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オートバックスセブン 第75期 第2四半期 株主通信
2021年4月1日から2021年9月30日まで

特集

事業を支え、
継続的に発展させる人づくり
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♯

5ヵ年ローリングプランの取り組み

2022年3月期 第2四半期業績報告
時代の変化を見据え、
カーライフの新しい価値を提供するために、
常にチャレンジし続けます。
売上高

第2四半期

111,029

99,714

103,551

売上高

1,035億51百万円
前年同期比 3.8％増

2019年3月期

2020年3月期

営業利益

株主のみなさまへ
2022年3月期 第2四半期の経済は、
新型コロナウイルス
感染症の影響で依然、
厳しい状況となりましたが、
ワクチ
ン接種をはじめとした各種政策の効果により景気の持ち
直しが期待されております。また、
自動車関連業界におい
ては、
世界的な半導体不足により、
新車減産の影響や、
一
部のカーエレクトロニクス商品において影響を受けました。

2019年3月期

当社グループにつきましては、引き続き新型コロナウイ
ルス感染拡大防止に努め、
ご来店される地域の皆様、お

4.8

3.4
4,447

1,508

3,583

2021年3月期

第2四半期

通期

（百万円）
（予想）

5,485
4.4

3,764
2,831

595

29億14百万円

2022年3月期

2020年3月期

１株当たり配当金
60

心してご来店、
就業できる環境整備に努めてまいります。

5.8
2,363

（百万円）

（予想）

5.5
1,888

2021年3月期
第2四半期

60

2022年3月期

30

2020年3月期

2021年3月期

海外
アライアンス

マルチ
ディーラー

6つのネットワーク

ネットワークの構築
（株）ジョイフル車検・
タイヤセンター子会社化

特定整備認証の取得状況

HW ELECTRO（株）に出資

（2021年4月1日）

（2021年9月末日現在）

（2021年10月18日）

・車検・整備・タイヤ販売を運営する
（株）
ジョイフル車検・タイヤセンターの全株式
を取得。社名を
（株）
BACS Bootsに、
店
舗屋号をAUTO IN車検・タイヤセンター
に変更

・ 2020年4月より改正道路運送車両法の
施行に伴い、
先進運転支援システムに
対応した
「特定整備制度」
がスタート

・小 型EV商 用 車ELEMO（エレモ）
の販
売およびELEMO軽の開発を行う、
HW
ELECTRO
（株）
へ出資

・オートバックスの全国の店舗のうち、
417
店舗が9月末現在で特定整備認証を
取得

・全国のオートバックス店舗をELEMO
の販売やメンテナンス拠点として活用す
ることについて検討開始

・千葉県、
東京都、
群馬県、
栃木県、
茨城県
で6店舗を運営

・EV普及の推進による脱炭素社会の実
現に貢献

60
30

代表取締役 社長執行役員
2019年3月期

オンライン

（円）

60
30

前年同期比 20.1％減

通期

（予想）

30

親会社株主に
帰属する
四半期純利益

18億88百万円

3.1

2019年3月期

取引先様、従事する従業員の健康と安全を最優先に、安
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営業利益

4.2

6,700

いて、
オートバックスグループの指定工場の約96%
（全国417店舗）
が認証を取得しています。

サービスピット

ビスを提供していきます。

9,500

株主資本当期純利益率％
（ROE）
＜通期＞

7,050

道路運送車両法の施行に伴いスタートし、
先進運転支援システムに対応した
「特定整備制度」
にお

引き続き、
業界の垣根を超えて新たなパートナーとネットワークを構築し、
お客様に質の高いサー

前年同期比 18.7％減

2020年3月期

センター」
として運営を開始しています。また、
「次世代整備ネットワーク」
では、
2020年4月の改正

連携・協業により、
EV普及の推進による脱炭素社会の実現に貢献することを目指しています。

売上高営業利益率%＜通期＞

2,914

の販売を展開する
（株）
ジョイフル車検・タイヤセンターを完全子会社化し、
「AUTO IN 車検・タイヤ

次世代整備

また、2021年10月には、小型EV商用車の開発を行うHW ELECTRO（株）に出資しました。

2022年3月期

親会社株主に帰属する四半期純利益

影響を受けましたが、足元の9月は売上・客数ともに回復

利益は、
計画を達成いたしました。

通期

7,585

7,478
3.5

基調となりました。これにより、売上・粗利は計画に届か
なかったものの、販管費削減により、
当第2四半期の営業

第2四半期

10,577

当社グループにおきましては、夏季の新型コロナウイル
ス感染拡大により、外出や帰省・ロングドライブの自粛の

2021年3月期

様に対するより的確な提案やサービスの提供を実現していきたいと考えています。当社グループの方
「サービスピットネットワーク」
においては、
北関東を中心にホームセンター併設の車検、
タイヤ等

（予想）

カー用品販売

だけで提供することはできないため、
それぞれの領域で強みを持つ事業者と連携することで、
お客
向性や戦略を示す
「5ヵ年ローリングプラン」
は、
その確立と連携を図ることが根幹となっています。

（百万円）

220,449 226,500

221,400

213,840

97,536

通期

当社グループは外部環境や、
需要の変化に対応し、
お客様に選ばれ続ける存在となることを目指
しています。しかし、
クルマの利用シーンを支えるすべての商品やサービスをオートバックスグループ

１株当たり

30円

2022年3月期
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特集

事業を支え、
継続的に発展させる人づくり

オートバックスグループ
整備士の育成

AUTOBACS GUYS

オートバックスでは、
車検・整備のために不可欠な技術力を備えた専門ス

自動車整備士の仕事は、
お客様の安心と安全に直接関わる重要な仕事

タッフの育成を強化するため、
教育研修体系の構築・運用により、
各種ピッ

です。その仕事ぶりにスポットライトを当て、
多くのお客様にオートバック

トサービスをはじめ国家資格である整備士・検査員の育成を行っていま

スグループのプロフェッショナルでフレンドリーな一面を整備士を通じて

す。また、
子会社の
（株）
チェングロウスを通じて、
自動車整備士の資格取

伝えるため、
全国の店舗で働くスタッフから
「AUTOBACS GUYS」
という

得を、
バックアップしています。

ロールモデルを2017年から5回にわたり選出しています。

外国人技能実習生

オートバックスアワード

技術習得を目指す外国人人材の育成として、
2006年から、
15年以上にわ

オートバックスグループでは、
現場で頑張るスタッフに光を当てたいという

たりフィリピンの外国人技能実習生へ、
日本の高度な自動車整備技術の

思いで、
全国約600店舗の中から、優れたスタッフを表彰する｢オート

当社は
「人」
の成長が企業価値を最大化させると考えています。

そして
「人」
のパフォーマンスを最大化することで生産性を向上させ、
地域の安心を支え、
お客様とつながり続けるグループを目指していきます。
オートバックスグループでの
「人づくり」
に関わる取り組みについて、
ご紹介します。

本部オフィス
多様な働き方

価値観表彰

数年前から、
フレックス制度の実験や時差出勤などの制度、
ITインフラ

ビジョンとしてかかげている、
2050未来共創の実現に向けて、
従業員の

の整備に努めていたことにより、
新型コロナウイルス感染拡大時にも、

行動改革を褒賞する
「価値観表彰」
を2018年度から実施しています。ムー

テレワークに迅速に対応することができました。そして、
その理解と活

ドメーカーやコネクター、
チャレ

用が一気に加速し、
オフィス内のスペース効率化や、
フリーアドレス化、
フ

ンジャーなど、
7種類のカテゴリ

レックス制度、
書類の電子化など

からなり、
2020年度は226人が

の働き方の変化が進みました。

選ばれ、
延べ391人の従業員が

これにより移動時間の削減、
会議

受賞しています。

体の効率化が図られ、
働き方の改
善につなげています。

オートバックスナレッジサークル

継承を行っています。これまでに約160名を輩出し、
彼らがその技術を生

バックスアワード｣を開催しています。お客様からの評価や、
お客様とのつ

かして、
自国のモータリゼーションの発展と、
地域の安心・安全に貢献して

ながりなどの点から
「ベストピット･オブ･ザ･イヤー」
「カスタマーエクスペリ

いくことを目指しています。

エンス大賞」
を表彰しています。

リモートでの働き方が進む中、
従業員同士のコミュニケーション機会の創
出や、
従業員が持つ特技・知見・スキルを共有し学び合うサークルとして
「オートバックスナレッジサークル」
を実施しています。従業員が能動的に
講師や参加者として対話すること
で、
他部門への関心が高まり自律
的な交流も活発化しています。

改善後の本部オフィススペース
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教えて！カーライフ相談室

第

28 回

お知らせ

カーライフの素朴なギモンに社員がお答えします！

Q 急な降雪や路面凍結にはどんな備えが必要？よく聞くスタッドレスタイヤって？

株主優待制度の一部変更に関するご案内

この度、
当社の株主優待制度の内容を、
下記の通り一部変更することといたしました。
何卒ご理解をいただき、
引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。
株主優待品のオートバックスグループギフトカードの贈呈基準につきまして、

A

次のとおり変更させていただきます。

タイヤ・ホイール・

従来の、
保有株式数「300株〜 999株」としていた贈呈基準を見直し、

スポーツ商品部

同「300株〜 699株」
、同「700株〜 999株」に変更いたします。

重谷 昌之

降雪予報が出る前に
しっかり冬支度をしておくと
安心です
冬になり、
雪が降ったり路面が凍結したりすると、
タイヤの大事な役
割である、進む・曲がる・止まるなどの動作が鈍くなり、非常に危険で
す。スタッドレスタイヤはノーマルタイヤに比べて雪や氷の上でも滑りに
くい特徴があるので、
装着をおすすめします。滅多に雪が降らない、
積
もらない地域でも、
気温が氷点下になれば路面が凍ることもあるので、
そのようなケースでもスタッドレスタイヤは有効です。
実は、
スタッドレスタイヤは、
雪が降ってから履き替えるのでは遅いの

贈呈額について、以下のとおり改定いたします（変更箇所には下線を付しております。）

タイヤチェーン
オートバックスオリジナル
「アイスエスポルテ」
オートバックスグループ専売の日本
製スタッドレスタイヤです。
『価格と
性能のバランスがとれたスタッドレ
スタイヤ』
をコンセプトに掲げてい
ます。当社専売タイヤでは初の
「発
泡ゴム」
を採用。すべりの原因とな
る水膜を効果的に除去し、
氷雪性
能と長持ち性能を両立させました。
タイヤが氷路面にしっかり密着し、
優れたグリップ力を発揮します。

です！スタッドレスタイヤの効果が本領発揮できるのは、
最低でも乾い

変更の内容

出張や旅行で一時的に降雪エ
リアに行く方で、
スタッドレスタ
イヤよりコストを抑えたい場合
は
「タイヤチェーン」
の選択肢も。
金属タイプ、
樹脂タイプ、
そして
最 近では布タイプの人 気も高
まっています。
布製チェーンは、
急な降雪対策 オートソック HP
として車内にあると安心です。
税込13,198円〜

※ 高速道路などでのチェーン規制時
には通行できない場合があります

その他おすすめ冬季用品

た路面で100kmほど
（高速道路なら200km）走行してから。また、
雪
の予報が出てからお店に行くと混雑することが多く、
地域ごとに降雪の
タイミングは違いますが、
本格的な冬シーズンの前に早めに交換をして

オートバックスドットコムもご利用ください

ウィルソン 超解氷トリガー
税込768円

フロントガラスの氷を解かし、
油膜の
ギラつきや再凍結を防止してくれます。

おくのが安心です。
予想外の雪が降ったり、
路面が凍っているときでもスタッドレスタイ
裕が生まれます。しかし、
「スタッドレスタイヤだから絶対に安心」
とは
急加速・急ブレーキをしないなど、
慎重に運転することを心がけてくだ
さいね。
お近くのオートバックス店舗や公式通販サイトでもスタッドレスタイヤ
やその他冬季用品を数多く品ぞろえしているので、
ぜひご覧ください。

オートバックスグループギフトカード

100株〜299株

1年以上保有：1,000円分

300株〜 999株

1年以上3年未満保有：5,000円分
3年以上保有：8,000円分

1,000株以上

1年以上3年未満保有：10,000円分
3年以上保有：13,000円分

保有株式数

オートバックスグループギフトカード

100株〜299株

1年以上保有：1,000円分

300株〜 699株

1年以上保有：3,000円分

700株〜 999株

1年以上3年未満保有：7,000円分
3年以上保有：8,000円分

1,000株以上

1年以上3年未満保有：10,000円分
3年以上保有：13,000円分

実施時期と対象者
2021年9月末日現在
（基準日）
の株主名簿に記載又は記録される、
１単元
（100株）
以上を保有される株主様から上記変更を適用し、
以降年2回
（6月末・11月末にそれ

ヤを装着していれば、
ノーマルタイヤを履いているときよりも気持ちに余
思わず、
路面の状態がいつもと違うときは、
普段より車間距離を空ける、

保有株式数

ぞれ発送）
実施いたします。

公式通販サイト
「オートバックスドットコム」
では、
オンライ
ン上で車種に応じた商品検索が可能です。自分のクルマ
のタイヤサイズが分からない、
どういう商品が合うのか知
りたいという方は、
ぜひこちらも合わせてご覧ください！

https://shop.autobacs.com/

クレトム
スーパー伸縮ロングブラシ FC-52
税込1,428円

クルマに積もった雪落としや、
フロントガラスの霜取りにも使えます。

継続期間など、
株主優待制度の詳細については、
オートバックスセブンのコーポレートサイトにてご確認ください。

https://www.autobacs.co.jp/ja/ir/stockholder̲info.html

【株主優待制度の一部変更に関するお問い合わせ窓口】
電話番号：0800-919-5721

受付時間：9:00〜12:00 13:00〜17:30（土・日・祝祭日を除く）
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抽選で各種150名、
合計300名様にプレゼント！
2022年オートバックスカレンダー
CMでおなじみの山口智充さん、池田美優さんをはじめ、
オートバックスの魅力を詰
め込んだ
「オートバックスオリジナルカレンダー」
（タイプA）
と、ARTAのレーシング
カーの活躍を写し取った
「ARTAカレンダー」
（タイプB）
をご用意しました。
タイプA

タイプB

❶はがきでご応募

❷WEBでご応募

応募方法

▼下記よりアクセスしてください。

下記①〜⑥を明記の上、宛先までご送付ください。

https://www.autobacs.co.jp/ja/ir/library/biz̲report.html

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

オートバックス 株主通信

検索

⑤ご希望のプレゼント内容
（A・Bいずれかを選択してください）
⑥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）

①株主通信のページ上部にある
「株主通信プレゼント応募はこちら」
をクリック
②必要事項を記入の上送信

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部
「株主通信vol.74 プレゼント」
係

応募締め切り

2021年12月13日
（月）
（はがきの場合は当日消印有効）

株主メモ
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

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

特別口座の口座管理機関 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

電話照会先

0120-782-031
（フリーダイヤル）

三井住友信託銀行株式会社

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。

IR情報に関するお問い合わせ先

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

証券代行部

広報・IR部
電話03-6219-8718
E-MAIL: investors@autobacs.com

