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初冬の候、株主の皆様にはますますご健勝のほどお喜び

申し上げます。

日頃より、株主としてご支援を賜り、またお客様としてオー

トバックスグループ店舗をご利用いただき、誠にありがとう

ございます。

2010年3月期第2四半期のご報告として、「オートバックス通

信Vol.29」をお届けします。

2010年第2四半期の概況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済

対策の効果などにより、一部持ち直しの動きがみられたもの

の、企業収益や雇用・所得環境の悪化などに伴う先行き不

安から、個人消費の冷え込みが続き、厳しい状況が続きま

した。

自動車関連消費におきましては、環境対応車の購入を対

象とした減税・補助金制度の効果により、対象車種の売れ

行きは伸びたものの、自動車販売全体としては低調に推移

いたしました。しかしながら、高速道路一部料金引き下げと

ETC車載器購入助成制度の導入によりETC車載器の需要

が大きく伸びるとともに、レジャーでマイカーを利用する機会

が増加したことや車齢の長期化が進んでいることから、消耗

品やメンテナンス関連商品などの需要が強まりました。

このような事業環境を反映して、日本国内のフランチャイズ

加盟店舗を含むオートバックスチェンにおける「カー用品販売」

は、需要の高いETC車載器の商材確保とスムーズな販売体

制の整備、長距離ドライブ関連商品の拡販、プライベートブラ

ンド・専売商品数の拡大などに努めた結果、ETC車載器、

カーナビゲーション、オイル、洗車関連用品などの売上が好調

TOPメッセージ



2

に推移いたしました。「車検・整備」は、車検のニーズ拡大を

好機と捉え、ポイントカード会員向けの電話による勧誘を実施

したことなどにより、車検実施台数は前年同期比15.4％増加

の約20万7千台となりました。これらの結果、主要業態である

オートバックス、スーパーオートバックス、オートハローズにおける

「カー用品販売」と「車検・整備」を合わせた売上高の前年同

期比は全店で3.9％、既存店で3.1％増加いたしました。

「車販売・買取」では、当連結会計年度から当事業の加

盟店を絞り込んだことにより販売台数は減少したものの、各

店舗での販売訓練などオートバックスチェンの成功モデルの

確立に努めており、店舗あたりの販売台数は増加しておりま

す。当第2四半期連結累計期間における当社への販売を含

むフランチャイズ加盟店舗の販売台数は、前年同期比26.2％

減少の8,222台となりました。

その他連結決算の詳細につきましては、3ページ以降の

決算特集をご覧ください。

年間配当予想を120円に増配
当社は、中期経営計画において配当指標として定めた

「2011年3月期の連結自己資本配当率（DOE）3％」を目指し、

安定的かつ継続的な配当による株主の皆様への利益還元

を経営の最重要課題の一つと位置付けております。

従来、2010年3月期の配当としては、年間1株当たり100円

を予想しておりましたが、上記の配当方針に基づき、第2四

半期決算（中間期）の実績及び通期業績予想の上方修正を

勘案し、第2四半期末を基準日とする配当（中間配当）につ

いては、1株当たり60円とし、2010年3月期の期末配当予想

についても、1株当たり60円に修正させていただきました。

これにより、年間配当額は、1株当たり120円を予定しており

ます。

通期の見通し
通期の売上高につきましては、第2四半期累計期間の結

果に加え、下期も国内市場環境は依然として厳しさが続くと

見込まれるものの、積極的な販売施策を実施することにより、

当初の予想どおりに推移するものと見込まれることから、通

期では期初予想を上回る見込みであります。営業利益、経

常利益につきましても、下期は期初の予想どおりを見込むも

のの、上期は売上原価や販売費及び一般管理費の低減に

より期初予想を上回ったことから、通期の業績予想は、前回

予想よりも連結売上高で20億円増加の2,313億円、営業利益

は7億円増加の97億円、経常利益は9億円増加の109億円、

当期純利益については据え置きとさせていただきました。

今後も当社グループは「クルマのことならオートバックス」と

いうスローガンのもと、お客様満足の向上、店舗収益力の強

化、継続的なコスト効率の追求により、ステークホルダーの

皆様からの支持・信頼の獲得に努めてまいります。株主の

皆様には今後ともご支援を賜りたくお願い申し上げます。

2009年11月

代表取締役　社長執行役員　



特　　集

2010年3月期 第2四半期決算
当第2四半期連結累計期間は中期経営計画の改革効果が表れ始め、前年同期に比べ、減収ではありますが、
増益となりました。

連結損益計算書及び財務指標 単位：百万円

第62期第2四半期 第63期第2四半期
自2008年4月 1 日 自2009年4月 1 日 増減
至2008年9月30日 至2009年9月30日

売上高 129,299 114,546 △14,752
卸売部門 70,071 64,829 △5,241
小売部門 57,257 47,863 △9,393
その他 1,970 1,853 △116
売上原価 89,708 78,202 △11,506

売上総利益 39,590 36,344 △3,246
売上総利益率（%） 30.6 31.7 1.1
販売費及び一般管理費 39,174 31,652 △7,522

営業利益 415 4,692 4,276
営業外収益 4,059 2,516 △1,543
営業外費用 3,050 1,651 △1,399

経常利益 1,423 5,556 4,133
特別利益 5,206 3,897 △1,308
特別損失 1,453 4,482 3,028

税金等調整前四半期純利益 5,176 4,972 △204
法人税等合計 3,491 2,220 △1,271
少数株主損失（△）・利益 △6 60 67

四半期純利益 1,692 2,692 1,000

自己資本当期純利益率（ROE） 1.0% 1.8%
純資産当期純利益率（ROA） 0.7% 1.2%
自己資本比率 71.0% 72.3%
1株当たり四半期純利益 44円75銭 73円60銭
1株当たり配当金 50.00円 60.00円

（ ）（ ）
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売上高 148億円減少
卸売部門：•ETC車載器、オイルなどが好調だったものの、景気低迷などの影響を受け、ホイールやカー

スポーツ用品などの売上が減少
•タイヤにおいて前年同期の値上げ前の駆け込み需要に対する反動とPB商品などの構成比
上昇に伴う単価下落などにより売上が減少

•中期経営計画の施策実施に伴い、フランチャイズ事業の譲渡を行った二輪用品売上や燃料
卸売子会社の合弁解消に伴う燃料の売上や、取り扱い店舗の絞り込みを行った自動車販売
売上が減少

小売部門：•国内の店舗子会社においてETC車載器などのカー用品と車検の売上が好調に推移

•海外子会社においては、フランスにおける景気低迷、中国における店舗網縮小及び為替変
動の影響などにより売上が減少

•中期経営計画の施策実施による米国事業からの撤退、台湾子会社の株式譲渡、二輪用品販
売店舗の売却及び株式会社カーズ札幌の清算に伴い売上減少

売上総利益 32億円減少するも売上総利益率は1.1ポイント上昇
事業の整理などによる売上高の減少に伴い減少したものの、国内において商品の絞り込みなど売上原価
低減の取り組み強化、ETC車載器やその取り付け工賃の売上比率の上昇、売上総利益率の低い事業か
らの撤退などにより、売上総利益率は前年同期の30.6％から31.7％に上昇

販売費及び一般管理費 75億円減少
海外子会社などの事業の整理に伴う減少に加え、ITシステム関連費用や広告宣伝費などを削減

主な増減項目とその要因
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特別損失 30億円増加
AUTOBACS STRAUSS INC.の非連結化に伴い、同社に対する貸倒引当金繰入額を計上したこと
及び株式会社多摩ドライビングスクールと株式会社西武自動車学校の固定資産減損損失などを計上



連結貸借対照表
第62期末 第63期第2四半期 増減

（2009年3月31日現在）（2009年9月30日現在）

（資産の部）
流動資産 136,968 130,253 △6,715
固定資産 87,199 77,698 △9,501
有形固定資産 40,992 37,561 △3,431
無形固定資産 10,830 7,958 △2,871
投資その他の資産 35,376 32,178 △3,197

資産合計 224,168 207,951 △16,216

連結貸借対照表 単位：百万円

第62期末 第63期第2四半期 増減
（2009年3月31日現在）（2009年9月30日現在）

（負債の部）
流動負債 44,842 36,402 △8,439
固定負債 23,847 20,466 △3,380
負債合計 68,689 56,869 △11,820
（純資産の部）
株主資本 154,807 150,254 △4,553
評価・換算差額等 △44 78 122
少数株主持分 715 749 34
純資産合計 155,478 151,082 △4,396
負債・純資産合計 224,168 207,951 △16,216

連結貸借対照表の総括
当社は中期経営計画において、資産効率の向上を目標の一つに掲げています。
当第2四半期連結累計期間においても、財務安定性を維持しつつ、非コア資産の売却などを進めるとともに、自社株買い

の実施、配当金の支払いを行いました。この結果、総資産を162億円圧縮しました。

資産の部

棚卸資産の減少 ............................................△27億円
主にAUTOBACS STRAUSS INC.が連結除外と
なったことによるものです

土地 ..............................................................△19億円

主に自動車学校や退店した店舗の土地を売却したこ
とによるものです

有価証券・投資有価証券 ................................△47億円
主にコマーシャルペーパーや債券などの償還による
ものです

負債・純資産の部

買掛金の減少..................................................△26億円

長期借入金の減少...........................................△12億円

株主資本の減少

配当金の支払い...........................................△19億円

自社株買い..................................................△54億円
（金庫株の消却 .............................................+80億円）
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連結キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円

第62期第2四半期 第63期第2四半期
自2008年4月 1 日 自2009年4月 1 日 増減
至2008年9月30日 至2009年9月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,174 8,495 10,669

投資活動によるキャッシュ・フロー 487 △4,007 △4,494

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,031 △9,142 △3,110

現金及び現金同等物に係る換算差額 47 △28 △76

現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △7,671 △4,683 2,988

現金及び現金同等物の期首残高 49,637 51,748 2,111

現金及び現金同等物の四半期末残高 41,966 47,065 5,099

（ ） （ ）

営業活動によるキャッシュ・フロー

本業における資金の創出を示す
営業活動によるキャッシュ・フロー
は、主に、減少項目として、仕入債務
の減少22億65百万円があった一方
で、税金等調整前四半期純利益49
億72百万円及び売上債権の減少27
億25百万円等があり、84億95百万
円の資金の獲得となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金調達、配当、自社株買いなど
の結果を示す財務活動による
キャッシュ・フローは、主に自己株式
の取得による支出53億71百万円及
び長期借入金の返済による支出20
億8百万円、配当金の支払額18億
71百万円などがあり、91億42百万
円の資金の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー

設備投資や資金運用の結果を示
す投資活動によるキャッシュ・フロー
は、主に有価証券の取得による支出
19億96百万円及び有形及び無形固
定資産の取得による支出10億31百
万円等があり、40億7百万円の資金
の支出となりました。

連結キャッシュ・フローの総括
当第2四半期末の現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べて46億83百万円の減少となりました。中期経営計画

の施策実行により営業活動によるキャッシュ・フローが大幅に増加した一方、投資活動や、自社株買いと配当金の支払いなど
株主還元を積極的に行ったことによるものです。
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オートバックスグループオリジナルブランド AUTOBACS PROシリーズより
「セイフティープロハンマー」「ポテホルダー」を新発売

事故やゲリラ豪雨の備えに、緊急脱出時でも扱いや
すい軽量型の緊急脱出用のハンマーを7月に発売しま
した。車外への脱出が困難になった際にドアガラスを
割ったり、シートベルトの切断をスムーズかつ迅速に行
うなど、いち早く車外に脱出するためのものです。
また、9月には、今まで置き場所に困っていたファー

ストフードのフライドポテトを置く「ポテホルダー」を発売し
ました。取り付けはドリンクホルダーに差し込むだけ。
ポテト以外にお菓子や小物入れとしても利用できます。

オートバックス コーポレートメッセージロゴ制定

近年、当社グループ店舗においては、カー用品の販
売・取付に加え、車検・整備や車販売・買取に取り組んで
おり、「クルマに関わる全てのことをお任せいただける」
店舗を目指しています。それを、お客様をはじめ、多く
の方々にお伝えするために「クルマのことならオート
バックス」をコーポレートメッセージとしてこのたび、ロ
ゴを制定しました。今後は、テレビCMやチラシをはじ
めとした各種販促物等に使用していきます。

セイフティープロハンマー ポテホルダー

ニューストピックス
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このページの詳細、及びその他ニュースはこちらに掲載しております。
http://www.autobacs.co.jp/ja/news/index.php

M-1グランプリ2009へ特別協賛
本年で9度目の特別協賛

2009年8月下旬から12月下旬にかけて開催され
る「M-1グランプリ2009」に本年度も特別協賛いた
します。今年度は8月
29日の大阪を皮切り
に、札幌、仙台、東京、
名古屋、大阪、広島、
福岡の地方会場で1回
戦を開催、その後、2回
戦、3回戦、準決勝、そ
して年末の決勝戦まで
熱い戦いが全国各地
で繰り広げられます。

「次期店舗モデル構築プロジェクト」設置

中期経営計画において掲げた「オートバックスFC
事業の強化」を図るための最重要課題として位置付
けている「店舗収益力の向上」を実現するため、品揃
え、サービスの充実や買い物のしやすさなどのお客
様の満足度向上を追及した店舗売場へと改革するべ
く、次期店舗モデル構築プロジェクトを立ち上げま
した。是非、今後の店舗売場にご注目ください。

『車検200万台突破
サンクスキャンペーン』実施

2009年4月からのキャンペーンに引き続き、2009
年10月～2010年3月末の6ヵ月間、『車検200万台突
破サンクスキャンペーン』を全国のオートバックス、
スーパーオートバックス、オートハローズ店舗にて実施
します。期間中に対象店舗にて車検を実施していた
だいたオートバックス会員のお客様の中から、毎月抽
選で200名様に、当社イメージキャラクターの相武紗
季さんの写真とサインを印刷した3,000円分のオリジ
ナルQUOカードをプレゼントいたします。
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知らなきゃ損！

オートバックス
お役立ちピットメニュー紹介

ヘッドライト
ポリッシュ
ヘッドライトは、表面が樹脂でコーティングされて

おり、新車時から時間が経つにつれて樹脂が劣化
し、ヘッドライトの表面は徐々に黄ばんでいきます。

黄ばみが強くなると、見栄えが悪いばかりかラ
イト本来の明るさが失われ、夜間の運転には危険
なこともあります。
皆様のおクルマにもそんな症状はありませんか？
そこでおすすめのピットメニューがヘッドライトポ

リッシュです。

ヘッドライトポリッシュは特殊な溶剤と器具を

使い、ヘッドライト表面の劣化した樹脂を洗浄し、

ライトカバー本来の透明度を復活させます。



10

※一部作業ができない車種がございます。詳しくは最
寄りのオートバックス、スーパーオートバックス、
オートハローズ店舗にお問い合わせください。

ワンコインピットメニュー紹介

ドアノブ周りの小キズ取り
皆様のおクルマにもドアノブ周りに小さな引っ

かき傷がありませんか？

500円でピットサービスを受けることができる

ワンコインピットメニューの一つにそんなお悩み

を解決できるメニューがあります。

洗車だけでは落とせないドアノブ周りの小傷

を特殊溶剤でコーティングすることにより目立

たなく、微小な傷がつきにくい状態にします。

左右2ヵ所で500円、作業時間も5分から10分

と非常に速いので、ヘッドライトポリッシュなどの

ピットメニューを依頼される際に、一緒に作業を

依頼されることをおすすめします。

日照時間が短いこの季節におすすめのピット

メニューです。

夜間の安全な視界確保のためにも、3ヵ月から

半年ごとの定期的なヘッドライトポリッシュの施工

をおすすめします。

価格：3,000円前後

Before After
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子供編

このコーナーでは、近年登場したカー用品の中でも特に人気がある商

品の特徴などをご紹介します。今後のお買い物の際に是非お役立てく

ださい。今回は、休日の高速料金の大幅割引きにより、機会が多く

なったロングドライブでのお困りを解決する商品を調査します。

トイレがガマンできない！

渋滞でサービスエリアまでガマンで
きない。サービスエリアも行列が!!

ポテトの置き場がない！

ロングドライブとなるとランチを車
内でとったり、お菓子を食べたり、
こぼしたり散らかしがちです。

退屈だ！

小さな不満がたまって親も子もイラ
イラするばかり。

★ケンユー
携帯ミニトイレ
プルプル３P

（オートバックス標準価格
498円）

尿を素早く固め、臭い
を包む。小さく折りた
ためるので、携帯する
のに便利。

★ケンユー
携帯トイレミニマルちゃん

（オートバックス標準価格 567円）

立体型の簡易トイレだから、お子様でも使
いやすいすぐれもの。

★オートバックス
ポテホルダーPH-01

（オートバックス標準価格 480円）

ファーストフード店などで販売
されているフライドポテトを車
の中で置く場所として「ポテホル
ダー」が新登場。取り付けはドリ
ンクホルダーに差し込むだけ。
またポテト以外でもお菓子や小
物を入れることもできます。

★星光産業
リアトレイプラスEB97

（ブラック）
（2010年2月28日までの

特別価格 480円）

お菓子や飲み物など、
ちょっとしたものが置ける
トレイです。

★アルパイン
8.5型ワイド リアモニター PKG-M850A

※テレビチューナー・取り付け費は含まれてお
りません。
（2010年2月28日までの特別価格 27,800円）

★大橋産業
BAL1775 AC/DC インバーター23W
（2010年2月28日までの特別価格 1,680円）

家庭用電気機器（交流）を自動車用電源（直流）
で利用するための装置。USB端子付きで使い
やすい、便利なセパレートインバーター。これ
があれば、車内で電気機器が使えます。
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運転編 安全編

座りっぱなしで腰が痛い！

体の部位に合わせた専用のクッションがあれば体の負
担を軽減して快適ドライブ。

運転中の電話！

今や携帯電話は必需品。とはいえ、携帯電話を持って運
転すると違反行為です。あらかじめハンズフリーキット
などを用意しておきましょう。

外は雪。窓がくもって見えない！

冬は車内と外気の温度差が大きくなるため窓がくもって
視界を妨げます。

トラブル発生！

イザというとき安心です。

★オートバックス
ランバーサポートクッション（ブラック）
（オートバックス標準価格 2,980円）

座面と背もたれの間に置くことで腰に対す
る負担を軽減できます。

★KAJI

EXGELバックスエイド2（腰用）
（オートバックス標準価格 4,980円）

EXGELヒップエイド2（お尻用）
（オートバックス標準価格 5,980円）

医療福祉分野からモータースポーツにまで
使われる新素材、エクスジェルを使ったクッ
ション。圧力が分散され疲労を軽減。

★ミラリード
アンプ付きアルミトップイヤホンマイク
（2010年2月28日までの特別価格 1,290円）

パワーアンプ内蔵で相手の声が大きく聞
こえます。

★セイワ
リールチャージ

（2010年2月28日までの特別価格 780円）

シガーソケットから携帯電話を充電できる
ので、緊急時にもすぐ電話を使えます。

★ソフト99

窓フクピカ くもり止め強化タイプ
（10枚入）

（オートバックス標準価格 304円）

窓ガラスだけでなくダッシュボードの
汚れ取りにも。

★タイホーコーザイ
クリンビューEX 170ｍl

（2010年2月28日までの特別価格 298円）

クルマのくもり取りの定番。

★マルハマ
ドライブレコーダー DR-850RV

（2010年2月28日までの特別価格 14,800円）

事故は予期しないときにやってきます。その
ため事故直後はパニックに。そんなときにこ
そドライブレコーダーの記録が役立ちます。
事故状況も一目瞭然。

★水戸工業
三角停止板 シグナルエースRE450
（オートバックス標準価格 1,134円）

トランクに積んでおけば二次災害の危険
を回避できます。

バックスエイド

ヒップエイド
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会社情報 2009年10月1日現在

商　号

株式会社オートバックスセブン

（AUTOBACS SEVEN CO., LTD.）

創　業

1947年2月

資本金

339億9千8百万円

主な事業内容

当社は、各種自動車用品部品の委託製作、

販売、輸出入を主要事業として、小売総合

専門店を直営店とフランチャイズ店で並

行して国内外にチェン展開しております。

主要な事業所

本社 （東京都江東区）

北日本エリア事業部 （宮城県仙台市）

関東エリア事業部 （千葉県市川市）

中部エリア事業部 （愛知県名古屋市）

関西エリア事業部 （大阪府吹田市）

南日本エリア事業部 （福岡県福岡市）

オートバックスグループ国内店舗数
（2009年10月1日現在）

オートバックス 399店舗

スーパーオートバックス 76店舗

オートハローズ 8店舗　　

走り屋天国セコハン市場 28店舗

オートバックスエクスプレス 6店舗

役員一覧

取締役

代表取締役

湧田　節夫

取締役

経森　康弘

井手　秀博

中田　康雄※1

宮内　英樹※1

森本　弘徳

田村　達也※1

服部　範雄※1

松村　晃行

監査役

野上　明 常勤監査役

森野　孝太郎※2 常勤監査役

住野　泰士 常勤監査役

田邊　健介※2 監査役

池永　朝昭※2 監査役

※1 会社法第2条第15号に定める社外取締役
※2 会社法第2条第16号に定める社外監査役

執行役員

湧田　節夫 社長執行役員　チェン本部長

経森　康弘 副社長執行役員　システム・総務統括
兼 海外事業統括 兼 車販売事業統括

井手　秀博 常務執行役員　経理・財務統括 兼 経理・財務担当

森本　弘徳 常務執行役員　チェン戦略統括 兼 チェン戦略担当
兼 チェン企画室長

松村　晃行 上席執行役員　関東エリア事業部長

住野　耕三 上席執行役員　商品統括

上西園　英司 上席執行役員　人事・総務担当

伊藤　浩明 執行役員　北日本エリア事業部長

戸出　譲 執行役員　中部エリア事業部長

小林　喜夫巳 執行役員　関西エリア事業部長

加藤　哲也 執行役員　南日本エリア事業部長

藤原　伸一 執行役員　次期店舗モデル構築プロジェクト担当

熊倉　栄一 執行役員　カー用品事業担当

角倉　正親 執行役員　車検整備事業担当

榧　宏介 執行役員　C＠RS事業担当

江本　吉弘 執行役員　海外事業担当

小平　智志 執行役員　内部統制担当

吉山　弘樹 執行役員　経営企画担当 兼 経営企画室長

平田　功 執行役員　情報システム担当
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株式情報 2009年9月30日現在

発行する株式の総数 109,402,300株
発行済株式の総数 37,454,204株
株主数 11,767名
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 毎年3月31日

期末配当金 毎年3月31日
中間配当金 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。

単元株式数 100株
公告掲載新聞 日本経済新聞
上場金融商品取引所 東京証券取引所、大阪証券取引所
証券コード 9832
株主名簿管理人 大阪市中央区北浜四丁目5番33号

住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 東京都中央区八重洲二丁目3番1号

住友信託銀行株式会社　証券代行部
郵便物送付先 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10

住友信託銀行株式会社　証券代行部
電話照会先 0120-176-417
インターネット ホームページURL

http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/
service/daiko/index.html

大株主一覧 いちごアセットトラスト
有限会社スミノホールディングス
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
財団法人在宅医療助成勇美記念財団
シルチェスター インターナショナル インベスターズ
インターナショナル バリュー エクイティトラスト
株式会社スミショウホールディングス
ノーザントラスト カンパニー（エイブイエフシー）
サブ アカウント アメリカン クライアント
ノーザントラスト カンパニー（エイブイエフシー）
リユーエス タックス イグザンプト ペンション ファンド
有限会社ケイアンドワイスミノ

注）1. 当社は自己株式1,600千株（所有割合4.27%）を保有していますが、当該自己株式は議決
権の行使が制限されているため、上記の大株主から除いています（2009年9月30日現在）。

2. 上記以外の名義書換のなされていない株主については、有価証券報告書をご覧ください。

住所変更の手続きについて
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及びご照

会は、口座のある証券会社宛てにお願いいたします。証券会社に口座を開設さ
れていない株主様は、左記の電話照会先にご連絡ください。
特別口座について
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていな

かった株主様には、株主名簿管理人である左記の住友信託銀行株式会社に口座
（特別口座といいます。）を開設しております。特別口座についてのご照会及び
住所変更等のお届出は、左記の電話照会先にお願いいたします。
株主優待制度について
『オートバックス』、『スーパーオートバックス』などで、1,000円（消費税込み）
のお買い上げ毎に1枚ご利用いただける株主優待券（300円値引）を、3月末日
（6月発送）と9月末日（12月発送）の年2回、株主名簿に記載されている、単元
株式数以上を所有する株主の皆さまにお送りしています。
〔ご参考〕
1.配布枚数（半期毎）：所有株式数 100株～999株 ご優待券25枚（1冊）

1,000株～ ご優待券50枚（2冊）
2.ご優待券は商品券・他の値引（買物券、クーポン券、値引券等）を併用の場合、
値引き後の金額に対してご利用いただけます。

3.ご優待券は日本国内のオートバックス、スーパーオートバックス、オートバック
ス走り屋天国セコハン市場、オートバックスエクスプレス、オートハローズ及び
テクノキューブの全店舗でご利用いただけます。ただし、オートバックスC
＠RS、海外店舗ではご利用いただけません。

4.ご優待券は燃料、車両、廃タイヤ処分料、保険、税金、飲食、タバコなどには
ご利用いただけません。
※車検につきましては、重量税、印紙代、自賠責保険料、リサイクル料にはご
利用いただけません。車検基本料、検査手続き代行料、完成検査料、その
他整備工賃、部品代にはご利用いただけます（手続き費用は、一部店舗に
よって名称が異なります）。

5．ご優待券の複製・改変・転売は禁止させていただきます。
※ 2009年12月送付分より追加しております。

所有者別状況 （2009年9月30日現在）

株価推移 （大阪証券取引所）

金融機関 0.43政府・地方公共団体
0.01

自己名義株式
4.27

金融機関
23.59

政府・地方公共団体
0.01

証券会社
0.46

その他の法人
27.95

個人・その他
10.73

外国法人など
32.99

証券会社
0.25

その他の法人
2.64

自己名義株式
0.01

個人・その他 
95.15

外国法人など
1.51
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賑やかで、カラフルな
四季折々のシーンを
舞台に、人やクルマ、
動物が暮らす街の中
にオートバックスの
店舗がある、オート
バックスオリジナル
カレンダーです。

株主の皆様への感謝を込めて
2010年のカレンダーをプレゼントします！

•IR情報に関するお問い合わせ先
経営企画室　広報IRグループ
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
住友信託銀行株式会社　証券代行部
電話照会先 0120-176-417

※詳細は14ページをご確認ください。

お問い合わせ先

この株主通信は、適切に管理された森林を使用したFSC認証紙に、大豆油インキで印刷しています。

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

Cert no. SGS-COC-003692

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。
（ご応募いただいた方の個人情報を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。）
①氏名 ②郵便番号／住所 ③電話番号 ④年齢 ⑤今後オートバックス
通信で取り上げて欲しいテーマなど

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 広報IRグループ
「オートバックス通信vol.29 カレンダープレゼント」係

応募締め切り

2009年12月18日（当日消印有効）

ご応募いただいた方の中から抽選で100名様に
2010年度版オートバックスオリジナルカレンダー
をプレゼントいたします。


