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2012年4月1日から2013年3月31日まで

立地柄、私たちの店舗にはさまざまなお
客様がご来店になります。親身な接客接
遇と清潔感のある身だしなみにより、ど
のようなお客様にもご満足いただけるよ
う、店舗一丸となって取り組んでいます。

カーライフアドバイザー
佐藤　京介
スーパーオートバックス東京ベイ東雲

株主・投資家の皆様へ

2013年3月期の概況
　当期の国内オートバックスチェンの販売状況は以下のとおり

です。「カー用品販売」においては、エコカー補助金制度に合わ

せた車種別の販促施策が奏功し、タイヤ、ホイール、車内アクセ

サリー、洗車用品、スマートフォン関連商品などの売上が好調に

推移しました。また、全国的な寒波および関東地方の降雪により

増加した、スタッドレスタイヤやタイヤチェーンへの需要を取

り込むべく、各店舗で品揃えを充実させた結果、これらの売上が

増加しました。一方、前期のカーナビゲーションや車載用チュー

ナーの需要増からの反動減や、売れ筋価格帯の変化、さらに

カーディーラーなどとの価格競争による単価下落に伴う売上減

少により、カー用品全体の売上は減少する結果となりました。

　「車検・整備」では、電話やインターネット経由のお客様に対

し、車検コンタクトセンターにてご案内を開始するなど、拡販

に取り組んだ結果、車検実施台数が前年同期比7.1%増の約

57.3万台となりました。加えて、高度な板金技術を持つ板金集

中センターを3拠点開設したことにより、板金・塗装の売上が

増加しました。「車販売・買取」につきましては、前期の中古車

需要増の反動減があったものの、新車販売台数が好調に推移し

たことにより、総販売台数は前年同期比2.9%増の約18,400

台となりました。

　以上の結果、当期の連結売上高は前年同期比3.0%減少の

2,301億68百万円、営業利益は前年同期比7.1%減少の127

億45百万円となりました。また、米国における訴訟の和解成立

に基づき、北米事業からの撤退に伴う損失として見積もってい

た金額との差額1億9百万円を営業外収益として計上した一方、

投資有価証券売却損や法人税等負担率の増加などにより、当期

純利益は前年同期比9.7%減少の75億90百万円となりました。

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。既存店改革では、スーパーオートバックス19店舗で売

場改装を実施。新規出店につきましては、小型店舗を中心に出

店計画30店舗を達成しました。

　次期の見通しにつきましては、エコカー補助金制度終了に伴

う新車販売台数の反動減、カーナビゲーションの単価下落な

ど、厳しい環境が続くものと予想されます。当社グループは、売

場や販売体制の強化、国内店舖子会社の収益改善、新規出店に

よるシェア向上など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、1株当たり年間配当金

（分割前）を156円（前期比11円増）とし、4期連続の増配を実施

いたしました。

　株主・投資家の皆様には、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。

2013年6月

代表取締役　社長執行役員

2013年3月期の連結決算概要

売 上 高 2,302億円 前年同期比    3.0%
営 業 利 益 127億円 前年同期比    7.1%
当 期 純 利 益 76億円 前年同期比    9.7%
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Focus（フォーカス）

・30店舗の新規出店
・車検・整備・車販売の拡大
・Eコマースの拡大

1. 店舗収益向上策

2. 市場シェア向上策

3. 海外事業

営業利益　 160億円 
ROE　 7.0% 
DOE　 3.0%

・改装効果の低い店舗の改善
・スーパーオートバックスの改装
・店舗従業員の多能化に向けた教育、販売体制の強化

・ASEAN諸国を中心とした事業展開の模索

経営目標の実績と見通し 

経営目標

2013年3月期の成果と2014年3月期の取り組み

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

これらの取り組みを通じて、特に 国内店舗子会社の収益改善 に注力します

　中期経営計画に掲げた施策の効果が出ているものの、

想定以上に市場環境が変化したこと、また初年度に出店

計画の遅れなどがあったことにより、最終年度である今

期は経営目標全ての達成が難しい見込みです。しかしな

がら、当社グループは各施策の課題に粛々と取り組むこ

とで、将来の成長に向けた基盤の確立、および経営目標

に少しでも近い数字の達成を目指してまいります。
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・売場改装により中央ゴンドラ、総合メンテナンス商品 
 の売上が改善
・粗利改革により単体卸売粗利率が改善

・中国における実験継続。中国3号店目出店、1号店は 
 退店

・30店舗新規出店
・店舗のローコスト化
・板金集中センター

2013年3月期の成果 2014年3月期の取り組み

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。

株主優待券の発送日
● 3月31日現在の株主様 ……   6月下旬発送
● 9月30日現在の株主様 …… 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様を対象）
※12月上旬発送分より株主優待制度が変更となります

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様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。

抽選で30名様にプレゼント！

梅雨時の車内を快適にする「コンパクト カサケース」

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.43 プレゼント」係

応募締め切り

2013年7月31日（当日消印有効）

雨の日に車内が濡れることを防ぐコンパクト カサケースは、本体が伸縮する構造により、晴れの日
はコンパクトに収納できます。またシートサイドと背面に取り付け可能で置き場所にも困りませ
ん。溜まった雨水も先端の水受けキャップにより、簡単に捨てることができます。

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：0120-782-031

れの日
りませ



新規出店・個店力の強化を加速

2013年3月期第4四半期（1～3月）における新規出店実績

個店力強化の取り組みをご紹介
～オートバックス・御殿場店～

当社グループは、中期経営計画の達成に向けて、新規出店の加速および個店力の
強化に取り組むことにより、国内シェア、売上のさらなる拡大を目指しています。

特集

❶

❸

❹

❺

❷

店舗名 開店日 売場面積 ピット台数
 オートバックス南長崎 (長崎 ) 2013/1/31 451㎡（136坪） 4台
 オートバックス・志摩鵜方 (三重 ) 2013/2/28 413㎡（125坪） 5台
 オートバックス小林店 (宮崎 ) 2013/2/28 440㎡（133坪） 5台
 オートバックス行橋店 (福岡 ) 2013/3/15 460㎡（139坪） 6台
 オートバックス釧路星が浦 (北海道 ) 2013/3/28 531㎡（160坪） 6台

❶
❷
❸
❹
❺

当社グループは、「オートバックスブランドの認知度向

上」と「オートバックスファンの増加」を目指し、訪問

活動やポスティングを開始しています。中でも「オート

バックス・御殿場店」は、店舗スタッフが一丸となり質

の高い訪問活動を行った結果、競合店が点在する3km

圏内においてシェアを拡大し、好業績を上げています。

平日の日中1時間、
必ず1名が訪問活動
を行う体制を整備

スタッフ同士のロール
プレイングにより
対話力を向上

月次目標を達成すべく
実施者の報告書を
基に改善を推進

重点エリアを設定 人員体制を整備

訪問活動の
質を向上

目標・活動実績
を管理

オートバックス・御殿場店

経営母体 : ㈱ヒノデ
住所 : 静岡県御殿場市茱萸沢1249-2
売場面積 : 150坪
ピット台数 : 15台
従業員数 : 19名

※ 2013年3月末現在

認知度の低い新興
住宅街を重点的に
訪問

※　当社推計

訪
質

店舗から3km圏内のシェア※

14.7%

16.0%

競合他社店競合他社店

競合他社店

3km

訪問活動を
実施

御殿場

STTEPP 111 STTEPP 222

STTTEPP 333STTEPP 444

重

認知度の低い 日中1時間、
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心強い雨季対策グッズで
雨の日もドライブを楽しもう !

運転中の視界の悪さ、雨の汚れ、におい、車内のジメジメ感など雨季ならではの悩みが増える時期。

オートバックスでは、雨が降る前のお手入れから、雨が上がった後の洗車までトータルで皆様の運転

をストレスフリーにする簡単・快適・高性能グッズをご用意しています。

セイワ
コンパクトカサケース　W655
998円※

オートバックス
カージョキン　強力消臭　除菌・抗菌
980円※

ソフト99
ガラコウォッシャー パウチパック2L
780円※

オートバックス
デラピカ　窓用マイクロファイバー
クロス　CL17
598円※ 撥水効果が従来品の約4倍持続する強力

コーティング剤です。首振り三角ヘッドが
ガラス面に密着し、塗り残しの心配もあり
ません。対向車の水はねも弾き、激しい雨
でもクリアな視界を確保します。

マイクロファイバーの新素材が油膜やヤニ、
ミクロの汚れも取り除きます。拭き筋や、繊
維くずも残りにくく、乾きも素早いため、水
拭きだけでキレイに仕上がります。

伸縮構造により、使用しな
い時はコンパクトな収納
が可能です。シートサイド
や背面に取り付けができ
るため、濡れた傘を持ち込
んでも車内が汚れません。

ウォッシャーとワイパーを動
かすだけで簡単に強力撥水を
実現します。使用後は容器を
コンパクトに圧縮できるな
ど、地球環境保全に貢献する
容器となっています。

水を注いで車内に置くだ
けで、ミクロの煙が車内全
体の雑菌、カビ、ニオイの
悩みを解決します。特にエ
アコン特有のニオイに効
果があります。

シーシーアイ
アメットビー　4倍耐久
1,029円※

水拭きだけでミクロの汚れもスッキリ お手軽かつ持続効果4倍の撥水剤

雨の日でも車内を濡らさず
傘を収納

雨を弾いてクリアな視界を確保 置くだけで消臭から
除菌までこなす

※ オートバックス標準価格（税込）

詳しくはニュースリリース株主優待制度の変更に関するお知らせ
（2013年2月27日）をご参照ください。
http://www.autobacs.co.jp/ja/news/

株主優待制度を変更いたします
　今まで以上に株主優待をご利用いただきやすくするため、

値引券形式の株主優待券を贈呈する方式から、保有株式数に

応じて“お買い物ポイント”を贈呈する方式へ変更いたします。

2013年9月30日以降の株主名簿に記録される、1単元（100株）

以上を保有される株主様が対象となります。

株主優待の利用方法
　通常のオートバックスポイントアップカードと同様に1ポ

イント1円としてグループ各店舗にてご利用いただくことが

できる株主様向け優待カードをお送りします。基本的にポイ

ントアップカードと同様の扱いを予定しておりますが、詳細は

今後、株主通信やホームページにてお知らせしてまいります。
株主様

買増請求・買増代金

単元株

当社

¥

買増し請求の例 :当社の株式を60株ご所有の場合

40株

60株 40株+

※1　優待区分を新設
※2　変更前の区分を2段階に分割
※3　分割前の株式数

変更前 変更後

ー 100～299株※1
3,000ポイント
(3,000円分の
お買い物 )

100株
～

999株※3

優待券25枚
（7,500円分の
お値引き）

300～999株※2
7,500ポイント
(7,500円分の
お買い物 )

1,000～2,999株※2
10,000ポイント
(10,000円分の
お買い物 )

1,000株以上※3
優待券50枚
（15,000円分
のお値引き）

3,000株以上
15,000ポイント
(15,000円分の
お買い物 )

IR・広報部からのお知らせ

株主優待の贈呈区分

定款一部変更のお知らせ
　2013年6月25日開催の第66期定時株主総会において、「定

款一部変更の件」をご承認いただいたことに伴い、次のような

制度変更を行いましたのでご案内いたします。

株主メモ
事業年度 毎年4月1日から3月31日まで
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
株主名簿管理人および
特別口座管理機関

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）
（郵便物送付先） 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
公告の方法 電子公告

ただし、事故その他やむ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います。

（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。

1.　 単元未満株式を保有する株主様は、新たに「買増し」（ご所有の単
元未満株式を1単元（100株）の株式にするために必要な数の株式
を買増すこと）を当社にご請求いただくことができるようになり
ました。

2.　 法定公告を行う際には、当社のコーポレートサイト（http://www.
autobacs.co.jp）において、法定公告の内容を掲示することとい
たしました。

100株
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Focus（フォーカス）

・30店舗の新規出店
・車検・整備・車販売の拡大
・Eコマースの拡大

1. 店舗収益向上策

2. 市場シェア向上策

3. 海外事業

営業利益　 160億円 
ROE　 7.0% 
DOE　 3.0%

・改装効果の低い店舗の改善
・スーパーオートバックスの改装
・店舗従業員の多能化に向けた教育、販売体制の強化

・ASEAN諸国を中心とした事業展開の模索

経営目標の実績と見通し 

経営目標

2013年3月期の成果と2014年3月期の取り組み

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

これらの取り組みを通じて、特に 国内店舗子会社の収益改善 に注力します

　中期経営計画に掲げた施策の効果が出ているものの、

想定以上に市場環境が変化したこと、また初年度に出店

計画の遅れなどがあったことにより、最終年度である今

期は経営目標全ての達成が難しい見込みです。しかしな

がら、当社グループは各施策の課題に粛々と取り組むこ

とで、将来の成長に向けた基盤の確立、および経営目標

に少しでも近い数字の達成を目指してまいります。
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・売場改装により中央ゴンドラ、総合メンテナンス商品 
 の売上が改善
・粗利改革により単体卸売粗利率が改善

・中国における実験継続。中国3号店目出店、1号店は 
 退店

・30店舗新規出店
・店舗のローコスト化
・板金集中センター

2013年3月期の成果 2014年3月期の取り組み

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。

株主優待券の発送日
● 3月31日現在の株主様 ……   6月下旬発送
● 9月30日現在の株主様 …… 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様を対象）
※12月上旬発送分より株主優待制度が変更となります

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様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。

抽選で30名様にプレゼント！

梅雨時の車内を快適にする「コンパクト カサケース」

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.43 プレゼント」係

応募締め切り

2013年7月31日（当日消印有効）

雨の日に車内が濡れることを防ぐコンパクト カサケースは、本体が伸縮する構造により、晴れの日
はコンパクトに収納できます。またシートサイドと背面に取り付け可能で置き場所にも困りませ
ん。溜まった雨水も先端の水受けキャップにより、簡単に捨てることができます。

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：0120-782-031

れの日
りませ


