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オートバックス車検は、車検後の安心が違います。車
検の後の2年間は、オイルやバッテリー交換の基本工
賃など、10のメンテナンスメニューを無料で提供。車
検を受けてから1年間は、タイヤ・窓ガラス・バンパー
の損傷を一定額まで補償する『安心３つ星補償』も新
たにスタートしました。ぜひご利用ください。

車検の後も安心の
オートバックス車検に
おまかせください。

カーライフアドバイザー

スーパーオートバックス千葉長沼店青木 駿
あお き しゅん



これらの結果、当社グループの第1四半期の連結業績は、
売上高は前年同期比3.1%の減少、売上総利益は同5.4%の
減少となりました。販管費は前年同期比0.4%減少し、営業利
益は同81.4%減少、経常利益は同59.2%減少、親会社株主
に帰属する四半期純利益は同63.9%の減少となりました。
なお、第3四半期以降、車検、タイヤを中心に需要の回復を
見込んでいることや営業施策の強化などにより、期初発表の
通期見通しは達成する計画です。

成長戦略の進捗と中期経営計画について
国内オートバックス事業では、車検・メンテナンスを軸にお
客様とつながり続ける関係の構築により、収益を拡大してい
く成長戦略を推進しています。メンテナンス会員の拡大に向
け、2016年4月より会員特典を2項目追加し、7月には車検を
受けていただいたお客様向けの新サービス『安心3つ星補
償』を導入しました。また、2016年3月から半年の間で、中古
車の買取専門業態『オートバックス車買取専門店』を、これま
でオートバックスが出店していなかった都市部を中心に5店
舗出店し、車買取・販売の基盤を強化しました。
現在、「2014中期経営計画」の見直しによる新たな目標・計
画の策定を進めていますが、今後の持続的な成長には、クル
マに対するお客様の価値観の変化に対応し、グループ全体で
ブランドを再構築していく必要があると考えています。これ
まで培ってきた強みを最大限に発揮し、「お客様のカーライフ
の未来をデザインする」改革に挑戦し、より魅力ある商品・
サービス、店舗の創出とともに、10年、20年先を見据えたビ
ジネスモデルを検討していきます。新たな計画は、株主通信
においてもあらためてご報告いたします。

国内オートバックス事業の営業動向
2017年3月期第1四半期のオートバックスチェン全体の売
上高は、前年同期比で既存店5.2％の減少、全店3.6％の減少
となりました。
「カー用品販売」は、軽自動車販売不調の影響を受け、アク
セサリー類やカーナビゲーションの売上が減少しました。加
えて昨年度のスタッドレスタイヤ販売の不振から、ノーマル
タイヤへの履き替え需要も例年に比べ低迷しました。「車検・
整備」は、メンテナンス会員向けのご案内などを推進したも
のの、事業環境として車検対象車両が減少したことにより、車
検実施台数は前年同期比4.5％減少の約13万6,000台とな
りました。「車買取・販売」は、カーズ加盟店舗数が増加するな
か、各店舗の買取強化により買取台数が増加した結果、オー
トオークションなど中古車販売業者向け販売が伸長し、総販
売台数は前年同期比2.6％増加の約5,900台となりました。

2017年3月期 第1四半期の連結業績
セグメント別では、チェン全体の卸売を担う当社（単体）の
売上高は、前年同期比5.8%の減少となりました。店舗売上減
少により、タイヤ・ホイールやアクセサリーなどの店舗への卸
売が減少しました。また、タイヤ販売数量の減少などにより、
売上総利益率が前年同期の19.8%から18.6%に低下し、販
管費は広告宣伝費などを抑える一方、西日本ロジスティクス
センターの設備入れ替えに関わる費用が増加した結果、営業
利益は前年同期比65.2%減少しました。
国内店舗子会社の売上高は、前年同期比3.0%減少したも
のの、在庫の効率化、粗利率の改善、経費の効率的な活用に
より、営業損失は前年同期より改善しました。

「お客様のカーライフの
未来をデザインする」
改革に向けた戦略を
策定してまいります。
2017年3月期第1四半期は、燃費不正問題などによ
り軽自動車の販売台数が低調に推移する厳しい事業
環境のなかで、連結業績は前年同期と比較し減収減
益となりました。現在、通期の計画達成に向け営業施
策を強化するとともに、中長期の成長に向けた戦略・
計画の策定を進めています。株主・投資家の皆様にお
かれましては、引き続き当社グループへご支援を賜り
ますよう、よろしくお願い申し上げます。

投資家の皆様へ

代表取締役 社長執行役員

2017年3月期 第1四半期の連結業績

前年同期比 81.4％

売上高 475億49百万円 前年同期比 3.1％

億

親会社株主に
帰属する
四半期純利益 2 10百万円 前年同期比 63.9％

営業利益 1億80百万円

営業利益／売上高営業利益率
■第1四半期　■通期　●売上高営業利益率（通期）
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いざというときも安心の
店舗ネットワーク4

車検サービスの拡充特集 オートバックス車検の特徴

まかせて「安心」、選べる「安心」の車検サービスを提供

全国で放映するテレビCMでは、100名のドライ
バーが参加する「カーライフ会議」という設定で、
価格を重視するドライバーに対して、車検後の安
心について問題提起をしています。

オートバックス車検は、お客様の予算や要望に合わせ、消耗品
や部品などの交換が必要となった際には、専門店ならではの
品ぞろえから商品を選ぶことができる「選べる安心」と、お客様
の車検後の定期点検やメンテナンス情報をお知らせするほ
か、パンク修理やタイヤローテーションなどが無料になるメン
テナンス会員の10の特典が、全国のオートバックス店舗で利
用できる「まかせて安心」の、2つの“安心”があります。
このたび、『まかせて安心』に関わる1つのサービスとして、
オートバックスで車検を受けていただいたオートバックス会
員のお客様を対象に、3種類の補償サービスを無料で提供す
る『安心３つ星補償』を開始しました。車検をきっかけにした補
償サービスの提供は、業界初の取り組みです。補償は、車検
を受けていただいた車両のタイヤ・窓ガラス・バンパーの3ヵ
所の損傷に対して、一定額までの補償をそれぞれ1回ずつ受
けることが可能です。

補償期間は車検証の有効期限
開始日から1年間。また、オート
バックス店舗で12ヵ月点検を受
けると、さらに車検満了日まで補
償延長が可能です。「直したいけ
ど、車両保険は使いたくない」そ
んなときにも役立つ補償です。

10のメンテナンスメニューが
受けられる「メンテナンス会員」
の費用が2年間無料に（通常、
年会費1,080円、更新料540
円）。定期的なメンテナンスの
費用負担が軽減されるほか、メ
ンテナンス会員向けの割引な
どの特典が受けられます。

「車検サービス」の価値を明確化し
競合他社との差別化を推進

「車検後の安心」をサポートし
お客様とのつながりを
強化していきます。
オートバックスでは、車検・メンテナンスを軸に、お客様とつながり続け
る関係の構築により、収益を拡大していく成長戦略の一環として、お客
様の「車検後の安心」をさらに高める『安心3つ星補償』のサービスを
2016年7月1日より新たにスタートしました。

近年、車検市場は車検専門店やカーディーラーが取り扱いを
強化し競争が激化しています。オートバックスグループでは、
コストだけでなく、「車検後も続く安心」という価値を明確にし、
お客様に訴求していくことで競合他社との差別化を図り、車
検のお客様獲得を進めていきます。また、車検後のサポートに
より、お客様の継続的な店舗利用を促進することで、オート
バックスグループ全体の収益拡大につなげていく考えです。

車検サービスの拡充

「車検後の安心」をサポートし

オートバックスでは、車検・メンテナンスを軸に、お客様とつながり続け

メンテナンスカード

20,000km または 1年間
整備箇所を無料整備

全国570拠点、
指定工場店舗※約400店のサポート

まかせて「
安心」

オートバックス車検は１年間無料で
３つの補償が付いてくる！

整備品質を裏付ける
業界最長クラスの整備保証 

※故障の状態により追加料金をいただく場合がございます。
※無料になる基本工賃は、店頭でご確認ください。

※車検ラインを備え、運輸支局に代わり検査ができる店舗

ウォッシャー液
点検・補充 ワイパー交換 ワンコイン

メニュー
エンジンオイル

交換
オイルフィルター

交換

年1回まで無料！
※メニューや車両状態
　によって持続期間は
　異なります。

※一部対象外車両も
　ございます。

何回でも無料！
※チッ素ガスは
　対象外となります。

タイヤ空気圧
点検・補充

タイヤ
ローテーション

タイヤ
パンク修理 バッテリー交換 エアフィルター

交換

基本工賃 基本工賃 基本工賃
基本工賃

何回でも無料！何回でも無料！何回でも無料！
何回でも無料！

基本工賃 基本工賃
何回でも無料！何回でも無料！

基本工賃
何回でも無料！

基本工賃
年1回まで無料！

お客様ご負担額

3,000円
お客様ご負担額

1,000円

パンクによる
タイヤ交換補償

窓ガラス
修理・交換補償

バンパーキズ
修理・交換補償

1 お客様ご負担額

1,000円 万円
まで

万円
まで 3万円まで 1.5
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 業界初！ 
2016年7月1日
スタート！

選べる「安
心」

オートバックスでは、車検・メンテナンスを軸に、お客様とつながり続け
る関係の構築により、収益を拡大していく成長戦略の一環として、お客
様の「車検後の安心」をさらに高める『安心3つ星補償』のサービスを

オートバックスでは、車検・メンテナンスを軸に、お客様とつながり続け

オートバックス車検を受けると
10のメンテナンスメニューが２年間無料

ネット予約・電話予約
が選べる

24h

365days

24時間365日
予約受付

その場で相談できる

車検をする？ それとも
売却・乗り換える？

？

さまざまなカー用品・
メンテナンスメニューが

選べる

車検と同時に

オートバックスポイント
or Tポイント

貯められる・使える
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メーカー純正カーナビやスマホアプリも増えるなか、市販カー
ナビは何が違うのでしょうか。ひとつはナビの基本性能の高さ
です。ドライブに必要な機能を中心に純正カーナビにない最新
技術を搭載しているため、操作感やルート提案能力などで差が
出ます。またAV機能が高いのも特長です。大画面モニターや
スマホ対応をはじめ、DVD再生、充実したオーディオ機能、ネッ
トによる情報取得など、欲しい機能にあわせ選べる選択肢が広
く、純正カーナビと比べコストパフォーマンスが高いのも魅力
です。バックカメラやドライブレコーダーなど外部機器との接続
も可能で、車種専用モデルも増えています。オートバックスなら
お車への取り付けも安心です。ぜひお気軽にご相談ください。

ディスプレイがクルマのセンターパネルから
せり出す“フローティング構造”を採用するこ
とで「大画面ナビは車種が限定される」という
常識を覆し、9型大画面を幅広い車種で実現。
ブルーレイプレイヤーを搭載し、美しい映像を
車内で楽しめます。

Panasonic Strada CN-F1D

フローティング構造を採用し、画面が見
やすく操作性も向上

9インチの大画面で180車種に搭載可能
（写真は新型プリウス装着例）

さまざまな車に取り付けできる大画面ナビ

IR・広報部からお知らせ

第69回定時株主総会のご報告
教えて！カーライフ相談室 カーライフの素朴なギモンに社員がお答えします！　第     回

A
Q

スーパーオートバックス
千葉長沼店

カーライフアドバイザー

私がお答えします！

三角 直人

10

ナビの基本性能やAV機能※が高く
コストパフォーマンスに優れる点です。

最新カーナビの特色は？ 純正カーナビなどとの違いは？

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、お買い上げ時に1ポイン
トからご利用いただける「株主様ご優待カード」を年２回進
呈いたします。詳細につきましては、株主様ご優待カード送
付の際の案内（配当金関係書類に同封）をご確認ください。

株主優待制度について

株主優待の内容

 3,000ポイント （  3,000円分のお買物）
 7,500ポイント （  7,500円分のお買物）
 10,000ポイント （10,000円分のお買物）
 15,000ポイント （15,000円分のお買物）

100株～299株
300株～999株
1,000株～2,999株
3,000株以上

所有株  株主様ご優待カード

株主様ご優待カードは、カー用品だけではなく、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、
預り金、保険、税金、印紙代、JAF会費、車両、リサイクル料にはご利
用いただけません。

株主優待のご利用可能な商品・サービス

●9月30日現在の株主様 11月下旬発送
●3月31日現在の株主様   6月下旬発送
（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）

株主様ご優待カードの発送予定日

株主様ご優待カード

※音響や映像に関わる機能

2016年6月21日（火）、第69期定時株主総会を開
催し、209名の株主様にご来場いただきました。総
会会場に隣接した株主様用の休憩室では、プライ
ベートブランド商品や販売車両を展示し、車検の取
り組みなどに関してパネルでご紹介しました。ま
た、総会終了後、社長をはじめ各取締役が株主の皆
様と懇談するとともに、IR担当者によるミニセミ
ナーを開催し、株主様とのコミュニケーションを深
めました。今後も株主総会を株主様との対話の場
として、より発展させていきたいと考えています。

GPSカーナビを生んだカロッツェリアがプラッ
トフォームを全面刷新。地図の美しさ、高度な
ルート検索、早いレスポンスなどナビの基本性
能が大幅に進化。運転中の安全運転支援、駐
停車中のセキュリティ機能などを備え、定評の
ある音質もさらに向上した最新モデルです。

carrozzeria CYBER NAVI AVIC-CZ900-M

ETC料金を含むリアルタイムな交通状
況データと過去の膨大な情報からサー
バー上で最適なルートを検索

前方車両に接近しすぎると警告音ととも
に「前方注意」の表示。ドライバーの安全
運転をサポート

圧倒的な基本性能と独自の先進・安全サポート

クルマ本来のデザインの魅力を高め、大画面
化をリードしてきたアルパインのBIG Xシリー
ズに11型のモデルが登場。車種の空間にあわ
せた音質チューニングや車両サイズにあわせ
た駐車場に案内するなど車種専用モデルなら
ではの機能も搭載しています。

•ナビの基本性能の高さ
•充実したAV機能

ALPINE BIG X “11”シリーズ
（アルファード・ヴェルファイア専用モデル）

“車室内空間デザイン”でユーザーから高
い評価を獲得（写真はアルファードモデル）

車両のセンターアッパーボックスに装着
できるビルトインカーアロマ

11型大画面の車種専用モデル

ハイレゾ音源とは「高い解像度の音源」のこ
と。CDの約3.3倍から6.5倍以上の情報量を
持つ高品位なハイレゾ音源の再生をカーナビ
で初めて実現。スマートフォンなどの音源や動
画データをハイレゾ並みの音源に変換するこ
とも可能です。

KENWOOD MDV-Z702

次の交差点を簡単に確認できる「案内先
読みガイド」

業界初！ハイレゾ音源が再生できる

ハイレゾ音源の再生に対応し、録音スタ
ジオと同等の高音質を実現

•幅広い商品ラインアップ
•優れたコストパフォーマンス

市販カーナビの特色

2017年3月期 第1四半期オートバックス通信 Vol.565 6



「AQ. 視界を妨げないスモークサンバイザー」は透過性を持たせたグレー系のスクリーンを使用し
直射日光から目を守りつつ、しっかりと視界を確保することができます。
今回のプレゼントはコンパクトカーやセダンタイプの車向けのレギュラーサイズです。

視界を確保しながら、日差しや紫外線から目を守るサンバイザー

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） http://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　

（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
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

AQ. 視界を妨げないスモークサンバイザー

官製はがきに下記①～⑥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、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株主番号
⑥今後のオートバックスに期待していることなど
（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）

❶はがきでご応募 ❷WEBでご応募
▼下記よりアクセスしてください。
http://www.autobacs.co.jp/ja/ir/biz_report.php

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

応募方法

　応募締め切り ： 2016年10月15日（土）（はがきの場合は当日消印有効）　

〒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.56 プレゼント」係

宛先

②必要事項を記入の上送信

検索オートバックス　株主通信

チェックをするだけで、
有益な情報をお届けする
「IRメール配信サービス」に
登録できます。
ぜひご利用ください。

株主番号が必要です。
事前に「宛名台紙」または
「配当金計算書」をご用意
ください。

抽選で20名様にプレゼント


