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2013年4月1日から2013年12月31日まで

オートバックスのファンを１名でも多
く増やすために、常に笑顔と明るいお
声掛けを念頭に置き、お客様に親切な
接客・接遇を心掛けています。

カーライフアドバイザー
香取　武太 (カトリ ケンタ）
スーパーオートバックスかしわ沼南



株主・投資家の皆様へ

2014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」では、前年のエコ

カー補助金制度による新車販売好調の反動減に対応するため

に、タイヤを中心とした品揃えや販売体制などを見直し、店舗

における売上向上に努めました。しかし、カーナビゲーション

の単価下落、車内アクセサリーなどの需要低下によりカー用

品全体の売上は減少しました。

　「車検・整備」では、2013年10月よりインターネットでの

車検予約を開始し、車検実施台数は前年同期比1.4%増となり

ました。「車販売・買取」につきましては、販売体制の強化に

よる新車販売台数の伸長、買取査定の強化および店舗在庫の

充実による中古車販売台数の増加により、総販売台数は前年

同期比21.6%増となりました。なお、オートバックス・カー

ズ加盟店舗は2013年3月末の224店舗から265店舗に増加

いたしました。

　このような販売状況の結果、当第3四半期連結累計期間の連

結売上高は、前年同期比2.5%減少の1,782億97百万円、営

業利益は前年同期比5.7%増加の119億66百万円となりまし

た。また国内外の店舗の土地および建物に関わる固定資産減

損損失2億円を計上したものの、四半期利益は前年同期比

20.4%増加の79億90百万円となりました。

中期経営計画の進捗状況
　「オートバックス2010 中期経営計画」の最終年度として、

引き続き「店舗収益の改善」と「市場シェアの向上」に取り組

んでいます。

　店舗収益の改善につきましては、メンテナンス時期をお知

らせするチェックシートの配布、店舗近隣のお客様へのお買

得商品のご案内など、お客様にリピーターとなっていただく

ための活動に注力するとともに、定期的な商品研修によるス

タッフの知識およびスキル向上に取り組んでいます。当期の

最重要課題である店舗子会社の収益改善では、新たな人員配

置と商品の担当分野を超えた相互連携の導入により、店舗オ

ペレーションの効率向上を図っています。

　市場シェアの向上につきましては、当第3四半期末までにタ

イヤ専門館3店を含む21店舗を新たに出店し、中期経営計画

の初年度である2010年4月以降、累計で78店舗の出店を完

了しています。また、自社通販サイトの「AUTOBACS.COM」

やネットショッピングサイト「楽天市場」や「Amazon.co.jp」

の掲載商品数の拡大、および公式アプリのリニューアルを行

うなど、お客様の利便性向上に努めています。

　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。

2014年2月

代表取締役　社長執行役員

2014年3月期 第3四半期（累計）の連結決算概要

売 上 高 1,783億円 前年同期比    2.5%
営 業 利 益 120億円 前年同期比    5.7%
四半期純利益 80億円 前年同期比  20.4%



 

webダイレクト予約では・・・
・パソコンやスマートフォンなどから予約可能
・見積り予約や車検予約を確定 
・24時間365日予約受付対応が可能

Focus（フォーカス）

インターネットでの車検予約が可能に！
　当社では「車検予約（webダイレクト予約）」受付サー
ビスを開始し、パソコンやスマートフォン、タブレット
端末から24時間予約可能となりました。全国のオート
バックス・スーパーオートバックスの約350店舗にて本
サービスに対応しています。従来から実施のオイル交換
web予約に加え、車検もwebでのご予約が可能になり、
さらなるお客様の利便性の向上を目指します。

便利になったのはココ！

予約の流れ 

オートバックス車検web予約サイトはこちら　http://yoyaku.autobacs.jp/pit_reserve/shaken.php

オートバックス車検情報
サイトにアクセス

ご希望の店舗と作業日時、
車両の情報を入力 

店舗での見積り予約や
車検予約が可能

ken php

※ なお、従来から実施中の「各店舗への電話予約」や、「車検コンタクトセンター（フリーコール：0120-919-313）
での予約」も、引き続きお申し込みいただけます。　受付時間：AM10:00～PM6:00

1
STEP

2
STEP

3
STEP

QRコードはこちら

24h

従来の車検予約
・ 最寄りの店舗へ直接ご来店、もしくは電話にてご予約 
・ オペレーターが対応する「車検コンタクトセンター」
にご連絡 
・受付対応時間が限られている
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新規出店・個店力の強化を加速

2014年3月期第3四半期（10～12月）における新規出店実績

　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。

店舗名 開店日 売場面積 ピット台数
 オートバックス青森中央店（青森県） 2013/10/04 538㎡（162坪） 6台
 オートバックス静内（北海道） 2013/10/11 400㎡（121坪） 4台
 オートバックス秋田大曲店（秋田県） 2013/10/11 414㎡（125坪） 4台
 オートバックスエクスプレス伊予西条（愛媛県） 2013/10/18 1,520㎡（460坪）※ 9台
 オートバックスタイヤ専門館・松森店（宮城県） 2013/10/24 616㎡（186坪） 2台
 オートバックス木更津金田店（千葉県） 2013/11/14 807㎡（244坪） 11台
 オートバックスエクスプレス木更津金田店（千葉県） 2013/11/14 462㎡（139坪）※ ̶

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼

※ 敷地面積
（注）オートバックス木更津金田店、オートバックスエクスプレス木更津金田店は同敷地内にて展開
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（千台） 買取査定の特長
・専用の査定端末により全国一律の買取価格を提示 

・査定結果による買取価格を明確化（見積書※1の発行） 

・20～30分程度のスピード査定を実現

 魅力的な購入メリット 
・納車後のキズを修理保証する“ふっかつサポート”※2

・安心の基本保証（無償）※3＆安心プラス保証（有償）※4

・車両クリーニングと納車前整備点検を実施

・車両と同時購入でカー用品５%オフ

車販売・買取の拡大による個店力の強化
　当社グループは、「クルマのことならオートバックス」の実

現を目指し、車販売・買取からカー用品の販売やメンテナンス

に至るまで、お客様の豊かなカーライフをトータルにサポー

トしています。今後も全店舗での車販売・買取の実施に向け拡

大中です。

タブレット（多機能携帯端末）
による査定

お客様のおクルマ購入～買替までのカーライフをトータルでサポート

新車：
国産8大メーカーから選択
中古車：
約40,000台の在庫から選択

車販売台数の推移
（全店舗ベース）

車販売・買取ネットワークの拡大

クルマ
購入

ナビなど
装備品の
購入

オイル
交換など
のメンテ
ナンス

定期点検
タイヤな
ど消耗品
の交換

車検
・
整備

板金 クルマ
買替

※1 有効期限5日間 ※2 納車後3ヵ月以内、修理費最大3万円まで
※3 購入後3ヵ月または走行距離3,000kmまでの不具合を無料修理
※4 基本保証を最大3年間まで延長可

トワークの拡大

国内265店舗
（2013年12月末）

目標

国内全店舗
導入

（2015年3月末）

車販売
・
買取

カー用品 車検・整備

オートバックス・カーズが選ばれる理由



クルマを買ったらコレ！
あなたのクルマをキレイに・快適にカスタマイズ

　春は新車が最も売れる時期です。大切なおクルマを天候による汚れや、キズから守り、理想の空間にするため
にも、オートバックスでは、皆さんのおクルマのお手入れに役立つ商品やサービスをご用意しています。

星光産業 
EW–8　クリアガード2
498円※

ミラリード
4.8A 2ポートUSB付ダイレクトソケット
ST13-10 ブラック
1,780円※

オートバックス
AUTOBACS PRO　PH-08　カフェトレイベージュ
AUTOBACS PRO　PH-07　カフェトレイブラウン
各648円※

セイワ
コンパクトロッドポール　K231　シルバー
693円※

ボディアンダーコーティング

ドアエッジの接触やこすりキズ
を防止します。透明なのでどん
なカラーにも違和感なくフィッ
ト。ドアにはさみ込むタイプで、
取り付けもとても簡単です。

充電用USBを2ポート内臓
したダイレクトソケットで
す。USBケーブルを使用し
Apple/Androidの各端末に
合わせた2台同時充電も可能
です。

おクルマのドリンクホルダーに差
し込んで固定するだけで、食べ物
や飲み物を置くトレイとしてご利
用いただけます。紙ナプキンや
ティッシュペーパーを置く「ナプ
キンホルダー」が付いています。車
内のインテリアに調和できるよう
2色展開しています。

ポールの長さを調節でき、車幅も
把握しやすくなり車庫入れ時な
どに大変便利です。ポール部先端
は暗闇でライトブルーに発光し
ます。取り外し可能で洗車時も便
利です。

海水や潮風、冬場の凍結防止剤に
よるボディーの下回りのサビの発
生、進行を抑制します。施工時間
も短時間で済み、タイヤ交換など
の同時作業がお薦めです。

　2013年9月以降、新車・中古車を購入（または購入予定）の方
には、さまざまな商品がお得にお買い求めいただけるスペシャ
ルクーポンを配布しております。(クーポン配布期間：2014年
3月31日まで。クーポン使用期間：2014年5月31日まで。)

　詳しくはお近くの店舗スタッフまでお問い合わせください。

目立たず安心！ドアのキズ防止に 車内でもスマホを活用

ドライブ中の軽食にも最適
車庫入れも安心！光るコーナーポール

天候の影響を受けにくいクルマに

※ オートバックス標準価格　消費税5%込（2014年3月31日まで）

（注） 車種、年式およびおクルマの状態により作業工賃が異なり
ます。また一部の店舗では作業を行っておりません。詳し
くはお近くの店舗までお問い合わせください。



IR・広報部からのお知らせ

株主優待制度のよくあるご質問にお答えします

その他のご質問に対する回答や補足事項を「よくあるご質問」としてホームページに掲載しています。
http://www.autobacs.co.jp/ja/ir/stockholder_info_faq.html

QRコードはこちら

IRメール配信サービスのご案内

オートバックスセブンのニュースリリースや最新 IR情報をお知らせする IRメールを配信して
おります。IRメール配信サービスは、月に1回程度、月次情報や IRイベント情報、サイト更
新情報など、株主・投資家の皆様に有益な情報をお届けいたします。また、決算情報などに
つきましても、タイムリーにお届けいたします。皆様のご登録をお待ちしております。

QRコードはこちら

　前回に引き続き新しい株主優待制度に関して、多くの株主・投資家の皆様からご質問をいただいております。その中でも
特に多く寄せられたご質問についてご紹介します。

1ポイント1円換算で、オートバックスグループでの
お買い物にご利用可能です。具体的には、カー用品や
タイヤのご購入、オイル交換、車検の基本工賃・部品
代などにお使いいただけます。
（注） 車両購入・その他一部ご利用いただけない商品、サービスがご

ざいます。

Q1. Q2.「株主様ご優待カード」で何が買えますか？ すでにポイントアップカード会員※なのですが、「株
主様ご優待カード」のポイントと合算できますか？

店舗にてお手持ちのポイントアップカードへの統合
が可能です。（「株主様ご優待カード」は回収）
またポイントアップカード会員ではない株主様も新
規入会申込書にご記入いただければ「株主様ご優待
カード」をポイントアップカード会員として登録が可
能です。また、ご登録いただければwebなどでポイン
ト残高が確認できます。

Q3. Q4.「株主様ご優待カード」は家族などに譲渡できますか？ 旧株主優待の「株主ご優待券（300円値引）」と「株主
様ご優待カード」は併用可能ですか？

無記名で発行しておりますので、ご家族ご友人
にお譲りいただくことは可能です。
（注） ただし、ポイントアップカード会員登録後は譲渡不可

可能です。同時利用される場合、「株主様ご優待
カード」のポイントをご利用後の残額に対し、株
主優待券をご利用いただけます。
詳しくは下記ホームページをご参照ください。

当社ホームページよりご登録いただけます。
http://www.autobacs.co.jp/ja/irmail.html

※ 「ポイントアップカード会員」：お買上げ金額100円ごとに1ポイント加算され、貯まったお買物ポイントは1ポイントにつき1円分としてご利用が可能。年会費・継続料ともに無料です。



抽選で各種20名、合計40名様にプレゼント！

車内が快適なカフェスペースに大変身
「AUTOBACS PRO カフェトレイ」

応募要項

官製はがきに下記①～⑥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。⑥ご希望のカフェトレイの色
（ベージュもしくはブラウン）をご記入下さい。
（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.46　プレゼント」係

応募締め切り

2014年3月24日（月）（当日消印有効）

カフェトレイはロングドライブでの楽しみのひとつである車
内での軽食時に大活躍します。色は車内のインテリアに合わ
せやすいベージュとブラウンの2種類をご用意しました。

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。

株主様ご優待カードの発送予定日
●  9月30日現在の株主様 …… 11月下旬～12月上旬発送
●  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、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。

株主優待の内容

所有株数 株主様ご優待カード
100株～299株 3,000ポイント　（  3,000円分のお買物）
300株～999株 7,500ポイント　（  7,500円分のお買物）

1,000株～2,999株 10,000ポイント　（10,000円分のお買物）
3,000株以上 15,000ポイント　（15,000円分のお買物）

株主優待のご利用可能な商品・サービス

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、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
カードを送付する際の案内をご確認ください。

　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

株主様ご優待カード

ベージュ

ブラウン


