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2011年4月1日から2012年3月31日まで

お客さまのニーズを理解し、最適な商
品のご提案ができるよう、商品の用途
と価値を分かりやすくご説明すること
に、日々努力しています。

木下　晃一
カーライフアドバイザー
オートバックス・千里丘店

株主・投資家の皆さまへ

2012年3月期の概況
　当期の国内自動車関連消費市場は、東日本大震災による自

動車生産台数の低迷、タイの洪水被害によるカーナビゲー

ションの品揃えへの影響などがあった一方で、地デジ移行に

伴う車載用地上波デジタルチューナーの需要増、エコカー補

助金制度の復活による自動車販売台数の回復、例年を超える

降雪量によるスタッドレスタイヤの需要増など、売上を押し

上げる要因もありました。

　このような環境の中、当社グループは「カー用品販売」にお

いて、メンテナンス関連商品を重点に品揃え、販売体制を整

備するとともに、メディアを連動させた販促活動を展開しま

した。その結果、第1四半期においてタイヤ販売は気候の影

響などでスタッドレスタイヤから夏タイヤへの履き替え時期

が4月以降にずれ込んだことや、ナショナルブランドタイヤ

の値上げの影響もあり売上が増加しました。また、新車販売

台数の回復に伴い、車内アクセサリーやインテリアなども第

3四半期以降は売上を伸ばしました。「車検・整備」では、電

話および店舗での販促活動が奏功し、車検実施台数が前年同

期比7.3%増の約53万台となりました。「車販売・買取」に

つきましては、被災地を中心に中古車市場が活性化し、店舗

における買取・販売台数が好調に推移しました。

　以上の結果、当期の連結業績は売上高および全ての利益項

目が前年実績を上回り、増収増益を達成しました。

中期経営計画の進捗と今後の方針
　当社グループは「クルマのことならオートバックス」の実

現を目指し、「オートバックス 2010 中期経営計画」に取り組

んでいます。「売場改革」においては、オートバックス業態全

店舗の改装を完了しました。「人材とオペレーション改革」で

は、全従業員約8,800名が接遇研修の受講を完了しています。

　次期の見通しにつきましては、震災からの復興需要、エコ

カー補助金制度などを背景とした新車販売の伸長が期待され

ますが、ガソリン価格の高騰による自動車の利用減少など不透

明な要因も見込まれます。当社グループは市場の動向を注視

しつつ、引き続き中期経営計画の達成を目指します。特に、既

存店の収益力向上、新規出店などの施策に注力していきます。

　なお、当期の株主還元につきましては、業績動向を踏まえ、

「連結株主資本配当率（DOE）3%」という基本方針に従って、

1株当たり年間配当金を145円（前期比10円増）とし、3期連

続の増配を実施いたしました。

　株主・投資家の皆さまには、今後とも当社グループへの変

わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2012年6月

代表取締役　社長執行役員

2012年3月期の連結決算概要

売 上 高 2,373億円 前年同期比    0.4%
営 業 利 益 137億円 前年同期比  14.5%
当 期 純 利 益 84億円 前年同期比  36.0%

うお願い申し上げます。
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Focus（フォーカス）

個店力の強化
既存店改革 
（売場改革） 

オートバックス業態全店舗の
改装を完了
売上・客数ともに改善 

粗利改革 
（仕入改革）

単体卸売粗利率：

20.2%→20.8%に改善  

人材と
オペレーション改革 

接遇研修：

約8,800名（全従業員）受講   

強化
1

店舗オペレーションの改革
（店舗運営効率の改善） 

強化
2

店舗従業員教育
（特に店長） 

強化
3

改装後の不振店の個店別対策
（成功店事例の横展開） 

強化
4

スーパーオートバックス業態の
改装を実施（28店舗） 

店舗収益力改善

市場シェア向上

新規出店 23店舗 30店舗

オートバックス 2010 中期経営計画（2011年3月期～2014年3月期）の進捗状況
経営目標と実績 
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営業利益 ROE （自己資本利益率） DOE （株主資本配当率）
　  DOE 　 1株当たり年間配当金　 セットを抽選で20名さまにプレゼント！

夏に活躍するクールタオル&アルミクーラーバッグ

応募要項

官製はがきに下記①～⑤を明記の上、宛先住所までご送付ください。
なお、当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
①氏名②郵便番号／住所③電話番号④年齢⑤ご質問・今後オートバッ
クス通信で取り上げてほしいテーマなど。
（ご応募いただいた方の個人情報は本プレゼント企画の連絡以外の目
的で使用することはございません）

宛先

〒135-8717

東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント
オートバックスセブン IR・広報部
「オートバックス通信 Vol.39 プレゼント」係

応募締め切り

2012年7月31日（当日消印有効）

優れた保水力を持つクールタオルは涼感が長持ちし、水に浸して軽く絞るだけで繰り返しご
利用いただけます。また、アルミクーラーバッグ（M）は軽量で2Lペットボトルが9本収納で
きます。どちらも夏場のドライブやキャンプ、スポーツなど幅広い用途で活躍します。

お問い合わせ先

•IR情報に関するお問い合わせ先
　IR・広報部
　電話: 03-6219-8718　E-mail: investors@autobacs.com

•住所変更等、株式事務に関するお問い合わせ先
　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
　電話照会先：0120-176-417

株主優待券の発送日
● 3月31日現在の株主さま ……   6月下旬発送
● 9月30日現在の株主さま …… 12月上旬発送
（単元株数以上を所有し、株主名簿に記載されている株主さまを対象）

株主優待券は、車検・整備（基本料・工賃・部品代など）にもご利用いただくことができま
す。ただし、メンテナンスパック、燃料、車両、廃タイヤ処分料、リサイクル料にはご利用
いただけません。詳しくは、優待券の裏面をご参照ください。

株主優待の内容

所有株数 株主優待券

100～999株 25枚

1,000株以上 50枚

株主優待のご利用可能店舗

株主優待制度について 当社では、より多くの株主の皆さまにオートバックスチェンの店舗の魅力を知っていただくため、
1,000円（消費税込み）のお買い上げごとに1枚ご利用できる株主優待券（300円値引）を進呈しております。

株式会社オートバックスセブン
〒135-8717 東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント

オートバックス通信は、大豆油インキで印刷しています。
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青森

北海道

岩手
秋田

山形 宮城

福島新潟

栃木

茨城

千葉
東京

神奈川
山梨岐阜

滋賀
京都

三重奈良

和歌山

兵庫

鳥取

島根
岡山

広島

山口 香川

徳島
愛媛

高知
福岡

大分

熊本

宮崎

佐賀

長崎

鹿児島

沖縄

大阪

福井

静岡愛知

埼玉

群馬

長野

富山

石川

2012年3月期の国内新規出店実績

特集

山口県
●オートバックスタイヤ専門館小郡店

熊本県
●オートバックス・熊本植木店

千葉県
●オートバックス
　千葉ニュータウン

宮城県
●オートバックス・富谷店

福島県
●オートバックス・田村船引

山梨県
●オートバックス・南アルプス

愛知県
●オートバックス長久手

●オートバックス豊川店

北海道
●オートバックス宮の森店 ●オートバックス網走

●オートバックス岩見沢店

●オートバックス・佐倉店

神奈川県
●オートバックス川崎さいわい

中国
●オートバックス上海曹安公路店

台湾
●オートバックス内湖瑞光店

シンガポール
●オートバックスロイヤン店

大阪府
●オートバックス・千里丘店 ●オートバックス茨木西店

●オートバックス杭全店

●オートバックス箕面店

市場シェア向上のために新規出店を積極展開
　当社グループは、中期経営計画の施策の一つである
「市場シェアの拡大」のために、2014年までの4年間
で120店舗の新規出店を計画しています。既存の大き
さの店舗に加え、コストを抑えた小型店を、今まで出店
していなかった地域に出店します。また、地域ごとに存
在するニーズをしっかりとつかんだ商品・サービスの
提供を通じて「クルマのことならオートバックス」の実
現を目指します。

2012年3月期の海外新規出店実績

新潟県
●オートバックス五泉店

●オートバックス十日町店

山形県
●オートバックス・鶴岡

徳島県
●オートバックス・阿南店

愛媛県
●オートバックス松山保免店

大分県
●オートバックス・日田店

店舗情報
2011年3月期 2012年3月期

オートバックス 404 430

スーパーオートバックス 76 76

オートハローズ 5 1

オートバックスセコハン市場 21 18

オートバックスエクスプレス 7 5

合計 513 530
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※  オートバックス標準価格

常にクルマをキレイな状態にキープ！
簡単に使いこなせるカーケアグッズ！

スプレーして
拭くだけ

くすんだボディに
透明感を

雨やヨゴレを
はじく

キラキラ
ダイヤの輝き

シュアラスター

ゼロウォーター 
280ml
2,940円※

人気No.1!知名度No.1の
シュアラスターの自信作

プロスタッフ

CCウォーター 
300ml
2,780円※

くすんだボディに、使うたび
に増す透明感 !

CCI

スマートミスト 
280ml
2,480円※

新感覚のカー・トリートメン
ト・スプレー。雨や汚れを弾
いてきれい長持ち !

リンレイ

アクアスタイル
2,480円※

艶、グラマラス !ダイヤナノコ
ロイドの動きで、キラキラの
輝き !

話題の売れ筋商品 
（洗車の後にスプレーして拭くだけのカンタンコート剤のラインナップがさらに充実）

素手感覚で
洗える

ホコリを吹き飛ばす
ブロワー機能付き

フロアマットの砂や
ホコリをはたいて落とす

プロスタッフ

ホイール専用
鬼人手
998円※

洗いにくい細かいすき間でも素手感覚
で思いのままに洗えます。

クレトム

2ウエイパワー
もも太郎
1,980円※

国産強力モーターの使用により吸引力
が抜群です。

ヤック

マット用ホコリハタキ
598円※

ごみや砂など細かい汚れも除去できる
ブラシ付きの立体ヘッド型です。

ばす
き

注目の新商品 
（クルマのお掃除をしっかりサポート）

プレゼント応募に寄せられたご質問に対する回答

いつもお読みいただきありがとうございます
　「オートバックス通信」Vol.39では、現在取り組んでおり

ます「オートバックス 2010 中期経営計画」の進捗に関して

まとめております。その中でも、2012年3月期に実施した

新規出店23店舗について、一部写真などを用いてご紹介し

ました。

 株主還元に対する考え方を教えてください。

当社は、利益成長とともに利益を株主の皆さまに

還元していくことを経営の最重要課題の一つと

して位置付けています。

①利益配当については、事業継続に必要な手元流動性（現

金や有価証券）を確保するとともに、連結株主資本配当率

（DOE）3%以上を目標とし、業績や財務安定性を考慮に入

れつつ、安定的かつ継続的に実施したいと考えています。

　2012年3月期末の株主資本は1,458億円、配当総額は

中間・期末を合わせて47.6億円であり、DOEは3.3%と

なり目標を達成しています。また、配当については前期

に比べ増益となった結果を踏まえ、増配を実施いたしま

した。

②中期経営計画においてROE7%を目指しており、事業

への投資を行う一方で、自己株式の購入などにより資本

の効率性向上に努めています。2013年3月期は、180万

株を上限に自己株式の購入を行うことについて発表して

おります。

　なお、株主優待券につきましては、現在、株主の皆さま

にオートバックス店舗のファンになっていただきたいと

いう考えのもと、店舗でご利用いただける割引券を贈呈

させていただいております。

Q

A

　当期の決算内容につきましては、既に送付しております招

集通知に詳しい内容を掲載しておりますので、ぜひご覧くだ

さい。

　また、プレゼント応募の際に、ご意見などを添えていただ

けますと、経営や今後の IR活動の参考となりますので、遠慮

なくお寄せいただきたくお願いいたします。

自己株式購入額と配当支払額
　 自己株式購入額　　配当支払額

IR・広報部からのお知らせ
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※  株価4,000円で算定
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※  オートバックス標準価格
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が抜群です。
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した。
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の効率性向上に努めています。2013年3月期は、180万

株を上限に自己株式の購入を行うことについて発表して

おります。

　なお、株主優待券につきましては、現在、株主の皆さま

にオートバックス店舗のファンになっていただきたいと

いう考えのもと、店舗でご利用いただける割引券を贈呈

させていただいております。
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　当期の決算内容につきましては、既に送付しております招

集通知に詳しい内容を掲載しておりますので、ぜひご覧くだ

さい。

　また、プレゼント応募の際に、ご意見などを添えていただ

けますと、経営や今後の IR活動の参考となりますので、遠慮

なくお寄せいただきたくお願いいたします。

自己株式購入額と配当支払額
　 自己株式購入額　　配当支払額
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Focus（フォーカス）

個店力の強化
既存店改革 
（売場改革） 

オートバックス業態全店舗の
改装を完了
売上・客数ともに改善 

粗利改革 
（仕入改革）

単体卸売粗利率：

20.2%→20.8%に改善  

人材と
オペレーション改革 

接遇研修：

約8,800名（全従業員）受講   

強化
1

店舗オペレーションの改革
（店舗運営効率の改善） 

強化
2

店舗従業員教育
（特に店長） 

強化
3

改装後の不振店の個店別対策
（成功店事例の横展開） 

強化
4

スーパーオートバックス業態の
改装を実施（28店舗） 

店舗収益力改善

市場シェア向上

新規出店 23店舗 30店舗

オートバックス 2010 中期経営計画（2011年3月期～2014年3月期）の進捗状況
経営目標と実績 

2012年3月期 2013年3月期（計画）
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営業利益 ROE （自己資本利益率） DOE （株主資本配当率）
　  DOE 　 1株当たり年間配当金　 セットを抽選で20名さまにプレゼント！

夏に活躍するクールタオル&アルミクーラーバッグ

応募要項

官製はがきに下記①～⑤を明記の上、宛先住所までご送付ください。
なお、当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
①氏名②郵便番号／住所③電話番号④年齢⑤ご質問・今後オートバッ
クス通信で取り上げてほしいテーマなど。
（ご応募いただいた方の個人情報は本プレゼント企画の連絡以外の目
的で使用することはございません）

宛先

〒135-8717

東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント
オートバックスセブン IR・広報部
「オートバックス通信 Vol.39 プレゼント」係

応募締め切り

2012年7月31日（当日消印有効）

優れた保水力を持つクールタオルは涼感が長持ちし、水に浸して軽く絞るだけで繰り返しご
利用いただけます。また、アルミクーラーバッグ（M）は軽量で2Lペットボトルが9本収納で
きます。どちらも夏場のドライブやキャンプ、スポーツなど幅広い用途で活躍します。

お問い合わせ先

•IR情報に関するお問い合わせ先
　IR・広報部
　電話: 03-6219-8718　E-mail: investors@autobacs.com

•住所変更等、株式事務に関するお問い合わせ先
　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
　電話照会先：0120-176-417

株主優待券の発送日
● 3月31日現在の株主さま ……   6月下旬発送
● 9月30日現在の株主さま …… 12月上旬発送
（単元株数以上を所有し、株主名簿に記載されている株主さまを対象）

株主優待券は、車検・整備（基本料・工賃・部品代など）にもご利用いただくことができま
す。ただし、メンテナンスパック、燃料、車両、廃タイヤ処分料、リサイクル料にはご利用
いただけません。詳しくは、優待券の裏面をご参照ください。

株主優待の内容

所有株数 株主優待券

100～999株 25枚

1,000株以上 50枚

株主優待のご利用可能店舗

株主優待制度について 当社では、より多くの株主の皆さまにオートバックスチェンの店舗の魅力を知っていただくため、
1,000円（消費税込み）のお買い上げごとに1枚ご利用できる株主優待券（300円値引）を進呈しております。

株式会社オートバックスセブン
〒135-8717 東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント

オートバックス通信は、大豆油インキで印刷しています。
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