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(注) 公開版につきましては、数値等を一部非公開にしておりますことをご了承願います。



事業所概要
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屋号 M’s AUTO（エムズオート）

所在地 〒520-0241 滋賀県大津市今堅田2丁目7-17

創業 平成16年4月

代表者 森内 智弘

従業員数 1名 （パート・アルバイトスタッフ）

電話 / FAX 077-573-2835 / 077-573-3645

WEBサイト http://www.msauto-japan.com/

事業内容

 新車・中古車販売（オートローン取り扱い）
 車検、整備、鈑金・塗装
 自動車部品販売・取り付け、ガラスコーティング
 日新火災海上保険株式会社代理店

営業許認可・資格等  古物商許可 （許可番号 ：滋賀県第60103H150003）

加盟団体等  滋賀県倫理法人会（びわこ近江富士倫理法人会）



代表からのご挨拶
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平成16年4月に大津市今堅田でM’s AUTOを開業いたしました。
開業当時は限られた資金の中で仕事をする厳しさや難しさに直面し、店頭に展示

する車も数台しか並べることができませんでした。それでも多くの良いお客様に恵ま
れ、平成26年4月におかげ様で10周年を迎えることができました。

そこで開業してから10年の節目でもありましたので、今までのM’s AUTOの仕事内
容を分析して、M’s AUTOの強み・弱みを把握し将来の方向性を決めることができる
ようにと、この度、知的資産経営報告書という形でまとめていくことにしました。

報告書を作成していく過程で、次第に課題も出てきました。今後の問題点を見直し
良い商品・サービスをお客様に提供できるようにいたします。

車を通じてお客様の喜ぶ顔が見たい。
それがM’s AUTOの原動力です。

「M’s AUTOに頼んで良かった！」
「これからも頼むわ！」

と思っていただけるよう、これからも努力してまいります。 M’s AUTO（エムズオート）
代表 森内 智弘

年 月 内容

昭和50年（1975） 12 • 誕生

平成6年（1994） 3 • 滋賀県立守山北高校卒業 （野球部出身）
 車関係の仕事に携わるようになったのは、高校3年の時に守山市のガソリン

スタンド（GS）でバイトしたのがきっかけ

平成6年（1994） 4 • 日産京都自動車工業専門学校（現 日産京都自動車大学校）入学
 日産プリンスから推薦を受けて入学
 高校から引き続きGSでバイト

平成7年（1995） 5
6

• 上記専門学校 中退
• バイト先のGSで正社員として採用
 ユーザー車検が盛んになってきてきたことから、車検の担当を任されるよう

に

平成9年（1997） • 大津市の堅田の某自動車販売店に就職
 GSのお客様だった方のお店で、車検の手伝いもするようになったのがきっ

かけ
 GSのお客様や地元の友人からも車に関する問合せが増えてきて、周囲に

自動車関係の同級生もいなかったことから、やってみようと決意

平成16年（2004）

《続きは沿革へ》

4

10

• M’s AUTO創業
 上記販売店の店舗、敷地、顧客を引き継ぐ形で創業
 資金もあまりなく、販売価格50万円以下の車や他店で不良在庫になってい

る車しか置けず、しかも店頭に置く車もせいぜい1台程度
 ローン会社も１社しか提携できていなかった

代表の創業までの経歴



年 月 内容

平成16年（2004） 4 • M’s AUTO創業

平成18年（2006） • 最大の資金難
 予期せぬ支出が重なり、預貯金がほとんど底をつく状態になる

平成19年（2007）
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• 金融機関の融資を受け難局打開
 某金融機関が営業に来られ、融資をしてもらえることになる
 これを機に、オークションや下取での買取が可能になり、販売価格50万円

以上（50～150万円前後）の車も、店頭に3台程度置けるようになる
 下取りが増え、オークションでの買取より、安く提供できるようになる

• 複数のローン会社とも提携可能に（現在、メインは2社）
• タイヤプロ栗東（(有)ヤマモト）様と取引開始

平成20年（2008） 7 • (株)オートランド161様と取引開始

平成21年（2009） 12 • F運送会社様からトラック車検の受注開始（トラック10台を管理）

平成22年（2010） 4 • 車検・修理におけるオートランド社への完全委託開始
 これまでは自身で陸運局に行く必要があり、店舗を留守にしがちであったが、

これにより、店頭滞在時間が増え、顧客対応に多くの時間を割けるように
なった。

平成23年（2011） 2 • 保険についての勉強を開始
 お客様が大事故をされたのを機に開始。
 これを機に、保険会社との交渉で、お客様の権利保護ができるよう保険や

賠償について学ぼうと思う。

3 • レンタカーの取扱いを開始
 車検や修理等でお客様のお車をお預かりする場合の代車として。
 それまでは、提携工場で代車を手配して頂いてたが、自店で手配すること

に。

9 • 損害保険、損害賠償等についての勉強を開始
 勉強会参加のため、大阪をはじめ東京、広島、仙台などの遠方にも月に数

回行き、見積書の書き方、保険会社との交渉の仕方などを学ぶ。
 お客様視点で修理の見積が出来るようになる。
 お客様視点

例） 右のライトを修理すると、既存の左ライトとの新旧バランス（美観的
バランス）が悪くなるので、両方を直す見積提案をして、保険会社との交
渉・協定も可能になった。

平成25年（2013） • BODY GARAGE IKEMOTO様と連携開始
 経営者向けの勉強会「戦略社長塾」で知り合い、お互いの価値観が合う。

平成26年（2014） 5 • 知的資産経営報告書を作成（10月完成）
 創業10年を迎え、自社を振り返り分析する。
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沿革 ～過去から現在～
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経営理念

車を通じて、お客様に笑顔を導くお手伝いをいたします。

『M’s AUTOは、お客様の感性に寄り添う笑顔のカーサポーター』

お客様に笑顔を導く
カーライフサポート

経営理念
価値創造
マネジメント

強み・知的資産
事業

顧客価値の提供

自動車販売
車検・修理
板金・塗装

各種パーツ販売

車を通じて、
お客様に笑顔を導く

お手伝い

M’s AUTOは、
お客様の感性に
寄り添う笑顔の
カーサポーター

価値創造ストーリー概要

信用できる
ネットワーク

協力先との
関係構築

説明力
車検証等では見えない情報の提供

下取り力
お値段以上の評価を頂く仕入

お値段以上の評価を頂ける源泉
お客様の笑顔の源泉

小規模ならではの
お客様対応

知識・ノウハウ
の学び

お客様との
信頼関係

情報発信

お客様の笑顔の源泉



車から始まるお付き合い トータルで貴方のカーライフをサポート
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事業内容

当店では単なるディーラーとお客様の窓口という形ではなく、新車販売をお客様との出会いのきっかけと捉
えております。お客様に「いいクルマ買えたわぁ～！」と言ってもらえるよう仕入にもこだわっています。
これから始まるお客様のカーライフのお伴をさせて頂けたらと考えております。

国産車や外車を問わず、各メーカーから車両を直接取り寄せておりま
すので、お客様のニーズに合わせ販売が可能です。お客様が直接
ディーラーと取引されるより、安く販売ができます。

また、新車ディーラーで別途注文すれば高額になるドレスアップパーツ
を、当店にてエアロパーツ、アルミホイール等ロープライスでご提供が可
能です。

当店は、ワンオーナー車、ディーラー下取り車を中心に、厳正な審査
をクリアした、安心してお買い求め頂ける中古車を取り揃えております。
仕入れも内外装をはじめ、エンジン・エアコン・ミッションなど各所念入り

にチェックして自信を持って販売できるものだけを厳選しております。
遠方のお客様にも安心して車の購入をして頂ける車両を取り揃えてお

待ちしております。
店頭にご希望のお車がない場合は、ご希望車種・ご予算内で、極上の

車両をネットワークを通じ探し出します。

中古車販売

新車販売

• 在庫車の多くに第三者機関AISによる査定と車両品質評価書を発行
• 保証業界最多水準の保証範囲！237項目があなたの愛車をカバー
• 万一の故障で急な出費平均的な費用って？保証があれば費用0円

• 地域密着を基本とし、既存のお客様との交流を重視。
• いわゆる「おまかせ客」を中心とした営業。
• お客様はファミリー層が中心。
• 中古車は、前オーナーの履歴や使用状況もわかる車をラインナップ。

下取り力・ネットワーク 説明力

価格と状態のバランス

県外から来店された
お客様のご成約率

約9割！
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事業内容

• カーナビ、ETC、オーディオ
• エアロ・カスタムパーツ制作
• カーフィルム加工
• ウィンドウリペア、ガラス交換
• ガラスコーティング
• その他

各種パーツ販売・取付

車検・修理、鈑金塗装

お客様のお車の状態に応じた価格で車検整備や法定点検、各種メン
テナンスを行っております。
また、鈑金・塗装をはじめ、外装・内装クリーニングなど、お客様の多種

多様のニーズにお答えするための設備環境には、常に細心の気を配っ
ております。
整備が必要な場合は、その場でお車の状態をご説明させて頂き、ご納

得頂いてから、お見積もりを提示致します。
お客様とご相談の上、ご了解頂いた箇所のみ整備することになります。
勝手な整備や過剰な整備は一切致しませんので、ご安心下さい。

• 人と車の同時管理を目標にしており、適切なアドバイスが可能。
• 代車は無料。
• 車検は指定工場に依頼をするが、その前段階でお客様のご要望や
お車の状態をしっかり把握。

• 車の状態によって個別に見積りし、お客様に事前確認をして頂くな
ど、安心して頂けるよう心がけ。

• 修理や鈑金・塗装では、お客様の様々なご要望に対して、「お客様
の感覚」をしっかり把握して作業したり、提携工場へ引き継ぎ。

• お客様視点でのお見積りで、保険会社と交渉。

連携先ネットワーク

説明力



下取り力 ～お値段以上の評価を頂ける源泉、お客様の笑顔のために～
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知的資産と知的資産を生み出す価値創造マネジメント

当店では、ディーラーからの下取りやユーザーからの直接買取に力を入れています。
オークション買取で発生する手数料が省ける分、販売価格にもお得感が出ます。さらにそれだけではなく、

ディーラーの方や買取させて頂くお客様としっかりコミュニケーションをとることで、見えにくい情報のご説明もで
きることから、販売時にはお得感と安心感を得てお値段以上の評価と笑顔を頂いております。

①
ディーラー下取り
ユーザー下取り

②
履歴・使用状況等

の確認

③
ネット・雑誌等の

媒体掲載

④
お客様からの

問合せ

お値段以上の評価を頂く仕入

⑤
ご希望車種の

ご説明

⑥
ご来店

現車確認

⑦
ご成約

各種手続き

⑧
納車

アフターサービス

当店における販売の流れ（中古車の例）

 地域のディーラーからの下取り
• ディーラー査定価格より少し高く買取
 ユーザーが100万円以上の査定を求めて

も、ディーラーを含め他の中古車販売店が
100万円でしか買取できない車を110万円
で引き取り。

 状態の良い車が入ってきやすい。
• ディーラー担当者との信頼関係
 下取りだけでなく、ディーラーの新車紹介を

お客様にさせて頂く。
 ディーラーの目も抑止力になり、当店での

売価も適正に行う。

⇒ お客様にとってはお得感ある価格

ユーザー

ディーラー他の中古車店

100万円以上の
査定を希望

M’s AUTO

100万円
が限界

110万円で買取 入金

110万円
以内で買取

100万円
が限界

信頼関係

お客様

適正価格
お得感ある価格

 主要取引ディーラー：3社（3店舗） ※非公開 ユーザーからの下取り
• 同地域や既存のお客様からの下取りが中心
 お客様の目も抑止力になり、当店での売価

も適正に行う。

⇒ お客様にとってはお得感ある価格

 オークション仕入より安い価格設定
• オークション仕入では、落札代等の手数料だけ
でも数万円上乗せされるが、ディーラーやユー
ザーからの買取ではそれがなく、販売価格を抑
えることが可能。

• 1割程度の粗利益でも安く感じて頂ける。

仕入本体
100万円

手数料等
販売価格
130万円

仕入本体
100万円

手数料等
無し

販売価格
１10万円

◎ オークション仕入での価格設定イメージ

◎ 下取り買取での価格設定イメージ

地域のディーラー・下取りユーザーの目

 個人情報の削除
• 点検整備記録簿等に記載されている前オーナーの個人情報の切り取りやカーナビの履歴等の削除。

ユーザー、ディーラーからヒヤリング（次ページ参照）
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知的資産と知的資産を生み出す価値創造マネジメント

◎ 下取り中心になったきっかけ
• 毎週オークションに参加したり出品もしていたものの、オークショ
ンで仕入れても、なかなか売れなかった。
 自分の好みが反映し、目利き、読みが弱かった。
 平成20年～21年頃から、下取り買取の方が良く売れること

がわかるようになった。

 車の履歴状況が明確
• ディーラー買取の場合
 元々がディーラーのお客様の車がほとんどであ

るため、車のオーナー履歴、使用状況、ご購入
時の価格、オプション装備等、車検証やスペッ
ク情報だけでは見えない情報も、担当が把握し
ている。

• ユーザー買取の場合
 良く知るお客様ということもあり、車の履歴や使

用状況なども把握。
 飛び込み客からの下取りも、車の状態を把握。

説明力 ～お値段以上の評価を頂ける源泉、お客様の笑顔のために～

モノ・装備等のスペックなど、車検証等では見えない情報の提供

オークション車情報：定量情報やスペック等が記載

スペック等以外の主な項目 オークション仕入 ディーラー・ユーザーからの買取

車の美しさ（外観・内観） 写真と注意事項のみで判断。仕入れて
も現車確認するまでわかりににくい。

買取時に確認。見えない部分も、ディー
ラー担当やユーザーから聞くことが可能。

タイヤの減り具合
2割程度の摩耗＝八部山
ツルツル状態＝一部山

減り具合が八部山ということはわかる。 同じ八部山でも、タイヤの品質等によっ
て状態が異なるが、どのタイヤがどんな
品質か、摩耗状況はどうか等を直接知
ることが可能。

オプション装備 純正以外は使い方が不明なことも。 確認可能

オーナー履歴 整備手帳や走行距離から判断。 ディーラー担当やユーザーから聞くこと
で履歴の確認が可能。

前オーナーの購入時の価格 新車価格は判明。 確認可能。

使用状況（通勤使用や買い
物使用など主な用途等）

不明。 確認可能。前オーナーの人柄や喫煙の
有無も確認可能。

前オーナーが手放した動機 不明。 確認可能。お客様は「なぜ手放したの
か」が気になる。例えば、理由が事故で
あれば、購入に躊躇される。

▼ 現在は、注文を頂いた時だけ
オークション仕入をする。

車のトレーサビリティの把握
お客様の気にする点の把握

スペック以外でお客様が気になる
点を適切にご説明することが可能

安心・信頼
納得・満足

• 評価点は10点満点中、中古車なら5点でかなり
いい状態だが、4点なら幅が広い。

• 実際に見に行かないと、状態まではわからない。

下取り力＋説明力
⇒価格と状態のバランスの良さを実現

前オーナー様の想いを新オーナー様にお伝えする笑顔の橋渡し。
想いの詰まったお車、大切に乗っていたお車。使用状況や管理状況のほかに、買取店やディーラーでは決

して評価してくれない良い部分や想いをオーナー様から聞き出し買取させて頂いています。そういった価格や
スペックだけでは見えない情報もご説明することで、ご購入を検討されているお客様に安心して頂け、お値段
以上の評価と笑顔を頂いております。



ネットワーク / 協力先等との関係構築 ～お客様の笑顔のために～

知的資産経営報告書2014 M's AUTO 1111

当店では、車検や修理等においては、実績、技術、知識、ノウハウを兼ね備えた信用できる協力会社との連
携でお客様に合ったサービスを提供します。

お客様の笑顔のための架け橋。当店で対応できないことでも、お客様が笑顔になって頂けるよう、当店でお
客様の声に耳を傾け、お客様の想いや感性を感じ取り、それを協力会社に伝え、修理等をしていただき、お客
様に納車させて頂きます。

知的資産と知的資産を生み出す価値創造マネジメント

車検・修理での連携

 車検専門店「オートランド161」社（AL社）との提携
• 指定工場（民間車検場）
 車の点検整備から車検検査まですべて行なうこと

ができ、車検場に持ち込む必要がない。
※ 次ページ【指定工場と認証工場との違い】を参照

• 創業当初は、安さを求めてユーザー車検のように自分
で車検場に行って検査を受けていたが、店舗を空ける
時間が多くなることと、よりお客様に安心を提供するため、
AL社と提携するに至る。

 車検、法定点検は100％指定工場AL社に依頼
 取引歴：約8年
 ほぼ毎日、AL社を訪問

持込みご来店
代車用意

要望等のヒヤリング
車の状態確認

AL社へ持込み
要望等の伝達

確認点検
概算見積

お客様へ連絡
お客様の判断

点検整備
車検

当店での車検の流れ

少なくとも1台は車検・修理で預かった車があるため、状況確認でほぼ毎日AL社を訪問。

点検整備記録簿や
修理履歴等も確認

2,3週間後2ヶ月前

対象のお客様に
案内ハガキ

お客様に確認電話
日程の打合せ

お客様へ連絡
来店納車

ご請求
「Tポイント」付与

当店に納車
検査標章の貼付
洗車等の仕上げ

 提携でのメリット
• お客様への安心
 お客様の車の状況や要望を把握した上で、

指定工場での確実な点検整備が可能。
• 経営効率
 不在時間が減り、その分お客様対応が可能。
 設備・人員等を増やすことなく、経営が可能。
 限られた経営資源で、気軽に来店しやすい

サロン型に特化することが可能。

㈱オートランド161：大津市雄琴

顧客管理ソフトの活用

平成23
年販売

平成24
年販売

合計

自動車販売
個人顧客への販売台数

うち、県内顧客

県内顧客のうち、平成
25・26年に車検受注し
た分（24年販売分は見
込み含む）

50.0% 69.2% 60.0%

台数は非公開
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知的資産と知的資産を生み出す価値創造マネジメント

タイヤその他各種部品等での連携

※ 指定工場と認証工場との違い
• 認証工場は、地方運輸局長から「分解整備」を行なう認証を受けた整備工場。車検のための分解整備
はできるが、車検の検査は運輸支局等の車検場に車を持ち込み検査を受ける必要がある。

• 指定工場は、「認証工場」のうち、工場内で車検を取ることができる整備工場で「民間車検場」とも呼ばれ
る。一定基準以上の整備設備の他、車検検査用の設備と検査を行なうための資格をもった自動車検査
員を置く必要がある。国に代わって自動車検査員が検査できるため、車検場に車を持ち込む必要がない。
 工員数：4名以上

 自動車整備士：2人以上かつ全工員の1/3以上が有資格者
 整備主任者：整備士の中から整備主任者を1人以上選任
 自動車検査員：1名以上

• 参考：ユーザー車検
 ユーザー自身が車検場に車を持ち込み検査を受ける方法。点検整備はユーザーの責任で行う必

要がある。

 「BODY GARAGE IKEMOTO」社との提携
• 技術の高い丁寧な鈑金・塗装
 鈑金と塗装の全ての工程を一人でこなすからこそ

柔軟に対応でき、お客様のこだわりやご予算に応じ
て、様々な修理方法が可能。

 同業者からの信用も高い。
• 経営者の勉強会等で親しくなり、技術や丁寧さに加え、
考え方も合うことから連携に至る。

 (有)中村自工（大津市今堅田）との提携
当店からも近く、簡易な鈑金修理をお願いしている。

鈑金・塗装、修理での連携

新車のような
仕上がり

• 品質重視の手間暇かけた丁寧な仕事
• お客様に応じた柔軟な対応
• 修理後も長く乗って頂きたい思いでの修理

BODY GARAGE IKEMOTO ：東近江市

 「タイヤプロ栗東」社との提携
• フットワークの良さと融通性
 「TOYOタイヤ」を中心に各種メーカーを取扱い、当

店やお客様宅への出張交換もして下さる。

タイヤプロ栗東（㈲ヤマモト）

☆ 今後の連携先との対応
勉強会等で情報共有、連携強化し、お客様へのサービス向上を目指す。

事故連絡・車輌受入 保険会社との交渉

提携先へ入庫納車

 お客様からの指定等がなければタイヤプロ栗東に依頼
 取引歴：約8年



知識・ノウハウ等の学び ～お客様の笑顔のために～
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当店では、車に関する知識だけでなく、お客様の権利を尊重した修理方法が提案できるよう、事故修理・保
険修理に関する研修などに投資をしております。また、お客様により良いサービスが提供できるよう、積極的に
セミナーや研修等に参加しています。
これらの学びも、お客様に笑顔になって頂く取り組みの一つです。

知的資産と知的資産を生み出す価値創造マネジメント

損害保険、損害賠償の知識 ～お客様視点で、お客様の権利を守るため～

事故から修理・納車までの流れ

事故等の連絡
依頼・現車確認

概算見積・説明・
保険の相談

保険会社による
事故の損害調査

お客様から
保険会社へ連絡

代車の無償貸出
（当店で貸出）

保険会社との
費用交渉開始

提携先での確認後
の見積連絡

提携先へ入庫

修理完了
提携先から入庫

納車
修理詳細のご説明

ご請求

実費負担の場合

保険会社との交渉終了・協定

 損害保険や損害賠償についての学び
 勉強会参加 ： 16回（平成23年9月～）
 投資金額 ： 約50万円（1回あたり3万円）

（平成26年6月末現在）

 お客様の安心と満足のための学び
• お客様の安心と満足を考え、損害賠償にかかる
法律や損害保険等の知識を学ぶことで、適正
修理ができるようにしている。

経営についての学び ～お客様満足を高めるために～

• 保険での修理の場合の修理金額について、原状回復のために修理にかかる費用と保険会社の査額との
間に差が生じることがある。

• 保険会社との良好な関係を維持しつつ、お客様の権利に沿った相当性、妥当性のある適正な修理ができ
るように、保険会社と交渉する必要がある。

戦略社長塾での学び戦略社長塾懇親会の様子

経営者向けセミナーの様子

 経営者向けセミナー等への参加
• 定期開催される経営者向けのセミナーや研修で学び、経営や顧客満足
向上に生かすとともに、経営者仲間との交流で志気を高める。

• 倫理法人会に加入し、モーニングセミナーへの出席など、経営者仲間と
の交流を図る。

知り合った経営者
↓

新たなお客様にも
新たな提携先にも

経営についての
学び

経営者仲間の
増加

経営・顧客満足
に反映
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知的資産と知的資産を生み出す価値創造マネジメント

お車の損傷確認・代車手配STEP1

•事故後の連絡を受け、お車の損傷を確認させていただきます。

•直接当店への入庫も可能で、レッカーでのお引き取りも無料です。

•修理期間中の代車は無料でお貸しいたします。

修理プランの作成SEP2

•損傷確認後、お車にとって最適な修理プランをご提案いたします。

•他社のお見積もりがあればお持ちください。

保険交渉STEP3

•お客様が一番困られるのが保険会社との交渉。

•お客様の権利と安全を第一に考えて、お客様の立場になって交渉いたします。

事故調査員の損傷確認STEP4

•保険会社の事故調査員が自己の損傷具合を確認いたします。

•その際もお客様に不利にならないようにサポートさせて頂きます。

•保険協定も専用見積システムを導入しておりますので、スムーズなやり取りが可能です。

お車の修理STEP5

•修理方法をお客様と打合せし修理にかかります。

•ご希望があれば修理途中の確認も写真等でご説明させて頂きます。

•満足頂ける作業を目指し、確実に修理いたします。

納車STEP6

•修理完了後、保険会社より修理代金の振込が確認でき次第、納車となります。

•当店で修理に出して頂くと、保険修理でも修理金額に応じてT-POINTをお付けいたします。

保険事故の手順

※ お客様への案内用 【M’s AUTOの保険修理・事故対応】

カーライフの中で何回もない交通事故に不慣れな方は、どう対応していいのか分からないもの
です。M’s AUTOでは何百件という事故処理をしてきたプロです。修理金額の見積や損害保険会
社との交渉も全て対応させて頂きます。

マニュアル通りに誘導されほんの少しのアドバイスもしてもらえないがために、
泣き寝入りされてきたご契約者様を何十人と見てきました。

M’s AUTOは、お客様の権利と安全を第一に考え、確実に修理させて頂き、保険会社と事故受付から
示談まで、お客様の立場に立ってアドバイスさせて頂きます。



お客様対応・情報発信 / お客様との信頼関係構築 ～お客様の笑顔のために～
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当店では、お客様とコミュニケーションを大切にするためにニュースレター「くるまど通信」の発行をはじめ、お
客様に気軽に来店しやすい店づくりや喜んで頂けるような取り組みも行っております。
現在、情報発信においては、中古車情報媒体への掲載に力を入れていますが、今後は当店のことについて

ホームページやFacebook等で情報発信もさらに強化していくつもりです。

知的資産と知的資産を生み出す価値創造マネジメント

お客様とのコミュニケーションツール

 ニュースレター「くるまど通信」の定期配信
• 2ヶ月に1回配信（平成26年4月～）
• 配信を怠らないよう制作会社と年間契約
• 車での差別化ではなく、お客様とのコミュニケー
ションを大切にしてファン作り

• 既存顧客への配信と堅田周辺の方へのポス
ティング

⇒ 配信3回目でニュースレターを見た新規
の女性のお客様が修理でご来店

⇒ 今後、継続の徹底

 無料のタイヤ預りサービス
• 平成23年頃から開始
• 車購入の既存顧客向け（特に女性客、マンション客）
 タイヤの保管場所に困るお客様へのサービス

• 来店動機
 夏用冬用の交換で、年2回接触する機会
 口コミ効果への期待
 ご近所の方の来店動機に

お客様の利便性向上の取り組み

 お客様へのハガキ・ご連絡
• ご来店の都度、投函
• 納車1ヶ月後のお伺い電話
• 車検前の案内ハガキなどのご連絡

ニュースレター「くるまど通信」

 「Tポイントカード」の活用（平成25年12月～）
• 100円で1ポイント貯まり、車の購入から車検・オイル交換な
どでご利用可能

• 車の買取時にもTポイントを付与（平成26年7月～）
 買取時のTポイント付与は、現在のところ滋賀県内初

（当店調べ）
 ポイント金額は当店の経費になるが来店動機になると

ともに、さらなるお客様の笑顔に結びつく

⇒ 今後はさらにこのお得感を訴求

 清潔感ある商談スペース
• 狭いながらも落ち着いてくつろげるスペース作り
 今後、コミュニティースペースとして拡張予定
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知的資産と知的資産を生み出す価値創造マネジメント

情報発信

 中古車情報媒体・サイトへの掲載
• カーセンサー、AUTO ZONEへの掲載
 県外のお客様はほとんどこの媒体を通

じて問合せ・来店
 掲載していることで、県内のお客様に

対しても当店の認知度が広がる
 約13万円/月の投資

 今後の取り組みで、県内の購入
者が増加すれば、掲載取りやめも
考慮

個人のFacebook M’s AUTOのFacebookページ ホームページ内のブログ

 ホームページ等での情報発信
• ホームページ、ブログ、Facebook等での情報発信
 今後はコミュニケーションツールとしてさらに活用強化 AUTO ZONE

カーセンサーNet



売上高・売上総利益率
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当店の業績について

• 個人顧客への販売のほとんどが県内顧客で、そのうち新車販売は、ほとんどがこれまでの既存の顧客。
• 県外顧客は、カーセンサー等の媒体によるネット販売。
• オークションより買取・下取りにより仕入れた車の販売数が多い。

50.6%

18.8%

7.1%

12.9%

8.5%

2.2%

平成25年度 粗利益構成

①自動車販売
②車検
③整備
④鈑金・塗装
⑤レンタカー・レッカー
⑥廃車・重量税還付

自動車販売（新車・中古車）販売台数

個人・オークション別 販売数 平成23年 平成24年 平成25年 3ヶ年合計 23年比

• 個人販売（小売）台数 63.6% 100.0%

└ 県内顧客 49.7% 87.5%

（県内顧客の割合） 85.7% 74.3% 75.0% 78.0%

└ 県外ネット販売顧客 14.0% 175.0%

• オークション販売台数 36.4% 105.0%

自動車販売 合計台数 100% 102.1%

合計粗利益

１台当り平均粗利益

個人販売の
買取・オークション仕入別

平成23年 平成24年 平成25年

• 個人販売（小売）台数

└ 買取仕入での販売分

└ オークション仕入での販売分

• 自動車販売による粗利益で半分を占めるが、車検、板金塗装（修理）の受注が大きな柱になる。

売上高・売上総利益 平成23年 平成24年 平成25年

総売上高

売上総利益（粗利益）

粗利益率

事業別 粗利益額 平成23年 平成24年 平成25年

①自動車販売
（新車・中古車）

②車検

③整備
（タイヤ、用品等を含む）

④鈑金・塗装
（保険修理含む）

⑤レンタカー・レッカー
（保険会社への請求分）

⑥廃車・重量税還付

合計

金額は非公開

金額は非公開

台数・金額は非公開

金額は非公開



車検受注分析
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当店の業績について

車検受注の内訳
平成23年 平成24年 平成25年 3ヶ年合計

車検
台数

対(3)
割合

対(6)
割合

車検
台数

対(3)
割合

対(6)
割合

車検
台数

対(3)
割合

対(6)
割合

車検
台数

対(3)
割合

対(6)
割合

(1) 販売顧客 70.6% 55.8% 54.8% 37.8% 57.0% 41.9% 60.6% 44.7%

(2) 非販売顧客 29.4% 23.3% 45.2% 31.1% 43.0% 31.6% 39.4% 29.0%

(3)
一般ユーザー

合計(1)+(2)
100% 79.1% 100% 68.9% 100% 73.5% 100% 73.7%

(4)
F運送会社様
（契約業者）

12.8% 12.2% 8.5% 10.9%

(5) その他業者 8.1% 18.9% 17.9% 15.4%

(6)
車検台数総数

(3)+(4)+(5)
100% 100% 100% 100%

合計粗利益

1台当り平均粗利益

H23年 H24年 H25年

車検受注件数推移

(1)販売顧客

(2)非販売顧客

(3)一般ﾕｰｻﾞｰ合計

(1)+(2)

(4)F社様（契約業者）

(5)その他業者

(6)車検台数総数

(3)+(4)+(5)

H23年 H24年 H25年

一般ユーザー車検受注数

(2)非販売顧客

(1)販売顧客

平成23年 平成24年 合計

自動車販売 個人販売台数

└ 県内顧客

└ 県内顧客のうち、平成25,26
年に車検受注した分
（24年販売分は見込み含む） 50.0% 69.2% 60.0%

• 過去3ヶ年の車検受注は 台で、そのうち業者から受けたものを除いた一般ユーザー分は 台。
• 台中、当店で販売した顧客は約60％の 台で、残りの 台は他店で購入した顧客。

 他店で購入された顧客は、既存顧客の別の車や既存顧客の家族、その他既存顧客からの紹介等
で、既存顧客の当店への信用によるところが大きい。

• 平成23年・24年の小売63
台中で県内顧客は 名。

• そのうち、車検を当店で受け
た顧客は60％の 名。（24
年分は見込み含む）

• これらのデータと、自動車販売での成約率の高さを踏まえ、今後は車検受注を今以上に注力し、既存顧客
のファン化に努める。

• そのために、県内販売顧客の車検を受ける割合を現状の60％から70～75％に引き上げる。
• それにより、自動車販売より利益率のいい車検受注の分母も増え、既存顧客の家族等の車検も増え、安定
感が増すものと思われる。

販売顧客＝当店でご購入のお客様 ／ 非販売顧客＝当店以外でご購入のお客様（販売顧客のご家族等を含む）

台
数
は
非
公
開

台
数
は
非
公
開

台数・金額は非公開

台数は非公開



今後の強化点
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今後の目標と展開

 来店して頂いたお客様がくつろげる空間作り
• コミュニティースペース、来店型サロン
• 入りやすさ、アットホームさと利便性の向上
• お客様同士が触れ合いが進む雰囲気
• 「もてなし」の取り入れ
 美味しいお茶の提供など

 地域顧客の集客・ファン化
• 想定顧客の明確化
• より親近感を感じてもらえる工夫
 ニュースレター等での自己開示、案内、コ

ラム等

 既存顧客のフォロー強化
• 車検受注等で既存顧客のリピートづくり
 当店で販売したお客様（県外顧客を除く）は、販売時点で車検受付して頂けるようにする
 生涯顧客価値＝ライフタイムバリュー（LTV）の向上
⇒ 部品や修理も当店で受付して頂けるよう対策
⇒ そのための周知・案内も徹底

• 取引先との連携強化
 合同の勉強会等を実施しお客様へフィードバック

• 修理後の洗車で、筆文字による洗車カードなど一手間かけた対応
• ニュースレター等での案内強化

 店頭販売
• 店頭車の少量化
 くつろげる空間作りをすることで、在庫展

示を減らし、要望に応じた仕入れ
 「ご希望のお車をお探しします！」な

どの表示

小規模を生かした店舗づくり

 来店を促す工夫
• 出来る限り取りに行く時間を削減
• 来店客へのTポイントのさらなる活用
• オイルキープ、タイや預かりサービス等
 軽作業（オイル交換・タイヤ交換等）の効

率化（リフト・設備）

自動車販売

 ネット販売
• お客様に対して「販売価格に疑問のある方は、
是非お気軽にお問い合わせ下さい」などの表記
 機会損失を防ぐ

• 当店の良さや魅力、顧客メリットを訴求
 情報発信の強化

車検、修理、板金・塗装の受注強化、既存顧客のフォロー強化

地域顧客の集客・ファン化と情報発信強化

 ニュースレターのさらなる活用
• パーソナル情報の掲載
 パーソナリティ、創業までの経緯など

• 女性にも優しいメンテナンス情報の掲載
• お客様の声の掲載
 お客様のエピソード

 遠方の方の事例や実際のお客様の
物語など

 当店をご利用頂ける理由や「お客様の
声」を、次回ご来店時に教えて頂けるよう
ニュースレターで呼びかけ

 ポスティングの徹底
• 雄琴・仰木の里以北～旧志賀町など、堅田周
辺を重点的に行う

 ホームページ・フェイスブックでの情報発信強化



今後の数値目標
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今後の目標と展開

車検受注目標
平成29年

車検台数 対(3)割合 対(6)割合

(1) 販売顧客 59.1% 48.1%

(2) 非販売顧客 40.9% 33.3%

(3) 一般ユーザー合計 (1)+(2) 100% 81.5%

(4) F運送会社様 （契約業者） 7.4%

(5) その他業者 11.1%

(6) 車検台数総数 (3)+(4)+(5) 100%

目標粗利益

1台当り平均粗利益

個人・オークション別
販売数目標

平成29年

個人販売（小売）台数

県内顧客

（県内顧客の割合） 71.4%

県外ネット販売顧客

オークション販売台数

自動車販売 合計台数

目標粗利益

1台当り平均粗利益

オフィススペース

接客スペース

接客スペース

接客スペース

オフィススペース

店舗レイアウトイメージ

事業別
粗利益目標

平成29年

①自動車販売

②車検

③整備
（タイヤ、用品等を含む）

④鈑金・塗装
（保険修理含む）

⑤レンタカー・レッカー
（保険会社への請求分）

⑥廃車・重量税還付

粗利益合計

台数・金額は非公開

台数・金額
は非公開

金額は
非公開
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本報告書の作成にあたっては、本報告書の記載内容につき、その客観性を維持・向上させる趣旨から、次
に掲げる専門家のご支援を賜りました。
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本報告書の掲載内容は、全て現在入手可能な情報をもとに、当店の判断にて掲載しています。
そのため、将来の経営環境（内部環境及び外部環境）の変化によって、これらの記載内容等を変更すべき

必要が生じることもあり、その際には本報告書の内容が将来実施又は実現する内容と異なる可能性もありま
す。よって、本報告書に掲載した内容や数値等を、当店が将来に亘って保証するものではないことを、十分に
ご了承願います。

知的資産とは、従来バランスシートに記載されている資産以外の「無形の資産」であり、企業や事業所にお
ける競争力の源泉である人材、技術、技能、知的財産（特許・ブランド等）、組織力、経営理念、顧客とのネッ
トワーク等、財務諸表には表れてこない、目に見えにくい経営資源の総称を指します。

知的資産経営報告書とは、これら「知的資産」を、お客様、取引先様、従業員、株主といったステークホル
ダー（利害関係者）に対し、「知的資産」を活用した企業価値向上に向けた活動≪価値創造ストーリー≫とし
て、目に見える形でわかりやすくお伝えし、企業や事業所の将来性に関して認識を共有化していただくことを目
的に作成するレポートのことです。

知的資産経営報告書とは

本報告書ご利用上のご注意
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