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・こちらのデータはフランチャイズ加盟法人の運営する店舗を含むオートバックスグループの小売売上であり、当社連結および単独の売上高とは異なり、会計監査人による監査は受けておりません。

・最新データにつきましては、速報値となっています。尚、過去に遡って調整が入る場合もございます。

・「全業態」は、オートバックス（Smart＋1、オートバックスガレージ含む）、スーパーオートバックス（A PIT AUTOBACS含む）、オートバックスセコハン市場、オートバックスエクスプレス、オートバックスカーズです。

・土日祝日日数について、年末年始（12月29日～1月3日）は土日祝日日数としてカウントしています。

合計

2020年10月度　（特に記載がない場合は前年同月比は既存店ベースの数値）

【概況】前年同月売上比は既存店ベースで+25.0%、全店ベースで+24.6%。（前々年同月売上比：全店ベース+5.0%）

売上増減要素：①売上高は、前年同月の消費増税およびタイヤ値上げによる売上減の反動もあり、大幅前年超え。前々年比でもプラス。②土日祝日日数、前年比１日減。

【商品別】タイヤ・ホイール：前年同月の消費増税およびタイヤ値上げによる売上減の反動により、金額・数量ともに大幅前年超え。前々年比では金額・数量ともに若干マイナス。カーエレクトロニクス：前後2カメラタイプのドライブレコーダーが好調

で、金額・数量ともに前年超え。前々年比でも金額・数量ともに大幅プラス。オイル：PBおよびNBともに好調で金額・数量ともに前年超え。前々年比でも金額・数量ともにプラス。バッテリー：アイドリングストップ車用バッテリーが継続的に好調で金

額・数量ともに前年超え。前々年比でも金額・数量ともにプラス。アクセサリー：フロアマット、芳香剤、携帯関連など車内用品が好調で、金額・数量ともに前年超え。前々年比でも金額・数量ともにプラス。メンテナンス：継続してエアコンフィルターが

好調。またジャッキやチェーンなど冬期商品が好調で、金額・数量ともに前年超え。前々年比でも金額・数量ともにプラス。カーリペア：車を利用する機会の増加により、引き続き車内外の清掃用品が好調で金額・数量ともに前年超え。前々年比でも金額・

数量ともに大幅プラス。サービス：前年の増税による大幅売上減を要因として、サービス全般にわたり大幅前年超え。車買取・販売：中古車・新車・業販ともに金額・台数が前年超え。特に業販が好調で前々年比でもプラス。
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