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2018年4月1日から2018年9月30日まで

ACCESS
大分県由布市湯布院町

【大分方面から】
県道21号線→大分自動車道→別府ICを九州横断道路／
県道11号線へ→県道617号線

【阿蘇方面から】
県道11号線→国道210号線→国道216号線→県道617号線

も心も癒される由布院温泉。冬にかけてはここの盆地に朝霧が
立ち込め、とても美しく幻想的な風景を堪能することができます。

この情緒あふれる温泉街を訪れる際は、ぜひとも「日本百名道」に選ばれた
九州屈指のドライブコース「やまなみハイウェイ」を通って、雄大な自然の中
に点在する穴場温泉にも立ち寄ってください。

身

わたしの好きな道：

由布院へと導く
情緒あふれるドライブコース

AB
communication

近隣店舗

オートバックス
大分別府店
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2019年3月期 第2四半期の連結業績　
国内の新車販売台数は回復傾向となっていますが、中古車

登録台数は前年実績を下回っており、自動車関連商品の需要
も依然として厳しい状況が続いています。

こうした中、当社グループは、店舗での接客状況の分析に基
づき、人員配置や従業員の時間管理などオペレーション改善を
進めるとともに、売場やピットなどハード面のリノベーションを
積極的に行っています。一方で、プライベートブランド「AQ.」や
クルマに関わるライフスタイルを提案する「JKM」「GORDON 
MILLER」のラインアップを拡充し、商品の魅力度向上に努めて
います。

当第2四半期（累計）の連結売上高は前年同期比1.0％減少、
売上総利益は同3.8％減少しました。販売管費は前年同期比
1.7％減少しましたが、営業利益は同32.3％減少しました。これ
は主に国内オートバックス店舗の小売売上が順調だった一方、
店舗における在庫の効率化が進んだことにより、当社からフラ
ンチャイズ加盟法人への卸売が減少したことによります。また、
特別損失として災害に関する損失および子会社統合による特
別退職金を計上しました。この結果、親会社株主に帰属する四
半期純利益は前年同期比54.8％減少しましたが、引き続き通
期の計画達成に向けた施策を着実に実施してまいります。

セグメント別の営業概況

■ 国内オートバックス事業　

売上高 810億21百万円 前年同期比 2.8％減 

▲

セグメント利益 53億94百万円 前年同期比 6.6％減 
▲

国内オートバックスチェン全業態の売上高は、前年同期比で
既存店0.2％の増加、全店0.3％の増加となりました。出退店
は新店1、退店7で2018年3月末の603から597店舗となり
ました。

カー用品販売では、タイヤ売上がプライベートブランドを中
心に低価格帯商品が好調でしたが、夏タイヤへの履き替え需
要が前倒しで発生していたことなどから、全体としては伸び悩
みました。一方で、カーナビゲーションの新商品が堅調で、品
揃えと販売体制を強化したドライブレコーダーも好調に推移し
ました。車検・整備は、「安心3つ星補償」で差別化を図るととも
に、15分受け入れ点検などピット改革を進めましたが、車検対
象車両が少なく、車検実施台数は前年同期比5.9％減少の約
29万9,000台となりました。車買取・販売は、収益性の低い3店
舗を閉店して営業活動を強化集中したことにより、総販売台数
が前年同期比1.3％増加の約14,400台となりました。これらに
加え、前期に店舗子会社を譲渡した影響などにより、国内オー
トバックス事業は減収減益となりました。

「国内オートバックス事業の再生」と
「将来に向けた成長ドライバーの育成」を軸に、
攻守の施策を着実に実施してまいります。

■ 海外事業　

売上高 53億74百万円 前年同期比 17.0％増 ▲

セグメント利益 -3億57百万円 前年同期は-3億20百万円 

小売・サービス事業は、タイにおいて、PTGグループのガソリ
ンスタンドモールへの小型店の積極的な出店を継続しました。
フランスでは、2店舗の直営化が売上増に寄与しました。卸売
事業は、中国国内向けカー用品卸売が伸長し、営業損失が縮
小しました。また、ロシア向けオイル販売に加え、アセアン地域
のハイパーマーケットなどで卸売が増加しました。シンガポー
ルでのカーシェアリングの車両に対するメンテナンスサービス
は順調ですが、店舗スタッフの一時的な減少により収益が減少
しました。

■ ディーラー・BtoB・ネット事業

売上高 143億57百万円 前年同期比 4.5％増 ▲

セグメント利益 -7億86百万円 前年同期は-3億74百万円 

輸入車ディーラー事業は、2018年8月に1拠点増やすととも
に、各拠点の営業体制を強化したことにより、売上が増加しま
した。BtoB事業は、オイル卸売の値上げやアクセサリーの収益
改善で売上が増加しましたが、オイル原価と物流コストの高騰
により、営業利益は減少しました。また、新たに（株）CAPスタイ
ルを設立して卸売事業を再編し、事業拡大に向けた体制整備
を進めました。ネット事業は、品ぞろえ、チャネル、プロモーショ
ンなどの再構築による効率化に取り組みました。

■ その他の事業
その他の事業における売上高は11億20百万円（前年同期

比3.8%減少）、セグメント利益は2億55百万円（前年同期比
9.3%減少）となりました。これは主に保険に関わる手数料収入
の減少によるものです。

2019年3月期 第2四半期の業績報告

代表取締役 社長執行役員

売上高 975億36百万円 前期比 1.0％減

営業利益 15億8百万円 前期比 32.3％減

親会社株主に帰属する
当期純利益 5億95百万円 前期比 54.8％減

1株当たり配当金

▲

▲

▲
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対象とするお客様
カー用品に詳しくなく、

どの商品を買ったらいいか
悩まれるお客様

お 客 様に「 あんしん 、いちば ん 。」を提 供
「AQ.（オートバックスクオリティ.）」は、数多く存在するカー用品のなかで、商品選択の基準として「迷ったらコレ」と、自信
を持ってお勧めできるオートバックスのプライベートブランドです。お手頃価格でありながら品質の良さをわかりやすく伝
えるシンプルなパッケージで、「あんしん、いちばん。」のブランドを目指しています。

オートバックスのプライベートブランド「AQ.」

安心の商品選び
・売場での選びやすさ

・商品選びの基準となる
商品

安心のサポート
・リアル店ならではの

接客サポート／
サンプル展示

安心の品質
・売場での選びやすさ

・商品選びの基準となる
商品

安心の価格
・機能・品質と比較して

納得の価格

AQ.の
「４つの安心」

迷ったらコレ！

使って納得、
「あんしん、いちばん。」

のブランド

ロゴについて
「AQ.」には、「A級・永久」で高品質という
意味が込められています。
ブランドカラーとして設定したブルーは
安定、安心、新鮮、未来を表現しています。

累計販売2,000万個突破
2014年7月から販売を開始した「AQ.」商品の累計販売数量が2,000万個を突破しました。そこで2018年10月より、お客様への

感謝をこめて、400品目を超えるアイテムの中から43品目の一斉値下げを実施しました。

ルームミラー
幅広い視界により、安全で快適
なドライブをサポートします。

ウェットシート
窓や車内、ホイールなど箇所に応
じたシリーズを展開しています。

マイクロファイバークロス
拭く・絞るのに最適なサイズに
こだわっています。

「AQ.」の2018年秋の新商品
スマホ充電グッズ

芳香消臭クリップ マイクロファイバークロス

置くだけで充電できる

香料濃度と容量が
ナショナルブランド商品の2倍

さまざまなシーンで気軽にサッと使える
丈夫で、頑固な汚れにも使いやすい

「AQ. ワイヤレス充電器＆ホルダー」 2,999円（税抜）*

USBソケットと
ケーブルのフルセット

「AQ. クルマ用芳香・消臭クリップ」 199円（税抜）* 「AQ. ティッシュのように使えるマイクロファイバークロス」 299円（税抜）*

「AQ. ライトニングクルマ用充電器」 1,499円（税抜）* 「AQ. ライトニング強化ケーブル」 999円（税抜）*

ワンプッシュでコードを収納
Apple社認証のライトニング端子

断線に強いUSBケーブル
Apple社認証のライトニング端子

特集

※ 非接触充電対応機種であれば充電が可能
ですが、一部非対応の機種もございます。

値下げ対象商品の一例

* オートバックス標準価格
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TOPIC

必需品

緊急事態に直面したときに

教えて ！ カーライフ相談室 第19回 カ ー ライフ の 素 朴 な ギ モ ン に 社 員 が お 答 えします ！

このところ、地震やゲリラ豪雨が頻発しているため、水没や
事故で車内に閉じ込められた場合を想定し、窓ガラスを割る専
用ハンマーを購入される方が増えています。ハンマーは同乗者
のためにも、運転席だけでなく後部席にも用意しておくことを
おすすめします。また、大規模災害ともなれば、長時間の車中
待機あるいは車中泊を余儀なくされる可能性もあります。その
ようなときに携帯トイレがあると安心です。さらに、バッテリー
あがりや携帯電話の電池切れなど、電源確保への備えもしっ
かりしておきたいものです。

また、発炎筒と三角停止板は必需品ですが、発炎筒には使
用期限がありますので注意しましょう。三角停止板は車両に装
備されていなければ購入して必ず積んでおきましょう。高速道
路でのトラブルで停車させる場合、表示器具の設置を怠ると故
障車両表示義務違反となります。また、後続車の衝突など2次
被害を防止するうえで欠かせません。この他にも、緊急事態に
役立つさまざまなアイテムが販売されていますので、ぜひオー
トバックスの店頭やネットショップでご覧ください。

車内にあると安心なアイテムについて
教えてくださいQ

A

私がお答えします！

オートバックスセブン
カーライフ商品部

山本 勉

三角停止板

道路交通法で定められた構造・性
能の基準適合品。時速100キロほ
どで走る車両
からの風圧で
倒れない安定
性を有してい
ます。

充電器

シガーソケットから、iPhoneのライ
トニングコネクタの機器を充電す
ることができます。

ハンマー

窓ガラスを割るハンマーとシートベルトを
切るカッターに加え、LEDライトやモバイ
ル充電器など1台で6役をこなします。

非常信号灯

発炎筒の代わりに車載可能。LED
なので使用期限を気にせず装備
できます（乾電池式）。

バッテリーチャージャー

普段使えるUSB・スマホ充電に加
えて、このアイテム単品でバッテ
リーあがりにも対応しています。

緊急セット

バッテリーあがりの際に役立つブースター
ケーブルや車両けん引ロープなど、もしも
のときの安心セットです。

携帯トイレ

ニオイをしっかり閉じ込め、緊急時のトイ
レだけではなく、乗り物酔いをしてしまっ
た際のエチケット袋としても使えます。

豪雨災害において車両貸出・整備を支援
平成30年7月豪雨被害で被災された方々と現地のボラン
ティア団体に、大切な足となる車両を無料で貸し出すため、
宮城県石巻市の一般社団法人日本カーシェアリング協会と
協働し、7月に岡山県倉敷市と愛媛県西予市に向けて車両
計10台の運搬支援を行いました。また、支援車両を安心し
てお使いいただけるよう、オートバックスの店舗で整備を実
施しました。被災者の方から「車がなくなり、避難所から家に
荷物を取りに戻るのも、生活
用品を買いに行くにも身動
きが取れなかった。本当に
助かります」とのお言葉をい
ただきました。

トイレが使えない ！

エンジンがかからない ！ 車内に閉じ込められた ！

高速道路でトラブル発生 ！

スマホが電池切れ ！

必需品の三角停止板と発炎筒の他、万が一の緊急脱出、
長時間待機、電源確保などに備えておくと安心です。 HELP !

災害・事故に遭遇したときに

「エマーソン EM－351 三角停止表示板」
1,099円（税抜）

「マルチセーフティーハンマー PLUS BM2197」
2,499円（税抜）

「BAL1631緊急セット」
3,999円（税抜）

「AQ. エチケット袋にも使える携帯トイレ
2枚入り」
299円（税抜）

「カシムラ ハイパワーDC充電器 AJ-446」
999円（税抜）

「カシムラ KD151 ジャンプスターター
5400」 9,299円（税抜）

「エーモン工業 6726 非常信号灯」
899円（税抜）

株主優待制度について（2018年3月以降)
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に、年2回、国内オートバックスグ
ループでご利用いただける商品券を、保有の株式数と期間に応
じて株主の皆様に進呈いたします。

対象となる株主様
3月末日、9月末日に株主名簿に記載のある100株（1単元）以上
保有の株主様
※ 保有期間1年未満の株主様への株主優待品の進呈はございません。

株主優待の内容
（株主優待： オートバックスグループギフトカード)

保有株式 100株～299株
•1年以上保有： 1,000円分

保有株式 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

保有株式 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

株主優待制度の詳細はホームページをご覧ください。
https://www.autobacs.co.jp/ja/ir/stockholder_faq.html

オートバックスグループギフトカード



植物油インキを使用
して印刷しています。

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

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

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

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 http://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。

株主メモ

抽選で各種100名、合計200名様にプレゼント

2019年オートバックスカレンダー
「AUTOBACS GUYS」として活躍する自動車整備士をはじめ、オートバックスのさまざまな
魅力をご紹介する「オートバックスオリジナルカレンダー」(タイプA)と、ARTA Projectの
レーシングカーの一瞬の美しさを捉えた「ARTAカレンダー」(タイプB)をご用意しました。

応募締め切り： 2018年12月17日（月）（はがきの場合は当日消印有効）

❶はがきでご応募
応募方法
下記①～⑤を明記の上、下記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今後のオートバックス店舗に期待したいこと
⑥ご希望のカレンダー（AもしくはB）
（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.65	プレゼント」係

❷WEB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/biz_report.php

オートバックス　株主通信 検索

①「株主通信」のページで
　「応募フォーム」のボタンを
　クリック

②必要事項を記入の上送信

2019年オートバックスカレンダー

タイプA タイプB


