オートバックスセブン 第75期 株主通信
2021年4月1日から2022年3月31日まで

長期ビジョン“2050未来共創”
実現に向けた挑戦

証券コード：9832

■ 株主の皆さまへ

■ 2022年3月期 業績報告
「5ヵ年ローリングプラン」の推進に向けて
これまで、長期ビジョンである「 2 0 5 0未来共創」の実
現に向け、さまざまな領域への挑戦を続けてまいりまし
た。足元では、激化する環境変化の中で、向こう5年間の

■ 売上高
（百万円）

■第2四半期 ■通期
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2,285億86百万円

当社グループの方向性や戦略を示し、時流に合わせて継
続的に見直しを実施する中長期的な計画である「 5ヵ年
ローリングプラン」を推進してまいりました。
「 5ヵ年ローリングプラン」では、外部環境やお客様の
ニーズが大きく変化していく中で、お客様がクルマを利

前年同期比 3.7%増
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
（予想）

■ 営業利益

用するシーンに合わせたサービスをネットワークを通じて
提供していくことを目指し、さまざまな事業者との連携や

株主のみなさまへ

新規事業への参入など、新たな領域への挑戦を進めてお

（百万円）

■第２四半期 ■通期
■売上高営業利益率
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115億52百万円

2,914

前年同期比 9.2%増

ります。当社を取り巻く環境が大きく変わっていく中で、
これらの挑戦を確実な成長に繋げていくには、さらに実
行力とスピードを上げ、変革を推進する必要があります。

振り返りと将来の展望について

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
（予想）

■ 親会社株主に帰属する当期純利益
（百万円）
■第２四半期 ■通期
（ROE）
〈通期〉
（%）
■株主資本当期純利益率

2022年3月期におきましては、新型コロナウイルス感
取締役 会長

小林 喜夫巳

代表取締役 社長執行役員

堀井 勇吾

染急拡大の影響を受けましたが、戦略的な冬季需要の獲
得などにより増収・営業増益となりました。
当社は新体制のもと、持続的成長を遂げるため、迅速
果断な意思決定による実行力向上とスピードアップを図

株主の皆さまには平素より格別なご高配を賜り、厚く
御礼申し上げます。
当社は2 0 2 2年6月2 3日に開催いたしました第7 5期
定時株主総会およびその後の取締役会の承認を経て、代
表取締役 社長執行役員に堀井勇吾、取締役 会長に小林
喜夫巳が就任いたしました。
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今回の経営体制の変更は、クルマを取り巻く環境が

り、グループ全体の経営効率の向上や総合力の最大化に

1 0 0年に一度と言われる変革期を迎えている中、それに

取り組んでまいります。そして、サステナビリティについ

対応すべく、組織力を高め、実行力・スピードを持った体

ても「成長し続ける組織・人財」をはじめとした、重要課題

制を構築することを目的としております。

（マテリアリティ）への取り組みを実践してまいります。
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70億10百万円
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前年同期比 0.6%減

■ 1株当たり配当金
（円）

■第２四半期 ■通期
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60円

今後も株主の皆さまには、変わらぬご支援を賜ります
ようお願い申し上げます。

営業利益

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
（予想）
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■ トップメッセージ

変化するお客様のニーズを的確にとらえ、時代に応じて柔軟 にビジ ネスモデルの変革を図ることで、
長期的かつ持続的に企業価値を高めてまいります。
株主の皆さまには、日頃よりあたたかいご支援を賜り、
誠にありがとうございます。
このたび、代表取締役 社長執行役員に就任いたしまし
た、堀井 勇吾（ほりい ゆうご）でございます。
ごあいさつに代えまして、当社における自身のこれま

の策定とその推進を通して、長期ビジョン「 2050未来共

当社がそうであったように、再び進取の気性に富む企業

創」の実現に向けて、当社が経験したことのないさまざま

集団へと変貌を遂げ、お客様のニーズを的確にとらえ、

な領域への挑戦を果敢に続けてまいりました。外部環境

ビジネスモデルを変革させてまいります。そして、長期

が大きく変わる中、一段とスピードをあげ実行力を高め

的かつ持続的に企業価値を高め、ステークホルダーの皆

るためにも、さらなる変革を推進していく必要があると、

さまのご期待に応えてまいります。

での経験と、前社長執行役員の小林と取り組んできたこ

小林と共通の認識に至り、私がバトンを引き継ぐこととな

と、最後に抱負を述べさせていただきたく存じます。

りました。
私はこれから、代表取締役 社長執行役員に加え、オー

略歴・経験
私は、当社に1 9 9 5年に新卒入社し、オートバックスの

代表取締役 社長執行役員

トバックスチェン本部長として、オートバックスチェンにお
いても、中長期的な成長を推進してまいります。

店舗での勤務経験を経て、総務、法務、経営企画といった
コーポレート領域に携わってまいりました。その後、海外

就任にあたっての抱負

事業、オートバックス事業企画、そして、オートバックス営

自動車産業を取り巻く環境は過去に類を見ないほど大

業統括と、コーポレートと事業推進のそれぞれの領域で

きな変革期を迎えております。当社はこれをビジネスチ

の経験を積み重ねてまいりました。その間、経営管理基

ャンスととらえ、これまで推し進めてきたさまざまな事業

盤の構築に注力する一方、全社の事業ポートフォリオを再

領域への取り組みを、迅速、果断な意思決定により進化

構築し、
「 5ヵ年ローリングプラン」の策定と推進を行って

させ、確実な成長へと繋げていく所存です。

まいりました。

カーアフター市場はすでに成熟しており、さらに当社を
取り巻く環境も大きく変わってきておりますが、私たちは

さらなる成長を目指して

3

お客様へ安全と安心を提供しながら「常にお客様に最適

次に、小林と共に取り組んできたことについての振り返

なカーライフを提案し、豊かで健全な車社会を創造する」

りですが、小林とはこれまで、
「 5ヵ年ローリングプラン」

という使命を全ういたします。また、かつて、創業期の
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教えて！カーライフ相談室

Q
A

第

29 回

カーライフの素朴なギモンに社員がお答えします！

クルマでも防災対策は必要ですか？
頻発する災害に向け、
クルマにも備えをしましょう。

地震や台風、豪雨といった災害は、毎年のように発生しており、
私たちもいつ災害に遭遇するかわかりません。だからこそ、どんな
状態でも対応できる備えがとても大切になってきます。

!

災害に遭遇しクルマから離れる必要があるとき

AQ. 緊急脱出用ハンマー

サンフレヤーACE（発炎筒1本入り）

税込1,890円

!

税込698円

外出先からクルマで避難先に向かうとき

懐中電灯やホイッスルをはじめとする避難用品や寝具、衛生用
品など、避難しはじめの1日に役立つ3 3点がセットになってい
ます。小型で軽量の防災リュックも含まれていますので、持ち
運びしやすい仕様になっています。

水没した車両から脱出
するときに窓ガラスを
割るための専用品。

多くの方はご自宅に防災セットを備えているかと思いますが、ク

エマーソン 三角停止表示板
TS規格 EM-351
税込1,208円

高速道路上で、周囲の車両に自車が動かない状況であることを伝えます。

ルマの中にも用意しておくのがおすすめです。移動中や外出先で
万一のことがあった場合を想定し、安全に避難できるよう
「懐中電

!

灯（ライト）
」や「ホイッスル」などを車内にも常備しているといいで
すね。さらに、
「ジャンプスターター」があれば、クルマのバッテリー

クルマの中で一時的に過ごす必要が出てきたとき

クレトム 普通車用スペースクッション CFD-1

上がりの対応だけでなく、携帯やスマホの充電も可能です。

税込2,748円

また、クルマを運転している最中に、豪雨や水害によって車内に

NAPOLEX 車中泊用カーテン
フロント＆リア 8枚セット JK-122 ブラック
税込8,248円

閉じ込められてしまうこともあるかもしれません。浸水などでドア
が開かなくなってしまったときの備えとして、車内から窓ガラスを
割って脱出できる「緊急脱出用ハンマー」があると安心です。
さらに、コロナ禍での分散避難の選択肢のひとつとして、車内で
過ごすことを検討する場合もあるでしょう。プライバシーを守るた
めの「カーテン」や身体を伸ばすスペースがつくれる「クッション」
があると便利です。ただ、さまざまな要因が複雑に絡み合う災害

防災リュック33点セット（黒）

税込4,928円

※リュックがグレーのタイプもあります。

BELLOF モバイルバッテリージャンプスターター
6,000mAh JSC401 シルバー
税込10,998円

時においては、車中での非難は避け
たほうがいいこともあります。地域

空気で膨らませ、後部座席の足元に置くクッション。車内に足
を伸ばせるスペースがつくれます。ミニバン用もあります。

や行政からの最新情報を収集・理解
し、指導に従ってください。
けが大切です。お近くのオートバック
ス店舗や公式ネットショップにさまざ
ぜひご覧ください。
5
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※運転席、助手席の窓をカーテン等で遮って走行した場合、視野を妨げての運転となり、道路
交通法違反となります。運転席、助手席のカーテンは、必ず停車時にご使用ください。

オートバックスドットコムをご利用ください

防災への備えは、平時からの心が

まな商品を取りそろえていますので、

車内の窓を目隠ししてプライバシー空間を確保できます。

メンテナンス商品部

福室 力（フクムロ

リキ）さん

クルマのバッテリー上がりだけでなく、
スマホの充電などで日常的にも使え
て便利です。

オートバックス公式ネットショップ「オートバックスドットコム」で
は、いざというときに役立つ商品だけでなく、クルマを楽しむ
商品もたくさん取りそろえています！

検索

h t t p s : / / s h o p. a u t o b a c s . c o m /
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抽選で30 名様にプレゼント！

「AQ.」(AUTOBACS QUALITY）と
は「クルマのことならオートバックス」

AQ.緊急脱出用ハンマー

を目指す、私たちオートバックスが、
お客様に自信を持っておすすめする

事故や水没で車内に閉じ込められたときの脱出用ハン

プライベートブランドです。“お客様

マーです。軽い力で窓ガラスを割ったり、シートベルト

いちばん！”をモットーに、まっ先に選

を切断して車外に脱出することができます。万一の

ば れ るカ ー 用 品 ブ ラ ンドを 目 指し

備えとして、車内に常備しておくのがおすすめです。
1

ます。

はがきでご応募

2

応募方法
下記①～⑤を明記の上、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）

WEB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
検索

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必要事項をご入力いただき、送信ください。

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.75 プレゼント」係

応募締め切り
（はがきの場合は当日消印有効）
2022年7月11日（月）

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
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

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

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

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、単元未満株式の買取・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。

