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ココがオートバックス!

「車検が来るけど乗り継ごうかな。乗り換えのタイミン
グかな」そんなときはオートバックスにご相談ください。
車検・整備のお見積りとクルマの査定を同時に行い、比
較してクルマのこれからをご検討いただけます。乗り
換えのクルマのご提案も可能です。ぜひお気軽にご利
用ください。

車検のお見積りと
クルマの査定を同時に。
くらべてご検討できます。

カーライフアドバイザー

オートバックス海浜幕張店西岡 香織
にし おか か おり



費など経費低減に努める一方、ロジスティクスセンターの改修費
用が増加した結果、営業利益は前年同期比28.7％減少しました。
国内店舗子会社の売上高は、前年同期比0.7％減少したもの
の、これまでの在庫の効率化、粗利率の改善、経費の効率化の
取り組みに加え、第3四半期に前年比では売上が回復したことに
より、営業利益は前年同期から大幅に改善し黒字となりました。
これらの結果、当社グループの当第3四半期累計の連結業
績は、売上高は前年同期比2.5％の減少、売上総利益は同
2.7％の減少となりました。販管費は前年同期比0.2％減少し、
営業利益は同18.0％の減少、親会社株主に帰属する四半期純
利益は同13.2％の減少となりました。

中期的な戦略の取り組みについて
昨年10月に発表した中期の経営方針に基づき、当第3四半期に

て新たな業態の実験など、いくつかの新しい施策を開始しました。
国内オートバックス事業では、「新しいマーケットと新しい業
態の開発」に向け、ガソリンスタンドを主とした新しい形態の店
舗を出店しました。また陳列方法を大幅に変更し、取付作業を
予約制にするなど、お客様の利便性を重視した店舗を2店舗出
店しました。車検では、法令遵守とお客様へのサービス均質化
を目的に車検の受入点検マニュアルを整備し、店舗への指導
を進めています。車買取・販売では、買取専門業態である「オー
トバックス車買取専門店」を昨年3月以降合計6店舗出店し、車
両買取を推進することで利益の改善を図っています。
海外事業では、既存店の収益改善を図るとともに、現地パー

トナーとの提携も含めた小型店の検証を進める一方、各国に
おける卸売ビジネスの体制整備などを進めています。
新規事業では、栃木県内でBMW正規販売店などを5拠点
運営する株式会社モトーレン栃木の株式を100％取得し、
BMWディーラー事業全体の収益改善を図っていきます。

国内オートバックス事業の営業動向
2017年3月期第3四半期（累計）の国内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1.1％の減少、全店
0.1％の増加となりました。
「カー用品販売」は、注目度の高いドライブレコーダーなど
の品ぞろえを強化し、また、社会的な問題として認知が広がり
つつあるアクセルとブレーキの踏み間違いによる事故を防
止する装置「ペダルの見張り番」をメーカーとの協力により発
売し、お客様から注目を集めました。さらに冬季商品の需要
増加を見込んだ販売促進施策の強化に加え、11月に東日本
を中心に降雪があり、冬季商品の販売が好調に推移しまし
た。アクセサリー、カーナビゲーションの売上は依然厳しいも
のの、タイヤ、オイル、バッテリーなどは回復傾向にあります。
「車検・整備」は、車検を受けていただいたお客様向けのサー
ビス「安心３つ星補償」の提供を開始し、認知度を高めるテレ
ビコマーシャルを全国規模で実施しました。加えて9月以降
は車検対象の車両台数が増加してきたこともあり、車検実施
台数は前年同期比4.3％増加の約44万8,500台となりまし
た。「車買取・販売」においてもテレビコマーシャルを実施し、
各店舗の買取強化で買取台数が増加したことで、総販売台数
は前年同期比8.1％増加の約20,900台となりました。

2017年3月期 第3四半期（累計）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4.3％減少となりました。第3四半期の降雪に伴
い冬季商品の売上が増加したものの、累計では国内店舗でタイ
ヤ・ホイールやアクセサリーなどの売上が減少し、FC加盟法人店
舗の在庫効率化を進めたこともあり、店舗への卸売も減少しまし
た。また、これらの商品群の粗利率低下などにより、売上総利益
率が前年同期の21.0％から20.3％に低下し、販管費は広告宣伝

新たな中期経営方針に
基づく施策を具体化し
改革を着実に進めます。
2017年3月期第3四半期は、前年同期と比較し減収
減益となったものの、国内オートバックスチェン全店
の売上がプラスに転じ、国内店舗子会社の業績が黒
字化するなど、これまでの取り組みの成果が表れ始め
ました。また、昨年10月に発表した経営方針のもと、
新業態の実験などの施策を開始しました。新たなオー
トバックスの実現に向け施策を具体化し、グループ一
体で改革に取り組んでまいります。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のご支
援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

（百万円）
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親会社株主に帰属する四半期純利益／株主資本当期純利益率（ROE）
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売上高 1,606億87百万円 前年同期比 2.5％

億

親会社株主に
帰属する
四半期純利益 46 50百万円 前年同期比 13.2％

営業利益 61億59百万円

2017年3月期 第3四半期（累計）の連結業績

売上高

22017年3月期 第3四半期
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オートバックスでは、2016年3月より、これまでオートバックス店舗
を出店していなかった都市部を中心に「オートバックス車買取専門
店」を出店。お客様との接点を多くもつことで、買取の拡大を図っ
ています。こうした車の買取強化により、多くの車のなかから、お客
様にとってより魅力のある優良車両を確保し、車販売の拡大へと
結び付ける好循環を生み出していきます。
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車販売台数※／カーズ加盟店舗数の推移 ■車販売台数　●カーズ加盟店舗数
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※国内オートバックスチェン全体の売上高。新車・中古車の総計。中古車は個人のお客
様への販売、オートオークションなどへの業者間販売を含む。
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車買取・販売の強化特集 車買取強化の取り組み

「クルマを売るのも、オートバックス」を目指し、お客様の利便性を向上

カーディーラーや買取専門店・中古車専門店とオートバックスの大
きな違いは、お客様の来店頻度の高さです。その強みを生かして、
お客様が来店時に気軽にいまの車の価値を知ることができる査
定サービスを強化しています。お買物の間に査定が完了し、「5日
間の査定価格保証」で安心して検討できるメリットなどにより、お客
様の評価を得て、買取台数の着実な増加に結び付けています。

「オートバックス車買取専門店」
は、車の買取に特化。ご来店いた
だいたお客様はもちろん、お客
様のご自宅やお勤め先などに出
張しての査定・買取も行います。

•尾山台店（東京都世田谷区）
•大橋店（福岡市南区）
•松原店（東京都世田谷区）
•小金井店（東京都小金井市）
•成城学園前店（東京都世田谷区）

テレビCMでは「カーライフ会議」と
いう設定で、「査定＝売却」と考える
ドライバーに、オートバックスなら
「査定だけでも大丈夫」というメッ
セージを発信しています。

テレビCMは下記からご覧いただます

お客様の来店頻度の高さを強みに
来店時に気軽に利用できる査定サービスを提供

買取の強化により、優良車両を確保し
より魅力ある販売サービスへ

より気軽にお車の価値がわかり
乗り換えしやすい環境を整え
お客様の支持を高めています。
オートバックスは、お客様のカーライフを支援する利便性の高い店舗・サービス
の実現を通じて、収益の拡大を目指しています。その一環として強化を進める
「車買取・販売」では、お客様がより気軽にお車の査定が受けられるサービスの
強化をはじめ、「車買取の強化」を中心に、施策を展開しています。

より気軽にお車の価値がわかり

お客様の支持を高めています。

査定Dr.による査定の様子

査定Dr.導入前 査定Dr.導入後

車買取専門店の外観（写真は万場山店）

査定Dr.のタブレット端末と膜厚測定器

特許を取得した車買取査定システム
「査定Dr.」で信頼性とスピードを両立

車買取専門店の出店状況（2017年2月末現在）

オートバックス車買取の特徴
査定時間の短縮

約50分 約30分
5日間の

査定価格保証
全国統一基準の
査定お見積り

ゆっくり、安心してご検討いただけます！

車検の同時見積りや
お乗り換えの提案も

Special Contents

1

2

ドクター

「価格が店によって異なるのはなぜ？」というお客様の声に応え、
高精度の査定を実現したのが「査定Dr.」です。特に経験と勘に
頼っていたボディの補修を、膜厚測定器を用いて判別し、短時間
で適正に車の状態を把握。どのスタッフが査定を行っても同じ査
定金額が算出される仕組みを確立しました。また「査定Dr.」を使
用した査定方法において2015年10月に特許を取得しました。

ドクター

ドクター

オートバックスは、お客様のカーライフを支援する利便性の高い店舗・サービス
の実現を通じて、収益の拡大を目指しています。その一環として強化を進める
「車買取・販売」では、お客様がより気軽にお車の査定が受けられるサービスの

都市部を中心に「車買取専門店」を出店し
出張査定・買取にも対応

オートバックスの車買取・販売が全国規模の取り組み体制を整
えたことを受け、全国ネットのテレビCMをはじめ、店頭におい
ても、積極的に査定サービスをご案内し、お客様の認知・利用の
拡大を図っています。

3 テレビCMをはじめ
コミュニケーションの強化で認知を拡大

230 230
173

23.1 23.9

244
359 45118.4

http://www.autobacs.com/static_html/shp/2016cm-cars/top.html

検索オートバックス　車買取

おまたせ
しません！

※新車・中古車の総計。中古車は個人のお客様への販売、オートオークションなどへの
業者間販売を含む。業者間販売により、在庫車両を適切にコントロールしています。

•万場山店（名古屋市緑区）
•茨木西店（大阪府茨木市）
•荻窪店（東京都杉並区）
•豊田浄水店（愛知県豊田市）
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Facebookアカウントをお持ちの方は、右の
QRコードもしくは下記アドレスよりアクセス
いただき、ぜひフォローをお願いします。

オートバックスグループのCSR活動をより多くの
方に知っていただくために、Facebookを開設し
ました。当社グループのCSRポリシーにある「お客
様」「地域社会」「クルマ文化」「環境・人権・多様性」
「ステークホルダー」の5つに関するさまざまな取
り組みやメッセージを発信していきます。オート
バックスに関わるすべての方へ、CSRの取り組み
をタイムリーにお伝えしていく予定です。

安全な
距離

運転が苦手で、前の車に追突しそうになることも…

前方衝突警告 車線逸脱警告 発進遅れ警告

自車と前方の車との距離を
検出し、安全な距離が保た
れていない場合に警告音で
お知らせ

時速60km以上で走行中、
現在の車線からはみ出して
しまった際に、警告音でお
知らせ

信号等で自車が停止中、前
方の車が発進し、自車の発
進遅れを検出した場合に、
警告音でお知らせ

ドライブレコーダーが運転を支援。車間距離の
接近などを警告アラームでお知らせします！

●万が一の事故の際、「FULL 
HD」を超える3メガの高解
像度録画を実現。
●最新のセンシングテクノロ
ジーを活用した「運転支援
機能」で安全・安心をサ
ポート。

KENWOOD DRV-610  DRV-410 DRV-610
本体：22,963円
（税抜）

※工賃は、別途
　必要です。 DRV-410

本体：21,112円
（税抜）

ピピ ピピピピ
ピピ

第29回
日刊自動車新聞
用品大賞2016
準グランプリ受賞 

アクセル
ペダル
ON

1

センサーが
異常検知

2
発進
しない

3

オートバックス
専売商品

疲れているときなど、ついウトウトすることも…

トピックス

オートバックスグループ内のＣＳＲ関連の
取り組みをFacebookで発信

第     回

A
Q

12

アクセルとブレーキの踏み間違いによる
誤発進を防ぐ商品などが
お客様の注目を集めています。

安全運転に役立つ最新のアイテムは？

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

お知らせ

ペダルの見張り番は大変ご好評をいただいており、現在一部の店舗
で品切れ中です。３月末には十分な数を供給できる見込みであり、ネッ
トショップ「autobacs.com」からもご購入いただけます。商品の紹介
動画や適合もご覧いただけますので、ぜひご利用ください。

近年、高齢者の方や運転に不慣れな方がアクセルペダルとブ
レーキペダルを踏み間違えて、事故に至るというニュースが
大きく取り上げられ、耳にする機会が増えています。オート
バックスでは、こうした誤発進事故を防ぐ、後付けが可能な装
置「ペダルの見張り番」を昨年12月に発売し、多くのお客様か
らご相談・ご購入をいただいています。また、居眠り運転を防
止するのに役立つ機器や、車間距離の近接などをアラームで
お知らせする最新のドライブレコーダーも登場しています。
オートバックスでは、今後もドライバーの皆様の「安全・安心」
をサポートする商品の品ぞろえを拡充していきます。ぜひ店
頭でお確かめください。

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！

金子 有貴　

踏み間違いの急発進事故。私も心配…

●発進時などにブレーキとアクセルを踏み間
違えて、アクセルを強く踏み込んでも車が
急発進しません。
●後退時の踏み間違いによる急発進も抑制。
●軽自動車からミニバンまで、国産車100車
種以上に対応。
●1年間の交通事故傷害保険を付帯。

ミラリード「ペダルの見張り番」

停止時および10km/h未満
で走行中、誤ってアクセルを
強く踏み込んだ際に、車両側
の車速・ブレーキ信号を検知
し、アクセルを踏み込んだ量
を電気的に制御して、誤発進
を防止します。また、アクセル
とブレーキが同時に踏まれ
た場合、ブレーキ動作を優先
する機能も備えています。

ペダルの見張り番の仕組み

本体、取付部品、取付工賃込：
39,999円（税抜）

発進時や徐行時に、誤ってアクセルペダルを
踏み込んでも急発進を防止します！

ドライバーの目の動きや状態を検知して
居眠り運転を警告アラームでお知らせします！

●CMOSイメージセンサーカメラを搭載。
●目の動きや状態をリアルタイムで感知
する高性能アルゴリズムで、居眠り運
転やわき見運転時に、警告アラームと3
色LED表示で注意喚起。
●赤外線LEDを搭載し、夜間運転やサン
グラス着用時にも対応。

KEIYO 居眠りウォッチャー 
ひとみちゃん AN-S018 

本体：17,999円（税抜）

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！　

※本紙面の各商品は、ドライバーの運転を支援するもので、すべての条件において動作する
ことや、事故を未然に防ぐことを保証するものではありません。

http://www.autobacs.com/static_html/spg/pedal_mihariban/top.html

検索オートバックス　見張り番

急激なアクセルの
踏み込みを検知して
誤発進を抑制します

車の発進を抑制

アクセルを
急激に踏み込む

本製品 車

https://www.facebook.com/autobacs.seven/
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トランクや後部座席に設置して、買物袋・小物などの収納や整理に便利です。
4段階のサイズ調整が可能で、不要な際は折りたたむこともできます。
裏面のマジックテープが横ズレを防止し、付属のベルトを使用すれば転倒も防げます。

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

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 ： 2017年3月21日（火）（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.58 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

ボンフォーム　ユーティリティ 収納ボックス

抽選で10名様にプレゼント
荷物の収納や整理に便利なユーティリティ収納ボックス

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。


