取 扱 場 所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

ブランド品の買取・販売を手掛ける
ギャラリーレア
大量生産・大量消費型の社会から循環型社会への転換に伴い、
特に欧州、米国において、若年層を中心にリユースファッション
が支持されています。オークネットではリユースファッション市
場の拡大を見込み、2020年9月、株式会社ギャラリーレアを子
会社化しました。
ギャラリーレアは、東京、大阪を中心に店舗展開しており、ブ
ランドバッグや時計・宝飾品などの買取及び販売を行っていま
す。また、自社公式サイト及び各種ネットショッピングモールを
通じて、インターネット上でのブランド品販売も行い、海外のお
客様への販売にも力を入れています。そのほか、B2Bのオーク
ション運営も実施しています。
オークネットは、グローバルなリユースファッションの総合プラッ
トフォーム構築を目指し、今後も事業推進してまいります。

グループ会社のご紹介

（注） 所有株式数の割合は、自己株式（216株）を控除して計算しています。

株式情報	 （2021年6月30日現在）

役員	 （2021年6月30日現在）

発行可能株式総数 110,000,000株
発行済株式総数 27,917,100株 　
株 主 数 3,737名
大 株 主

株主名 所有株式数（株） 所有株式数
の割合

フレックスコーポレーション株式会社 11,448,800 41.0%

株式会社ナマイ・アセットマネジメント 1,900,000 6.8%

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託
オリエントコーポレーション口 再信託受託者
株式会社日本カストディ銀行

1,296,000 4.6%

株式会社オリエントコーポレーション 1,296,000 4.6%

GOLDMAN SACHS 
INTERNATIONAL 1,160,919 4.2%

NORTHERN TRUST CO.（AVFC）RE
FIDELITY FUNDS 972,837 3.5%

GOLDMAN SACHS & CO. REG 970,700 3.5%

フレックス株式会社 844,800 3.0%

藤崎 慎一郎 824,800 3.0%

藤崎 真弘 824,800 3.0%

東京都港区北青山二丁目5番8号
青山OMスクエア
https://www.aucnet.co.jp 環境に配慮したFSC®認証紙と植物油インキを使用しています。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

代表取締役会長CEO 藤崎 清孝

代表取締役社長COO 藤崎 慎一郎

取締役 瀧川 正靖
谷口 博樹

佐藤 俊司

社外取締役 梅野 晴一郎 牧 俊夫

取締役（監査等委員） 永島 久直

社外取締役（監査等委員） 鮎川 眞昭 上西 郁夫

ブランド品の無料査定ができます。
右のQRコードを読み取ってアクセス！
https://galleryrare.jp/


