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2012年10月1日から2012年12月31日まで

お客様に安心と満足をお届けするため、
車をより便利・快適・安全に、そして楽
しく利用していただける最適な商品の
提供を常に心掛けています。

カーライフアドバイザー　
田中　久美子
スーパーオートバックス43道意店

2013年3月期 第3四半期（累計）の概況
　当第3四半期累計期間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販促施策が奏功し、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、各店舗でスタッドレスタイヤやホ

イールの品揃えを充実させた結果、関東以北を中心とした寒

波・降雪の後押しもあり、売上が増加しました。しかしなが

ら、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、さらにカーディーラーとの価格競争による単

価下落に伴う売上減少の影響が大きく、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、2012年4月に本格稼働した車検コン

タクトセンターによる電話やインターネット経由のお客様へ

の積極的なご案内により、車検実施台数が増加しました。加

えて、板金集中センターを3拠点に拡充したことにより、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もあり、総販売台数は微

増となりました。

　当社グループの当第3四半期累計期間の連結売上高は前年

同期比2.6%減少の1,828億73百万円、売上総利益率は仕入

改革の効果などにより改善したものの、販売費及び一般管理

費において昨年度震災の影響で自粛していた広告宣伝を前年

並みに実施したことなどにより営業利益は前年同期比

12.6%減少の113億24百万円、四半期純利益は前年同期比

19.5%減少の66億39百万円となりました。

中期経営計画の進捗状況
　当社グループは、各店舗周辺のお客様から「クルマのこと

ならオートバックス」と支持・信頼される店舗づくりを目指

しており、そのためには「オートバックス2010 中期経営計

画」を着実に進めることが重要となります。

　既存店改革では、売場改装後の店舗間におけるばらつきの

是正、接遇研修および店舗マネジメント層への教育などに取

り組んだ結果、来店客数やオートバックス会員数において改

善効果が現れています。また、スーパーオートバックスの売

場改装は当第3四半期末までに9店舗実施し、来期末までに

全店の改装を予定しています。一方、新規出店につきまして

は、年間30店舗の出店計画に対して25店舗を出店しました。

マルチチャネル化・サービス業態の開発では、“楽天市場”

への出店、タブレット端末の導入など、お客様の利便性向上

に注力しています。

　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2月

代表取締役　社長執行役員

売 上 高 1,829億円 前年同期比    2.6%
営 業 利 益 113億円 前年同期比  12.6%
四半期純利益 66億円 前年同期比  19.5%

株主・投資家の皆様へ

2013年3月期 第3四半期（累計）の連結決算概要
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Focus（フォーカス）

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）

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！

車内清掃にはローラークリーナー＆ウェットシート

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.42 プレゼント」係

応募締め切り

2013年3月22日（当日消印有効）

小型の粘着シート式ローラークリーナーは、座席シートの曲面や隙間などに付着したホコリや
髪の毛、ペットの毛などを取るときに最適です。また、ウェットシートは車のボディやダッシュ
ボードなど、外装や内装を問わず汚れが気になったときにサッとご使用いただけます。

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

オートバックス楽天市場店オープン
　近年、インターネットを通じてカー用品を購入される
方が増えています。当社グループは、多くのお客様に充
実したカーライフを楽しんでいただきたいという思い
から、従来取り組んでいるインターネットショッピング
サイト“AUTOBACS.COM”に加え、2012年8月に楽
天株式会社が運営するインターネットショッピング
モール“楽天市場”へ「オートバックス楽天市場店」をオー
プンしました。サイト内では、インターネットサイトな
らではのお買い得な商品はもちろんのこと、クルマのメ
ンテナンスに欠かせない情報を記載することに

より、クルマに詳しくない方の利便性を高めるなど、お
客様に最適な商品をご提案できるよう努めています。
　「オートバックス楽天市場店」では、カーナビゲー
ションをはじめ、ワイパーやエアコンフィルターなど
のメンテナンス用品、マフラーやスポーツシート、その
他車内用品、ARTAグッズなど7,000アイテムを超え
る商品を取り揃えております。今後は、タイヤ・ホイー
ルなどの取扱アイテム数をさらに増やしていくことに
より、商品ラインナップの充実を図ってまいります。

http://www.rakuten.ne.jp/gold/autobacs/

オートバックス楽天市場店における
カーナビなど取付作業が必要な
商品購入後の流れ

1 商品の購入

2 近隣のオートバックス店舗へ
取付作業の予約電話

3 商品に同梱されている
【お買上明細書】を持って店舗へ

4 通常工賃で取り付けを完了



新規出店・個店力の強化を推進
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。

「オートバックス府中」店舗は、店長をはじめ全スタッフが

タイヤ販売社内コンテスト（対象期間：11/1～12/31）の第1

位に向け日々努力した結果、東京地区グループ第1位を果た

すとともに、好業績を上げています。また同店は、環境配慮

型の実験店舗として位置付けられており、太陽光発電システ

ム、屋上緑化、一部LED照明を導入するなど、従来店舗の年

間消費電力量に対して約30%の削減を目指しています。

個店力強化の取り組みをご紹介～オートバックス府中～

オートバックス府中 

（2011年3月18日移転オープン）
経営母体： （株）武蔵野オートバックス
住所： 東京都府中市武蔵台1丁目6-3
売場面積： 221坪
ピット台数： 14台
従業員数： 33名

※ 2012年12月末現在

2013年3月期第3四半期における新規出店実績

店長の人員配置指示により
効率的な店舗オペレーションを実現

店舗全体で取り組むタイヤの販売体制

お客様の再来店に向け
手配りチラシ、見積書、
割引券などを配布

売場

欠品のない品揃え、
分かりやすく選びやすい
売場作りと販売体制

タイヤ売場

ピット

店長

セット
組み

指示

手配り
チラシ

ピット入庫車両点検の
徹底およびお客様へ
点検内容とタイヤ交換
時期のご案内

タイヤ
チェック

早い段階から売れ筋車種用の
タイヤホイールセットを
タイヤ売場・店内フロア
各所に大きく展示

特集

1.オートバックス秋田由利本荘店
開店日： 2012/10/12
売場面積： 480㎡（145坪）
ピット台数： 4台

2.オートバックス白河店
開店日： 2012/10/5
売場面積： 572㎡（173坪）
ピット台数： 6台

3.オートバックス狭山店
開店日： 2012/11/15
売場面積： 694㎡（210坪）
ピット台数： 9台

8.オートバックスエクスプレス姫路
開店日： 2012/12/1
売場面積： 550㎡（166坪）
ピット台数： 8台
計量機数： 4台

9.オートバックス観音寺店
開店日： 2012/11/1
売場面積： 465㎡（140坪）
ピット台数： 6台

11.オートバックス・博多諸岡店
開店日： 2012/12/13
売場面積： 509㎡（154坪）
ピット台数： 6台

12.オートバックス・熊本山鹿
開店日： 2012/10/11
売場面積： 448㎡（135坪）
ピット台数： 6台

10.オートバックス岩国店
開店日： 2012/11/22
売場面積： 497㎡（150坪）
ピット台数： 5台

4.オートバックス・福光店
開店日： 2012/11/1
売場面積： 369㎡（111坪）
ピット台数： 3台

5.オートバックスとこなめ店
開店日： 2012/11/23
売場面積： 668㎡（202坪）
ピット台数： 8台

7.オートバックス山崎
開店日： 2012/10/23
売場面積： 376㎡（114坪）
ピット台数： 6台

6.オートバックス奈良大安寺
開店日： 2012/10/18
売場面積： 940㎡（284坪）
ピット台数： 10台
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店長：五日市　盛富 

現スーパーオートバックスKODAIRA店長
2013年2月1日付

モチベーション向上と維

持のため、店舗スタッフ

全員が常に販売目標や進

捗率などを共有できるよ

う心掛けてまいりまし

た。また、お客様に気持

ち良くお買いものしてい

ただけるよう接遇教育に

も力を入れており、ス

タッフ全員がタイヤ販売

の接客を行える体制を整

えています。

店長に聞きました！
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店長：五日市　盛富 

現スーパーオートバックスKODAIRA店長
2013年2月1日付

モチベーション向上と維

持のため、店舗スタッフ

全員が常に販売目標や進

捗率などを共有できるよ

う心掛けてまいりまし

た。また、お客様に気持

ち良くお買いものしてい

ただけるよう接遇教育に

も力を入れており、ス

タッフ全員がタイヤ販売

の接客を行える体制を整

えています。

店長に聞きました！



※ オートバックス標準価格（税込）

快適なドライブはきれいな車内から
花粉などアレル物質が気になる方にはこのグッズ！

IR・広報部からのお知らせ

日本気象協会によると、今春のスギおよびヒノキ花粉の飛散量は昨シーズンに比べると多くなる見込みです。

そこでオートバックス各店舗では、3月より花粉関連商品のご案内をスタートします。

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.42では、当第3四半期累計期間における業績と新規出店実績、好業績を上げている店舗紹介などを

掲載しております。今後も株主の皆様にとって必要な情報をお届けできるよう、工夫してまいります。プレゼントの応募の際には、

ご意見などを添えていただけるようお願いいたします。

『復興特別所得税』に関するご案内
　2011年12月2日に『東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法』（平成23年法律第117号）
が公布され、2013年1月1日から2037年12月31日までの間（25年間）に生じる所得には、その所得税額の2.1％が『復興特別所得税』として課税
されることとなりました。株式等の配当金等も『復興特別所得税』の対象となり、所得税率に復興特別所得税率が追加されて源泉徴収されます。

　なお、配当金等のお受け取り方法が株式数比例配分方式の場合の税額等につきましては、お取引の証券会社等にお問い合わせください。また、
配当等をお受け取りになる方が、法人の場合には住民税は課税されません。その他詳細につきましては、所轄の税務署へご確認ください。

新機能「可変ルーバー」を搭載

デンソー
車載用プラズマクラスターイオン発生機 
プレミアムモデル PCDNZ-BM ブラック
11,800円※

イオンの吹き出し角度の調節を可能にする新機能
「可変ルーバー」を搭載。カップホルダーの位置に
合わせて、お好みの方向にプラズマクラスターイ
オンを放出させることができます。

花粉症の方に喜ばれる
機能型ごみ箱

槌屋ヤック
ティッシュホールドダスト 
PZ-440 ブラック
998円※

花粉症の方には手放せないティッシュペーパーとごみ箱を
セットにして使用できる機能型のごみ箱。フタ部分にボックス
ティッシュを取り付けることができ、運転中でも倒れにくく
なっています。

手軽にできる簡単花粉対策

オートバックス
ウェットシートA PRO 
ウェット車内用10 WC02
248円※

ダッシュボードなど車内
に付着した花粉をサッと
拭き取って花粉対策。
ウェットシートなら拭き
取り時に花粉が舞い上が
るのを防ぐことができ
ます。

花粉をカットして空気を
きれいに

オートバックス
AUTOBACS PRO 
エアコンフィルター 
3,280円※～
エアコンフィルターに
は、花粉・チリ・ホコリな
どが車内に入り込むのを
軽減する役目があります
ので、花粉対策にはエア
コンフィルターの交換が
オススメです。

花粉対策に使える
消臭スプレー

エステーオート
新車復活消臭剤 グリーン
609円※

消臭機能だけでなく、花
粉アレルゲンを不活性
化させる働きがある消
臭スプレーです。車内の
気になる部分や、エアコ
ン内部に吹きかけるだ
けで手軽に花粉対策が
できます。

プレゼント応募に寄せられたご質問に対する回答

 将来、電気自動車が増えるとすると、
オートバックスにどういう影響がありますか？

経済産業省では、2020年の新車販売台数に占める電気
自動車の割合を10～15%と予測しています（2010年

における予想）。このことから、電気自動車はいずれ増えていくこ
とが予想されますが、普及にはまだ時間がかかる見込みです。
仮に、電気自動車の普及が国内で進んだ場合、エンジンオイルや
オイルフィルターなどの売上が減少し、当社の業績に影響を与え
ることが予想されます。一方、メンテナンスについては、新しい

技術が必要になってきますので、オートバックスの参入余地があ
るのではないかと考えています。いずれにしても、自動車で困っ
たことがあった場合、「オートバックスに相談してみよう」とお
客様に信頼していただける存在になっている必要があると考え、
サービス事業に力を入れています。
　なお、オートバックスでは現在16

店舗において電気自動車用の充電ス
タンドを設置しています。今後も順
次その数を増やしていく予定です。

Q

A

充電スタンド

配当等の
支払開始日

～2012年
12月31日

2013年1月1日
～2013年12月31日

2014年1月1日
～2037年12月31日

2038年
1月1日～

上場株式等の
配当等の税率

10% 10.147% 20.315% 20%
内
訳
所得税※1　7% 内

訳
所得税※1+復興特別所得税　7.147%※2 内

訳
所得税+復興特別所得税　15.315%※3 内

訳
所得税　15%

住民税※1　3% 住民税※1　3% 住民税　5% 住民税　  5%

〈上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率について〉

※1  上場株式等の配当等に係る所得税率・地方税率は、2013年12月31日までは租税特別措置法により所得税7%・住民税3%に軽減されています。（本則 :所得税15%・住民税5%）
※2 当該期間の所得税率（軽減税率） 7% +復興特別所得税に係る追加分0.147%（  7%×復興特別所得税率2.1%）
※3 当該期間の所得税率（本則税率） 15% +復興特別所得税に係る追加分0.315%（15%×復興特別所得税率2.1%）
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Focus（フォーカス）

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）

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！

車内清掃にはローラークリーナー＆ウェットシート

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.42 プレゼント」係

応募締め切り

2013年3月22日（当日消印有効）

小型の粘着シート式ローラークリーナーは、座席シートの曲面や隙間などに付着したホコリや
髪の毛、ペットの毛などを取るときに最適です。また、ウェットシートは車のボディやダッシュ
ボードなど、外装や内装を問わず汚れが気になったときにサッとご使用いただけます。

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

オートバックス楽天市場店オープン
　近年、インターネットを通じてカー用品を購入される
方が増えています。当社グループは、多くのお客様に充
実したカーライフを楽しんでいただきたいという思い
から、従来取り組んでいるインターネットショッピング
サイト“AUTOBACS.COM”に加え、2012年8月に楽
天株式会社が運営するインターネットショッピング
モール“楽天市場”へ「オートバックス楽天市場店」をオー
プンしました。サイト内では、インターネットサイトな
らではのお買い得な商品はもちろんのこと、クルマのメ
ンテナンスに欠かせない情報を記載することに

より、クルマに詳しくない方の利便性を高めるなど、お
客様に最適な商品をご提案できるよう努めています。
　「オートバックス楽天市場店」では、カーナビゲー
ションをはじめ、ワイパーやエアコンフィルターなど
のメンテナンス用品、マフラーやスポーツシート、その
他車内用品、ARTAグッズなど7,000アイテムを超え
る商品を取り揃えております。今後は、タイヤ・ホイー
ルなどの取扱アイテム数をさらに増やしていくことに
より、商品ラインナップの充実を図ってまいります。

http://www.rakuten.ne.jp/gold/autobacs/

オートバックス楽天市場店における
カーナビなど取付作業が必要な
商品購入後の流れ

1 商品の購入

2 近隣のオートバックス店舗へ
取付作業の予約電話

3 商品に同梱されている
【お買上明細書】を持って店舗へ

4 通常工賃で取り付けを完了


