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株 主 通信
第40期 中間 2017年4月1日～2017年9月30日

株 主 ・ 投 資 家 の 皆 様 へ



物を売る事より 知恵、情報を通じて
人・企業と効果的な結び付きをし
社会に貢献することを事業の基本理念とする

　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御礼申
し上げます。「株主通信（第40期中間）」をお届けするにあたり、謹んでご挨
拶申し上げます。
　当社は前期（2017年3月期）、自動車関連情報業界において絶対的
No.1 ポジションを確立するため、積極的な事業投資を通じて業界内にお
けるブランド構築に取り組んでまいりました。今期はその積み上げた事業
基盤を武器に主力事業である自動車関連情報分野において「カーライフ
のトータルサポート」というビジョンを掲げ、様々な挑戦を続けています。
　自動車関連情報では、情報誌の月刊化を推し進めることで効率化を図
り、名称を25年使用してきた「Goo」から「グー」へと変更しました。そして
新しいタグラインである「クルマ、まるごと。」に合わせたカーライフの情
報を網羅することで、ユーザーの最適なカーライフをサポートして参りま
す。また、新車ディーラー向け営業支援ツール「DataLine SalesGuide」
は現在、4,361拠点に導入され、約35％のシェアを確保し、下半期からは
全国への展開を開始します。整備業界においては、前期リリースした車検
取次ぎサービス「グー車検」の提供エリアを全国に拡大するなど、積極的
に事業展開を推進し、より円滑なカーライフサイクルの実現に寄与してき
たと自負しています。
　10月1日に当社は、創業40周年という節目を迎えました。プロトグル
ープは常に企業価値の向上に努めると共に、株主の皆様をはじめ、すべ
てのステークホルダーの皆様が将来に更なるご期待をいただけるよう、
下半期も全力で社訓である「挑戦する勇気 行動による証明」を実践して
いく所存ですので、引き続きご理解とご支援のほど宜しくお願い申し上
げます。

代表取締役社長

■経営理念

■ご挨拶

株主・投資家の皆様へ
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楽天と中古車Eコマース分野で協業 オートウェイ熊本店リニューアルオープン

　2017年6月30日、オートウェイ熊本店をリニューアルオープンいたし
ました。2016年4月に発生した熊本地震の影響により店舗全壊などの被
害があった後、同年6月より販売のみの営業を再開しておりましたが、こ
の度のリニューアルオープンにより、今まで以上のサービスを提供するこ
とが可能となります。
　当社のグループ会社である株式会社オートウェイは、日本最大級のタ
イヤ・ホイール通販サイト
「AUTOWAY LOOP」を
運営しており、年間約188
万本のタイヤを販売して
います（2017年3月期）。
　今後も当社グループと
の事業シナジーを追求し
更なる事業規模拡大を推
進してまいります。

「クルマ、まるごと。グーネット」の
新CMを公開

　2017年8月29日より、若手で注目のモデル・女優の八木莉可子（やぎ
りかこ）さんを起用したCM動画「グーネットまるごと。ダンス篇」を公開
いたしました。
　今回のクルマ・ポータルサイト「グーネット」のCM動画はリズミカルな
歌に合わせて、八木 莉可子さんがはにかみながら軽快なダンスを披露す
るかわいらしいCM動画となっており、クルマライフをトータルでサポート
する「グーネット」が提供している「探せる」、「簡単」、「安心」を全身で表現
して頂いております。
　CM動画は、「グーネッ
ト」内の特設サイトをはじ
め、各種広告メディアでご
覧頂けます。

新しいバイクライフを提案する
バイク生活応援マガジン「バイクブロス2017」創刊

　当社のグループ会社である株式会社バイクブロスは新しいバイクラ
イフを提案するバイク生活応援マガジン「バイクブロス2017」を創刊い
たしました。
　「バイクブロス2017」は新たにバイク生活をスタートさせようとしてい
るユーザーに向け、最新モデルの情報を中心に、ツーリング情報やアイ
テム情報をはじめバイクの楽しみ方がわかる各種情報をまとめたバイク
生活応援マガジンです。株式会社バイクブロスが運営する国内最大級の
バイク専門ポータルサイト「BikeBros.
（バイクブロス）」のデータから2017年
上半期のバイクのニューモデルを総括
し、同社が出版する各メディアの編集部
員が総力を結集し、それぞれの専門分
野でおすすめしたい情報を持ち寄るこ
とで、多様なバイクライフ情報を一冊に
凝縮した情報誌となっています。
　今後も当社および株式会社バイク
ブロスは多様化するバイクユーザーの
ニーズに応えることで、バイク業界の
更なる発展に貢献してまいります。
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　2017年9月1日より、楽天株式会社が運営する「楽天市場」において初と
なる中古車専門モール「グーネットモール」の本格運用を開始いたしました。
　「グーネットモール」は当社が運営するクルマ・ポータルサイト「グーネッ
ト」に掲載している中古車情報の中から、車両状態情報開示サービス「ID車
両」が付帯されている中古車をはじめとする約10万台の中古車情報を掲
載しています。さらに成約時には車両本体価格に準じた「楽天スーパーポ
イント」が付与されます。
　今後も当社は「グーネッ
ト」に掲載している中古車
情報を様々なメディアと
連携し、ユーザーの中古
車情報との接点を増加さ
せ需要喚起を図ることで、
自動車業界の活性化に貢
献してまいります。



（単位：百万円）

（単位：百万円）

売上高

　売上原価（※）

売上総利益

　販売費及び一般管理費

営業利益

経常利益

非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

親会社株主に帰属する四半期純利益

1株当たり四半期純利益（円）

2017年4月  1日から
2017年9月30日まで

2018年3月期
第2四半期累計期間

29,386

18,050

11,336

9,540

1,795

1,950

△ 2

857

42.76

2016年4月  1日から
2016年9月30日まで

2017年3月期
第2四半期累計期間

26,399

15,897

10,501

9,162

1,338

1,306

‒

702

34.93

（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の四半期末残高※返品調整引当金戻入・繰入額を加味した数値です。

（単位：百万円）

流動資産
固定資産
流動負債
固定負債
純資産
総資産

（百万円）
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■売上高 ■営業利益 ■経常利益 ■四半期（当期）純利益

2017年3月31日現在
2017年3月期末

29,446
17,493
17,546
2,566
26,826
46,939

2017年9月30日現在

2018年3月期
第2四半期累計期間

1,645
△ 334
2,223
15,916

2017年4月  1日から
2017年9月30日まで

2018年3月期
第2四半期累計期間

1,676
△ 798
408

12,468

2016年4月  1日から
2016年9月30日まで

2017年3月期
第2四半期累計期間

通期 4-9月期 通期 4-9月期 通期 4-9月期 通期 4-9月期

54,761

27,724
23,963

48,602

2,592

2017年
3月期

2,627

1,312

2017年
3月期

1,769

連結業績ハイライト

2017年
3月期

2,381

1,506

54,297

23,731
18,203
12,627
2,905
26,401
41,934

■連結損益計算書 ■連結貸借対照表

■連結キャッシュ・フロー計算書

2017年
3月期

4,735

2,456

4,233 4,071

2,795
2,220

1,338

5,009

2,612 2,684

4,548

2,301

4,190

2,883

56,717

26,317 26,399 1,244

-390

702

2018年
3月期

2018年
3月期

2018年
3月期

2018年
3月期

1,795 1,950

29,386
857

1,306

■セグメント別損益 ■セグメント別売上構成比

自動車関連情報
89.9％

生活関連情報
7.5％

不動産
0.3％

その他
2.2％

自動車関連情報

生活関連情報

不動産

その他

売上高
営業利益
売上高
営業利益
売上高
営業利益
売上高
営業利益

2017年4月  1日から
2017年9月30日まで

2018年3月期
第2四半期累計期間

26,430
2,417
2,215
228
102
87
638
△64

2016年4月  1日から
2016年9月30日まで

2017年3月期
第2四半期累計期間

23,614
1,880
2,107
295
89
68
587
△57
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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。

発 行 済 株 式 総 数
株 主 数

20,940,000株（自己株式881,430株を含む）
10,414名

個人・その他 20.84％

金融商品取引業者 0.48％

外国法人等 31.71％

その他国内法人 36.86％

金融機関 5.91％

大株主（上位10名）

株式分布状況

ＪＰ  ＭＯＲＧＡＮ  ＣＨＡＳＥ  ＢＡＮＫ  ３８５６３２

4

2
株式会社夢現

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

680
132

48

32.50
6.31

2.7156
3.15

1

5
ＢＮＹＭ  ＴＲＥＡＴＹ  ＤＴＴ  １０ 68

65
3.28

株式会社プロトコーポレーション 88 4.203

持株数（万株）株主名 持株比率（％）

ＣＬＥＡＲＳＴＲＥＡＭ  ＢＡＮＫＩＮＧ  Ｓ．Ａ
44

2.33
6

横山  博一
7

2.10
横山  順弘

8
38 1.82

益田  武美 31 1.4910
（注）上記持株比率は、自己株式（881,430株）を含めて計算しています。

JPLLC CLIENT SAFEKEEPING ACCOUNT

自己株式 4.20％

（2017年9月30日現在）

（円）

社 名
資 本 金
本 社
設 立
従 業 員 数
連結子会社

株式会社プロトコーポレーション
18億2,462万円
〒460-0006　名古屋市中区葵一丁目23番14号
1979年6月
連結 ： 1,627名　単体 ： 646名
株式会社オートウェイ
株式会社タイヤワールド館ベスト
株式会社キングスオート
株式会社バイクブロス
株式会社プロトリオス
株式会社カークレド
株式会社カーブリックス
株式会社プロトメディカルケア
株式会社丸冨士
株式会社シルバーはあと
株式会社プロトソリューション
PROTO MALAYSIA Sdn. Bhd.
CAR CREDO MALAYSIA SDN. BHD.
台湾寶路多股份有限公司

　継続的かつ安定的な配当に留意するとともに、将来の成長に備えるた
めの内部留保の充実等を総合的に勘案したうえで利益還元に努めます。
　内部留保資金につきましては、経営基盤の一層の強化ならびに事業規
模の拡大を図るため、既存事業ならびに新規事業への投資資金として有
効に活用してまいります。

※ 予想値となります。

※株主優待につきましては、平成29年3月末日現在の株主名簿に記載又
は記録された100株（1単元）以上を保有されている株主の皆様への提供
をもちまして廃止とさせていただきました。

9

期末配当 年間配当中間配当

2014年3月期

2015年3月期

2016年3月期

2017年3月期

2018年3月期

18.75円

19.00円

19.00円

25.00円

25.00円

18.75円

19.00円

19.00円

25.00円

25.00円

37.50円

38.00円

38.00円

50.00円

50.00円※ ※

（2017年9月30日現在）会社概要

■1株当たり配当金

■株主還元方針

株式情報株主 還 元

株価の推移
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