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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

創業35周年の節目にあたり
経営体制の強化、
意思決定の迅速化を図るべく
新たな体制をスタートさせました。

経営体制の強化と意思決定の迅速化のため
新体制を発足

当社は3月27日開催の第12回定時株主総会および取締
役会の決議を経て、代表取締役会長CEOに藤崎清孝が、
代表取締役社長COOに藤崎慎一郎が就任いたしました。
より一層の経営体制の強化および意思決定の迅速化を
図ってまいります。2020年は当社創業35周年の節目の
年です。新体制のもと、各会員サービスの利便性向上、
会員様の収益性アップに貢献してまいります。

四輪事業では膨大なデータを活用し
新たな流通体系を構築

2019年12月期、四輪事業においては、共有在庫市場にお
ける成約台数の増加、中古車情報誌に掲載された認定検
査の大幅な増加により、売上高・営業利益ともに前年同期
を上回りました。特に車両検査サービス（AIS）は、サービス
開始後初の年間総検査台数100万台超となりました。今後
は、中古車査定業務支援システム「サテロク」を起点とし、従
来の流通プラットフォームとデータが連動する唯一無二の
モデル「データ流通プラットフォーム」へと進化させていき
ます。膨大な流通・検査・行動などの蓄積データから中古
車の状態・価格・トレンドを解析し、当社独自のサービスとし
て提供することにより流通台数の拡大を図ってまいります。

デジタルプロダクツ事業は国内の流通が
安定化、海外事業で更なる業容拡大へ

デジタルプロダクツ事業は、主要取引先との契約内容を
大幅に変更したことで流通台数は前年同期を上回りました
が、期待していた利益水準に到達できるほどの台数確保
には至りませんでした。しかし、主要取引先との契約変更

が軌道に乗り、今後は安定した端末の入庫が見込まれる
ほか、国内ファシリティ統合によるコストダウン等により、
業績の回復を目指してまいります。そして更なる成長へ向
け、海外事業に注力いたします。海外で新しいバイヤーを
獲得しグローバルネットワークの一層の拡大を目指すほ
か、米国子会社AUCNET	DIGITAL	PRODUCTS	USA,	
LLC.において各メーカー・キャリアとの交渉を継続し、米
国における事業の更なる拡大を図ります。

その他情報流通事業等においても
引き続き流通市場の拡大を目指す

その他情報流通事業のうち、ブランド品事業においては、
国内外ともに好調に推移、総取扱高は年間100億円を突
破しました。今後は継続的に国内外での会員数獲得に注力
しつつ、中古市場がより活発な米国市場を中心に、積極的
に海外展開を進めていくことで取扱商材の流通を拡大し
てまいります。中古バイクでは新たにサブスクリプション
サービスを開始、花きでは前年に引き続き、入荷確定前の
情報から商品を選べる花屋向け仕入れWebサービス「お
取寄取引」を推進します。
また、その他事業として、医療事業においては、中古医療
機器の市場流通を活性化させることにより、厳しさを増す
医療業界へ貢献してまいります。
オークネットは引き続き「あしたの流通を創造する」をブラ
ンドステートメントと掲げ、お客様が安心して取引ができ
る情報流通サービスを国内外に提供し続けてまいります。
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。

新社長・藤崎 慎一郎 profile
1975年生まれ。2011年1月、当社入社。2013年四輪事業本部DGM、
2014年取締役などを経て2016年	株式会社オークネットデジタルプロダク
ツ代表取締役社長。2017年当社常務執行役員、2019年専務執行役員、オー
トモビル事業部門DMを経て2020年3月、代表取締役社長COOに就任。

新会長および新社長就任のご報告



株主還元について

連結財務ハイライト
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四輪事業
売上高
12,174百万円 (+3.0%)
セグメント利益
3,754百万円 (+3.7%)

デジタルプロダクツ事業
売上高
3,863百万円 (△4.4%)
セグメント利益
915百万円 (△52.6%)

その他情報流通事業
売上高
2,719百万円 (+1.9%)
セグメント利益
677百万円 (+7.2%)

その他事業

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。当期末の配当は中間
配当と同様に、1株当たり13円（年間
26円）とさせていただきました。
当社は、将来の事業展開と経営体質の
強化およ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。
来期の中間・期末の配当は1株当たり	
10円（年間20円）を予定しております。



そこが知りたい！ オークネット 医療事業

オークネットグループは、中古車を扱う「四輪事業」、中古スマートフォン・PCなどを扱う「デジタルプロダクツ事業」、
ブランド品・中古バイク・花き（切花・鉢物）を扱う「その他情報流通事業」と「その他事業」から構成されています。
今回は「その他事業」の「医療事業」についてご紹介します。

「中立的な中古流通市場の提供等を通じ
医療業界の負担軽減、
業務効率の向上等に貢献します」

■ 医療事業が目指すもの

2011年に発足したオークネットの医療事業は、当社の歴
史のなかでは比較的新しい事業です。医療業界を取り巻く
環境は厳しく、医師をはじめとする医療従事者の方々が患
者さんを救いたいと強く願う一方で、様々な要因により赤
字経営を余儀なくされている医療機関が数多くあります。
当社は、長年培ってきたネットオークションのノウハウを活
かし、需要の高い中古医療機器を適正に流通させることに
よって、設備投資の負担軽減に寄与できないかと模索して
きました。また、医療・介護従事者向けの動画サービスプ
ラットフォームの提供等も行っており、業務効率の向上の
面でも医療業界の発展に貢献したいと考えています。

医療事業部門 執行役員
藤崎	真弘

■ オークネットの医療事業とは？
医療事業は、医療関連企業様の売買ニーズに応えた「中古
医療機器オークション」、病院の移転に伴う医療機器の売
却等を行う「医療機器移転事業」、医療・介護従事者限定の
動画サービスプラットフォーム「メネルジア」等、医療業界
に関する様々なビジネスを展開しています。今後も情報の
信頼性を要に、医療事業を拡大していきます。

■ 医療事業の取り組み

※㈱メネルジアは2020年3月19日付で
　iryoo.com㈱より社名変更しました。

①医療機器移転事業
病院やクリニックの移転・閉院のお手伝いをする事業です。施
設内の不要になった医療機器を当社流通市場で換金すること
で、通常発生する莫大な廃棄コストを大きく削減することがで
きます。また、院内の膨大な量の什器備品類の処分も全て当
社で手配し窓口を一本化することで、契約・決裁・書類手続き
等の医療施設側の事務負担を最小限にすることができます。

②メネルジア
メネルジアは、「動画と創造力で、医療を変える」をテーマにした、医
療と介護の有資格者限定の動画サービスプラットフォームです。
医師をはじめ、多くの医療・介護従事者の皆様に向けて、学びに役立
つ様々なコンテンツを配信・提供しています。
今後は機能を追加し、動画を共有してチームで連携したり、動画を利
用して業務の効率化に繋げる等、
「見せる」から「使っていただく」
動画へとサービス内容を拡充し
ていきます。

中古医療機器
オークション

中立的な流通市場の提供

医療業界
の発展に

貢献医療機器
移転事業
医療機関の移転や
閉院をサポート

メネルジア
医療・介護従事者
限定の動画配信



オークションおよび決算代行
出品される医療機器は全て、メーカーに事前確
認し流通許可を受けた商材のみ。オークション後
も、出品者様と落札者様の間に入り、安心して取
引していただけるよう心掛けています。

本社

商材発送

商材引取

出品情報登録

オークション参加

データ連携

中古医療機器オークションに注目！

出品者様

落札者様

検品で価値を判定
医療機器の種類ごとに検品方法が異なるため幅
広い専門知識が必要となりますが、経験豊富な
スタッフにより1台1台丁寧に検品し、商材の現
状を可視化します。

センター

こんな機器を取り扱っています！
特に内視鏡などの画像診断機が人気です。
毎週、様々な商材を取引できると
ご好評いただいています。
中古医療機器担当　黒田	裕史

▲
超音波診断装置
妊婦の胎児検診等

▲
内視鏡

体内の検査

▲
MRI-CT
脳ドック等

■ 中古医療機器オークションとは？
当社の会員様を対象に、医療機器を「売りたい」「買いた
い」という双方のニーズに応える中古医療機器専門オー
クションです。当社の他事業と同様、専門の検査員によ
る検品データをもとに、実際の商材を見ることなく応札
できることが特長です。
中古医療機器の市場においては、製造元のメーカー
が把握していない流通が問題視されています。当社の
オークションは、流通の明確化のため、医療機器の国内
販売許可の取得が入会条件となっています。当社が取り
扱うのは各メーカーより流通許可を受けた医療機器のみ
で、薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律）を遵守しています。

■ 中古医療機器オークションの仕組み 出品者様のメリット
• 日本全国の商社やディーラー等が
  参加しているため売却率が高い
• 適正な市場価格で売却できる 

落札者様のメリット
• 実際の商材を見なくても安心して取引可能　 
• 情報収集の手間とコストを削減



インフォメーション

会社概要	 （2019年12月31日現在） 株主メモ	 （2019年12月31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 1,729百万円	
連結従業員数 664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：03-6440-2510

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

当社は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、投資
魅力を高め、当社株式をより多くの方に保有いただくことを目
的として、株主優待制度を導入しております。この度、当社株式
を長期間保有いただいている株主様のご支援に感謝するとと
もに、より多くの株主様に当社株式を継続的に保有いただくこ
とを目的として、株主優待制度を拡充します。
2019年12月末日基準の当社株主名簿に記載または記録され
た1単元（100株）以上を保有されている株主様を対象とする株
主優待から変更となります。

■	優待内容
以下の区分によりクオカードを年1回贈呈します。毎年3月開催
の定時株主総会終了後に送付する決議通知への同封を予定し
ております。

株主優待	拡充のお知らせ

（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。
（注）継続保有期間１年以上とは、基準日時点において同一株主番号にて、１年以上連続して株主記載または

記録されていることといたします。

株式情報	 （2019年12月31日現在）

役員	 （2020年3月27日現在）

発行可能株式総数 110,000,000株
発行済株式総数 27,769,300株 　
株 主 数 3,481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 41.2%

NORTHERN	TRUST	CO.（AVFC）RE
FIDELITY	FUNDS 2,174,190 7.8%

株式会社ナマイ・アセットマネジメント 1,950,000 7.0%

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
資産管理サービス信託銀行株式会社

1,296,000 4.7%

株式会社オリエントコーポレーション 1,296,000 4.7%

JP	MORGAN	CHASE	BANK	380634 1,291,300 4.7%

フレックス株式会社 844,800 3.0%

藤崎	慎一郎 821,800 3.0%

藤崎	真弘 821,800 3.0%

GOLDMAN,	SACHS&	CO.REG 502,100 1.8%

継続保有期間 株主優待内容 基準日

1年未満 1,000円分のクオカード 毎年12月末

1年以上 2,000円分のクオカード 毎年12月末

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 藤野	千明 佐藤	俊司

社外取締役 梅野	晴一郎 上西	郁夫

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 潮田	良三

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。


