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ココがオートバックス!

自動車整備士をはじめ
とした技術スタッフが
お客様の安心を支えます。
オートバックス車検は、車検後の2年間、10のメンテナンス
メニューの無料提供や車検後1年間、
タイヤ・窓ガラス・バン

パーの損傷を一定額補償する
『安心３つ星補償』などサー
ビスの拡充をしていますが、安心を支えるのは何よりも
「人」
。国家資格を持つ自動車整備士3,400名をはじめとし
た技術スタッフが大切なお車の点検・整備を行い、お客様
の安心と信頼にお応えしています。
カーライフアドバイザー
ひら

の

だい

ち

平野 大地

スーパーオートバックス京都ワウワンダーシティ
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2018年3月期 第1四半期の業績報告

セグメント別の営業概況

タイヤ値上げに伴う駆け込み需要や

■ 国内オートバックス事業

車検・整備の好調により
増収増益となりました。

売上高

421億34 百万円
24億72 百万円

売上高
セグメント
利益

代表取締役 社長執行役員

■ 海外事業

前年同期比 0.7％増
前年同期比 5.1％減

当第1四半期の国内オートバックスチェン全体の売上高は、

当社グループは、当期（2018年3月期）より3ヵ年計画

2018年3月期 第1四半期の連結業績

セグメント
利益

21億27百万円
-1億51百万円

前年同期比 10.0 ％増
前年同期と同水準

フランスでは、景況感が回復傾向にあり、タイヤ販売を切
り口としたピットサービス売上の増加などで損失が縮小しま

前年同期比で既存店5.6％の増加、全店5.1％の増加となりま

した。シンガポールでは、
ピット売上の一時的な減少で利益が

した。国内タイヤメーカー各社のタイヤ値上げに伴う駆け込

減少しましたが、
カーシェアリングの車両に対するサービス

み需要に対応し、
店舗の販売体制や品ぞろえを強化しました。

事業などを開始し将来の収益基盤強化に努めました。タイで

「2017中期経営計画」
を開始しました。当第1四半期において

当第1四半期における国内の自動車関連業界の動向は、新

また、
当社から店舗への仕入原価率を低下させ、
フランチャイ

は、小型店の来店客数が安定し、計画に沿った店舗運営が行

は、国内オートバックスチェン全体の売上が、前年同期と比較

車販売台数や中古車登録台数は回復傾向にあるものの、
消費

ズチェン加盟法人の販売力を強化したことなどにより、
「カー

われていますが、収益への影響は現段階では軽微です。

し増収となり、当社グループの連結業績も増収増益を達成し

者のカー用品に対する購買意欲の改善にまではいたっていま

用品販売」
が好調に推移しました。
「車検・整備」
では、
事業環境

ました。また、
クルマに関わるライフスタイルを提案する新た

せん。このような状況のもと、当社グループは
「2017中期経

として車検対象車両が増加し、店舗での継続的なご案内も寄

なブランドを立ち上げるなど、
お客様へ新たな魅力・価値を提

営計画」
に基づき
「国内オートバックス事業の再生」
と
「将来に

与し車検実施台数は前年同期比13.2％増加の約15万4,800

（詳細はp3-4をご参照ください）
供する取り組みを進展させました。

向けた成長ドライバーの育成」
を軸に、
収益の拡大と資産効率

台となりました。
「車買取・販売」
では、新たなテレビコマーシャ

お客様のクルマ生活をもっと楽しく豊かにする
「プロフェッ

の向上のための施策に注力しました。その結果、
当第１四半期

ルの展開や各店舗の買取強化で買取台数が増加した結果、
国

ショナル」
で
「フレンドリー」
な存在を目指して、
これからもグ

の連結業績は、
売上高は前年同期比5.1％の増加、
売上総利益

内オートバックス事業の販売台数は前年同期比4.6％増加の

車買取事業は、車買取専門店などの店舗数増加で中古車

ループ一丸となって変革に挑戦してまいります。投資家の皆

は同3.2％の増加、販管費は同2.0％の増加となり、営業利益

約5,900台となりました。これらの結果、国内オートバックス

の買取台数が増加した結果、業者向け販売台数は約800台

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

は前年同期比96.9％の増加となりました。親会社株主に帰属

事業は増収となりましたが、
タイヤ・車買取のコマーシャルや

(前年同期比204.5％増)となったものの、経費が先行して発

りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

する四半期純利益は前年同期比42.7％の増加となりました。

車検の販売促進強化などで経費が増加し、
減益となりました。

生しています。輸入車ディーラー事業は、2017年１月に株式

■ 車・ディーラー・BtoB事業
売上高
セグメント
利益

73億10百万円
-3億66百万円

前年同期比 33.4％増
前年同期は -1億53 百万円

取得した株式会社モトーレン栃木の店舗数の増加で売上が
売上高

499億82百万円

前年同期比 5.1％増
■ 第1四半期 ■ 通期

（百万円）
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49,095
2016.3

47,549
2017.3

49,982

6,403

2018.3

6,701

5,829

7,000

3億円

前年同期比 42.7％増

968

180

354

-185
2015.3

2016.3
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増加し順調に推移。BtoB事業は、主にEコマースの売上が増
加したものの、将来の事業拡大への経費が増加しました。

■ 第1四半期 ■ 通期
（百万円）

6,000
4,000

0
-2,500

親会社株主に帰属
する四半期純利益

■ 第1四半期 ■ 通期

2,500

100,000

前年同期比 96.9％増

（百万円）

7,500

204,033

3億54百万円

営業利益

4,609

5,200

4,371
3,015

156
2015.3

582
2016.3

経営資源の配分および業績評価について、当期を初年度とする
「2017中期経営計画」
に合わせ管理区分に変更しました。それに伴
い、報告セグメントを
「国内オートバックス事業」
「 海外事業」
「 車・

2,000
0

報告セグメントの変更について

210

300

2017.3

2018.3

ディーラー・BtoB事業
（2017中期経営計画の
「新規事業」
に相当）
」
「その他」
に、当第1四半期より変更しました。

2018年3月期 第1四半期
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オートバックス・スーパーオートバックス店舗で展開するJACK&MARＩEから派生したプライベートブランド

特集

ライフスタイル提案型商品のご紹介

お客様のカーライフをもっと楽しく、豊かにするために。当期に立ち上げた新たなプライベート・ブランド商品をご紹介します。

「Café × Nature × Car life」
をオシャレに楽しむ。
カーライフスタイルブランド
「JACK&MARIE」

心躍るカーライフを 車内も出先もカッコよく
「JKM（ジェイ ケー エム）」
は、
「 JACK&MARIE」の世界観で

ジライフにもこだわりを持ちたい方に向けた商品ブランドです。

も出先もカッコよく」
をテーマにした商品ブランドです。クルマで

JACKの父親、整備工のGORDONが愛するクルマとガレージの

出掛けるときに役立つグッズや、インテリア、
フレグランスを軸

ためにそろえたアイテムをコンセプトに、機能はもちろん、デザ

に、
クルマのライフスタイル提案を行います。

インなどにもこだわったアイテムをラインアップします。

ストラリアのパースを舞台に、
オーストラリア人男性のJACKと、

「積み込む」
「移動中も妥協しない」
「車中泊」
「サイトでCaféスタイ

アウトドアを楽しむお気に入りの道具や荷物をオシャレに整理し運べるアイテムを
提案。
（写真左：折りたためる取っ手付きコンテナ、右：Chill Out Design キャンバ
ストートバッグ
（LL）
）

ル」
の
“5つの心躍るシーン”
を提案します。2017年6月に日本最
オープンし、バッグやフレグランスをはじめ、収納・整理整頓グッ

VOICE

ズや家でもアウトドアでも使える家具などを販売しています。
JACK&MARIEの商品はZOZOTOWNでご購入いただけます。
また、公式インスタグラムも展開していますので、ぜひご覧ください。
http://zozo.jp/shop/jackandmarie/

3
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@jackandmarie_oﬃcial

JKMの商品は一部のオートバックス・スーパーオートバックス店舗でご購入
いただけます。詳しくは、下記のブランドページをご覧ください。
http://www.autobacs.com/static_html/shp/jkm/top.html

大級のファッション通販サイト
「ZOZOTOWN」
に第1号店を

車内やお気に入りの部屋にかけて使えるエッグフォルムのフレグランスタグ
（写真
左）
をはじめ、
カーライフやアウトドアのシーンを彩るさまざまなアイテムをそろえ
ています。

シャンプー
（写真左）
や
スポンジ
（写真中央）
、
簡易コート剤
（写真右）
は洗車のトップブラン
ド
「シュアラスター」
と
のダブルネームで展
開。

車内コーディネートが
楽しめる商品
（写真左：
防水シートカバー 中
央：シングルクッション）
や出先で役立つフリー
トートバック
（写真右）
などをラインアップ。

フスタイルを提案する日本初の商品・店舗ブランドです。西オー

life」
をコンセプトに、
アウトドアライフを楽しむ方へ、
「パッキング」

「GORDON MILLER
（ゴードン ミラー）
」
は、愛車とともにガレー

ある
“5つの心躍るシーン”
を踏襲し、
「心躍るカーライフを 車内

「JACK&MARIE
（ジャック アンド マリー）
」
は、
クルマを通じたライ

日本人女性のMARIEがこよなく愛する
「Café×Nature×Car

心躍るガレージライフを 愛車も自分もご機嫌に

担当役員の声

取締役 専務執行役員 オートバックス事業企画統括

GORDON MILLERの商品は一部のオートバックス・スーパーオートバックス
店舗でご購入いただけます。詳しくは、下記のブランドページをご覧ください。
http://www.autobacs.com/static_html/shp/gm/top.html

小山 直行

「2017中期経営計画」
では、ライフスタイル提案型の商品・サービス・業態の開発を通じて、新しい価値を提供し、
お客様の来店を促進することをテーマのひとつに掲げています。今回立ち上げた3つのブランドはその取り組み
の一環です。今後、
「JACK&MARIE」
は人気の商業施設などへの店舗出店を計画し、
「JKM」
「GORDON MILLER」
は既存の各店舗で展開していきます。商品ラインアップも拡大していきますので、今後の展開にご期待ください。

2018年3月期 第1四半期
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14回

教えて！カーライフ相談室 第

こちらで紹介した商品以外にもオートバックス店舗では
車中泊、アウトドア関連の商品を多数取りそろえています。
また、ネットショップ「AUTOBACS.COM」
でも購入いた
だけますのでぜひご利用ください。

Q車中泊がしたい。何を準備したらいい？
1～2泊の車中泊で
あると便利な商品をご紹介します。

A

車中泊では、睡眠に適した快適な居住空間をつくることが最
も大切です。シートを倒してフラットな空間をつくれる車でも
凹凸があるため、そのまま眠るのは難しいもの。クッションや
毛布で凹凸を埋める方法もありますが、
エアベッドがあると便

クレトム ピロー付き
かんたんエアーベッドダブルL KA60

利です。防犯やプライバシーの確保、
日差し対策にカーテンも
必須アイテムです。また、ルーフボックスやインテリアバーな
どを使うと、荷物をすっきり収納でき、居住空間の確保に役立
ちます。シガーソケットもぜひご活用ください。お湯が沸かせ
るポットや家電製品の電源に変換するDC/ACインバーター

オートバックス

快適な居住空間をつくる

車 内に敷くだけ の ダ ブ ル サ イズ の エ
アーベッド。空気を入れる量によって大
きさの調整が可能です。表面は肌触り
のよい起毛仕上げです。

カーメイト
テーブル ステアリング取付 CZ325
ハンドルにかぶせてとめるだけ。着脱簡単なテー
ブル。お弁当や大型カップ麺も置けます。携帯電
話などが入れられるメッシュポケット付き。

トピックス

オートバックスのカーライフサポート

カーライフの素朴なギモンに社員がお答えします！

検索

http://www.autobacs.com

たくさんの荷物をすっきり収納

5,999円
（税抜）

※取り付けには別売りのベースキャリアが必要です

クレトム インテリアバー KA30
車内のアシストグリップに取り付けることで、ハン
ガーを吊るすことができます。ワンボックスなどの
大きい車で2本使用すれば、車内に釣竿を保管す
ることも可能です。

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。
所有株
100株～299株
300株～999株

ミラリード
美白簡単カーテン3 B89-404
車内のプライバシーの保
護に。吸盤で窓に貼り付
けるだけの簡単取り付け
タイプのＵＶカットカーテ
ンです。2枚セット。

電化製品で快適度UP !
セイワ ボトル電気ケトル Z60
シガーソケットに差し込んで車内でお
湯が沸かせ、
コーヒーやカップ麺など
がつくれます。
ド
リンクホルダー
に入るので走行
中も安心です。
容量約480ml。
3,399円
（税抜）

オートバックス通信 Vol.60

http://www.autobacs.com/guys/top.html

株主優待の内容

999円
（税抜）

999円
（税抜）
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WEBサイトなどで仕事ぶりを紹介し、ブランドイ

WEBサイトでは、
CM映像などをご覧いただけます。

私がお答えします！

吉村 萌

選出。AUTOBACS GUYSとして、テレビCMや

33,999円
（税抜）

参考にしてください。

スーパーオートバックス
京都ワウワンダーシティ

を体現するロールモデル
（模範となる存在）
を公募で

考で5名の整備士が選ばれ、
7月末から全国放映の

など、便利な商品がそろっています。ご紹介の商品は車中泊

カーライフアドバイザー

ループが目指す
「プロフェッショナル&フレンドリー」

テレビCMに出演しました。AUTOBACS GUYS公式

はもちろん、災害時の一時避難の際にも役立ちます。ぜひご

1,699円
（税抜）

全国の店舗で働く3,400名の自動車整備士から、
グ

メージの向上に取り組んでいます。第1回の公募・選

RV-INNO ルーフボックス BRQ55BK
大型ミニバンから軽自動車まであらゆる
車種にジャストフィット。荷物を積み込む
ことで、車内を広く使えます。キャンプ道
具やスキーなどのレジャーから買い物ま
で幅広く使用可能です。

AUTOBACS GUYS始動

大橋産業
DC/ACインバーター BAL 2802
消費電力120Wまでの家電商品
が車内で使用できます。USB端
子付きで、
2種
類の電源を同
時に使用可能
です。
2,799円
（税抜）

株主様ご優待カード
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）

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）

株主様ご優待カードの発送予定日
2017年9月30日現在の株主様
▶11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

なお、2017年8月30日に、2018年3月31日以降の株主優待制
度の変更についてお知らせいたしました。内容は別添
「株主優待
制度の変更に関するお知らせ」
をご覧ください。詳細につきまし
ては下記のページをご覧ください。
http://www.autobacs.co.jp/ja/ir/stockholder_faq.html
2018年3月期 第1四半期
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抽選で20名様にプレゼント
JKM 折りたためる取っ手付きコンテナ Lサイズ
折りたたみ式で取っ手付きだから、持ち運びに便利なカゴとしても、
収納するコンテナとしてもどんな場面でも気軽に使えます。※色はお任せとなります。

JKM 折りたためる
取っ手付きコンテナ Lサイズ

❶ はがきでご応募

❷ WEBでご応募

応募方法

▼下記よりアクセスしてください。

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、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

http://www.autobacs.co.jp/ja/ir/biz_report.php
検索

オートバックス 株主通信

⑤今後オートバックス通信で取り上げて欲しいテーマなど
（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）

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.60 プレゼント」
係

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

（はがきの場合は当日消印有効）
応募締め切り：2017年10月16日
（月）

株主メモ
事業年度
定時株主総会

毎年4月1日から翌年3月31日まで
毎年6月開催

同事務取扱場所

基準日

定時株主総会・期末配当
中間配当

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）

毎年3月31日
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

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関

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。

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

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。

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

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

植物油インキを使用
して印刷しています。

