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オートバックスセブン
第73期 株主通信
2019年4月1日から2020年3月31日まで

ACCESS

愛媛県西予市～高知県津野町

•  高知自動車道→須崎東IC→国道197号線→
東津野城川林道（東線）→天狗高原

•  松山自動車道→松山IC→国道33号線→
 国道440号線→地芳峠

媛県と高知県にまたがる、日本三大カルスト
のひとつ「四国カルスト」。標高1,000mから

1,485mに白い石灰岩の散りばめられた草原が連なり、
真っ白な雲が目の前に迫ってくる絶景は、まさに四国が
誇る「天空の道」。太平洋まで見渡せる大パノラマも堪能
することができます。

愛

わたしの好きな道：
爽快な天空ドライブ「四国カルスト」

AB
communication

近隣店舗

オートバックス
・とべ店



0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000
（百万円）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000
（百万円）

0

2,000

4,000

6,000

8,000
（百万円）

0

20

40

60

80
（円）

■ 第2四半期　■ 通期

2018.3 2019.3 2020.3 2021.3（計画）

98,473 97,536 111,029

212,328 213,840
223,800221,400

0

1

2

3

4

5
（%）■ 第2四半期　■ 通期　● 売上高営業利益率（通期）
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■ 第2四半期　■ 通期　● 株主資本当期純利益率（ROE）（通期）
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はじめに、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた
方々に、謹んでお悔やみを申し上げます。また、感染拡大防
止にご尽力されている皆様に、心より感謝申し上げます。

2020年3月期の連結業績
当期は国内において、10月の消費税率引き上げ、ならびに
タイヤメーカーによる値上げ以降、駆け込み需要の反動が見
られ、また、中古車登録台数、新車販売台数ともに前期を下回
りました。さらに第4四半期は、暖冬による冬季商品の販売低
迷に加え、コロナ禍に伴う外出自粛の影響を受けました。
こうした中、プライベートブランド「AQ.」や「JKM」
「GORDON MILLER」のラインアップを充実させるととも
に、「45周年感謝祭」など積極的な販売促進活動で売上の
底上げを図りました。また、既存店舗でのオペレーション改
善や売場・ピットのリノベーションを継続しつつ、11月には
「JACK & MARIE グランベリーパーク」をオープンしまし
た。一方、ディーラー・BtoB・ネット事業は収益改善策等に
より黒字転換を果たし、海外事業は収益性の高い卸売事業
へのシフトが進みました。
これらに加え、子会社の増加により、当期の連結売上高は前
期比3.5％増、売上総利益は4.7％増、営業利益は1.4％増と
なりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、31.4％減
となりました。引き続き、感染予防を最優先にグループ一丸と
なってこの難局を乗り越え、競争力強化に向け「5ヵ年ローリン

グプラン」を着実に推進し、収益確保を目指す所存です。

セグメント別の営業概況

■ 国内オートバックス事業

売上高 1,793億77百万円 前年同期比 0.2％増 ▲

セグメント利益 135億72百万円 前年同期比 8.7％減 
▲

国内のオートバックスチェンの全業態の売上高は、前期
比で既存店、全店ともに0.2％の減少となりました（出退店
は新店3、退店11で計585店舗）。
タイヤは、消費増税後に駆け込み需要の反動が見られた
ほか、降雪量が記録的に少なかった影響でスタッドレスタ
イヤの販売が前年割れとなりました。一方、安全運転支援
ニーズの高まりにより、ドライブレコーダーの販売は、前後
2カメラタイプを中心に好調に推移しました。急発進防止装
置も行政による助成の対象となるなど注目を集めました。
車検実施台数は、15分受け入れ点検など店舗での取り組み
を強化しましたが、第3四半期より車検対象車両台数が減
少に転じた影響により、前期比2.2％減少の約634,000台
となりました。車買取・販売は、収益性の低い店舗を閉店
し､営業活動を集中強化したことにより買取台数が増加、
オートオークションなどへの業販が伸びたことから、総販
売台数は1.2％増の約31,500台となりました。

環境変化に向き合い、中長期的な視点のもと、
5ヵ年ローリングプランを推進し、
収益確保と将来の成長を目指します。

■ 海外事業

売上高 117億56百万円 前年同期比 4.8％増 ▲

セグメント利益 -3億60百万円 前期は-7億83百万円 ▲

小売・サービス事業は、タイの売上が出店効果で増加しま
したが、フランスでは店舗譲渡に加え、コロナ禍の影響に
より売上高が減少しました。シンガポールでは、板金・塗装
や整備を行うSK AUTOMOBILE社を子会社化しました。
卸売事業は、中国国内向けが大幅に伸びる中、愛車小屋グ
ループを持分法適用関連会社とし、連携強化を図りました。
シンガポールでは、プライベートブランド商品の卸売導入を
進め、BtoBやネット販売にも注力しました。オーストラリア
では、AudioXtra社を通じて事業拡大に取り組みました。

※  当社グループの在外連結子会社は、当年度の期首よりIFRS第16号「リー
ス」を適用しておりますが、当年度の損益に与える影響は軽微です。

■ ディーラー・BtoB・ネット事業

売上高 384億82百万円 前年同期比 28.2％増 ▲

セグメント利益 54百万円 前期は -10億76百万円 ▲

輸入車ディーラー事業は事業統括会社を設立し、営業体
制とサービス強化を推進しました。BtoB事業は、事業集約
効果により売上高・利益とも改善しました。また、車検・整
備などのサービス事業拡大のため、正和自動車販売(株)を
子会社化しました。さらに、法人需要を取り込むフリートビ
ジネスでは、安全支援商品を中心に全国規模の事業者との
取引が増加しました。ネット事業は、AIを活用したデジタル
マーケティングの強化を推進しました。

■ その他の事業
その他の事業における売上高は、21億17百万円（前期比

4.1％減)、セグメント利益は4億10百万円（同4.2％減）とな
りました。

2020年3月期の業績報告 

代表取締役 社長執行役員

売上高 2,214億円 前年同期比 3.5％増 ▲

営業利益 75億85百万円 前年同期比 1.4％増 ▲

1株当たり配当金

親会社株主に帰属する
当期純利益 37億64百万円 前年同期比 31.4％減

▲



次世代整備
ネットワーク

オートバックスチェン
（カー用品販売）
ネットワーク

海外アライアンス
ネットワーク

マルチディラー
ネットワーク

サービスピット
ネットワーク

国内オートバックス事業

ライフスタイル、整備、取付など
新規事業

BtoB事業

売り先を変えた
ネット事業

売り方を変えた

海外事業

エリアを変えた

ディーラー事業

商品を変えた

人材基盤

IT基盤

物流基盤

財務基盤（資金）etc.

情報基盤
オンラインネットワーク
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５ヵ年ローリングプラン
5ヵ年ローリングプラン2019の進捗、および取り組み事例

当社の使命

新しいカーライフ文化を創造し続ける

次世代技術に対応する整備および
サービスピットネットワークの構築

• 正和自動車販売(株)の子会社化
• 高森自動車整備工業(株)の子会社化
• グループ内でエーミングなど特定整備の指導体制強化
 

オートバックスチェンネットワークの構築

•  ホームセンター、ガソリンスタンド等カー用品を取り扱う
異業種に対する直接取引の拡大

• オートバックス店舗網を活用したフリート取引の拡大

 

新たなネットワークの確立・連携（取り組み事例）

マルチディーラーネットワークの構築

• BMW、MINIディーラーの展開
•  A PIT AUTOBACS SHINONOME敷地内に「テスラ 

サービスセンター東京ベイ」を誘致
 　 

海外におけるアライアンスネットワークの構築

• AudioXtra社の子会社化
• 愛車小屋グループを持分法適用関連会社に
• SK AUTOMOBILE社の子会社化

新たなオンラインネットワークの構築

•  オートバックス公式アプリ累計ダウンロード数100万件
突破（2020年秋に改良予定）

•  (株)カーフロンティアとの戦略的提携のもと、タイヤ購
入から取り付け予約までネット上で完結するECサイト
｢TIREHOOD」を展開する(株)BEADに出資し、共同運
営することで合意

6つのネットワークの確立・連携

取引企業数

231％

売上高

123％

グループ外卸売（前期比）

粗利益

179％

特　集

実現したいこと

クルマを利用するシーンに
合わせたサービスを提供する
6つのネットワークを確立し、
連携させる

当社グループは、各事業が社会、クルマ、人の
暮らしの変化に適応し、市場競争力を高めるた
め、事業を横断する基盤整備に加え、業界の垣
根を超えた6つのネットワークを確立・連携させ
ます。クルマの整備やお客様ニーズなど、あら
ゆる情報を組み合わせることで、お客様に対し、
より最適な提案やこれまでにないサービスを実
現したいと考えています。同時に当社グループ
は、カー用品サービスを中心とした企業から、
カーライフ文化を創造する新たな経済圏に向
け6つのネットワークをつなぐプラットフォー
マーへの進化を目指しています。
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TOPIC

教えて ！ カーライフ相談室 第25回 カーライフの素朴なギモンに社員がお答えします!

クルマの大雨・台風対策
について教えてください

Q

安全走行はもちろん、車内を濡らさない
対策に加え、万一の備えもしておきましょう

近年、台風やゲリラ豪雨が猛威をふるい、多くの地域で甚大

な被害が発生しています。天気予報アプリや自治体のホーム

ページ等で防災情報を事前に収集することで、水害に遭わな

い行動をとることが重要です。とはいえ自然災害の危険は常

に存在しますので、いざというときのために脱出用ハンマーを

用意しておくと安心です。また、もしクルマのフロア面を超え

て浸水・冠水してしまったら、水が引いても自分でエンジンを

かけないようにしましょう。出火や爆発、感電の恐れがありま

す。まずは､JAFや自動車保険のロードサービス、自動車販売

店､あるいは近くのオートバックスにお問い合わせください。

一方で、大雨の際もクリアな視界を確保し安全に走行でき

るよう、窓ガラスの撥水コーティングやワイパーゴムの点検･

交換も大切です。車内用としては防水シートカバー、折り畳み

式や水抜き機能の優れた傘ホルダーなどが人気ですが、ほか

にも様々なお役立ちアイテムがありますので､お近くのオート

バックス店舗や公式ネットショップでご覧ください。

A マルチセーフティーハンマー 
PLUS BM2197 

税抜2,499円
窓ガラスを割るハンマーとシー
トベルトを切るカッターの機能
に加え、LEDライトとしても使
用可能。さらに、クルマのシガー
ソケットに挿せばモバイル充電
器として活用できます

ワイパーゴム
交換周期は半年に1回

ワイパーブレード
交換周期は1年に1回

撥水機能付き
ワイパー

ソフト99
ぬりぬりガラコ デカ丸 

税抜699円
従来品の２倍のどデカヘッドに
より、スピーディーかつスムーズ
にコーティング作業が可能

緊急セット
BAL1631 

税抜4,099円
バッテリー上がりの際に役立つ
ブースターケーブルや車両けん引
ロープなど、もしものときの安心
セットです

株主通信の発行回数について
これまで年4回発行して
いた株主通信を、今期から
年2回（6月末・11月末）の発
行に変更いたします。これ
まで株主通信は、株主様と
の対話のひとつとして、業績
報告以外にも旬な情報をお
伝えしてまいりました。
しかし、紙資源や輸送時のCO2排出量の削減といった
環境配慮の面、また、情報発信をタイムリーに行っていく
ため、発行回数を減らすとともに、昨年度にリニューアル
したコーポレートサイト（https://www.autobacs.co.jp/)
にて､今まで以上に多様な情報をお伝えできるようページ
の充実と発信を積極的に行っていきます。
今後も株主通信に対していただいたご意見等を改善に
つなげていきますので、株主の皆様におかれましては、ご
理解を賜りますようお願い申し上げます。

地域への支援活動報告
当社は、新型コロナウイ
ルス感染防止に向けた支援
活動として、衛生用品として
利用いただくための「ニトリ
ルグローブ」2万枚を、NGO 

AARJapan（難民を助ける
会）を通じて国内の福祉施
設等へ寄贈しました。
※ 本商品は食品衛生法・食品、添加
物等の各基準に適合しています。

そのほかに、大分県へマスク7万枚を寄贈、大阪市へ不
足する防護服の一時的な対応用として、雨具用のポンチョ
2千着を寄贈しました。

万一に備えて

雨でも車内を快適に

定期メンテナンス

防水シート
ボンフォーム ファインテックス 

4361-10 F-1 BK

税抜1,299円
愛車のシートにサッとかぶせ、雨や汚
れをはじきます。遊びざかりのお子様
を持つパパ・ママにもおすすめです

傘ホルダー
イーコアU-5カサホルダー

税抜299円
車内を濡らさない！2本の傘を収納
可能。底に水抜き機能付き。マジッ
クテープで取り付け簡単！

ガラス撥水コーティング

ワイパーゴム、ブレード交換

AQ緊急脱出用ハンマー
税抜1,699円

事故や水没で車内に閉じ込めら
れたときの脱出用ハンマーです。
クルマにひとつ持っていると安心
です！

オートバックスセブン
メンテナンス商品部　
高橋 敏治

私がお答えします！



植物油インキを使用
して印刷しています。

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

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

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月開催
基準日 定時株主総会・期末配当	 毎年3月31日

中間配当	 毎年9月30日
なお臨時に必要があるときは、あらかじめ公告いたします。

公告の方法 当社ホームページに掲載する。
（電子公告）	https://www.autobacs.co.jp
ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合は、
日本経済新聞に掲載して行う。

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

郵便物送付先 〒168-0063	東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

電話照会先 0120-782-031（フリーダイヤル）
インターネットホームページURL https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

（ご注意）	1.		株主様の住所変更、単元未満株の買取・買増し請求等につきましては、証券会社の口座
をご利用の株主様は、お取引の証券会社へご照会ください。証券会社の口座をご利用
でない株主様は、上記の株主名簿管理人までご連絡ください。

	 2.	未払配当金の支払いにつきましては、上記の株主名簿管理人にお問い合わせください。

株主メモ

抽選で50名様にプレゼント
JKM 2WAYラゲッジシート（色：オリーブドラブ）
シートの後ろに取り付けるだけでラゲッジスペースの汚れや傷から守ってくれる
ラゲッジシートを50名様にプレゼント。

応募締め切り： 2020年7月6日（月）（はがきの場合は当日消印有効）

❶はがきでご応募
応募方法

下記①～⑤を明記の上、下記宛先までご送付ください。
なお、当選者の発表は、商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当社株主通信に関するご意見・ご感想など
（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
「株主通信vol.71	プレゼント」係

❷WEBでご応募
▼下記よりアクセスしてください。
https://www.autobacs.co.jp/ja/ir/library/biz_report.html

オートバックス　株主通信 検索

①�｢株主通信」のページで「応募フォーム」
のボタンをクリック
②必要事項を記入の上送信


