
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年11月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ユー・エス・エス 上場取引所 東 名 

コード番号 4732 URL http://www.ussnet.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 安藤 之弘

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役統括本部長 （氏名） 山中 雅文 TEL 052-689-1129
四半期報告書提出予定日 平成21年11月12日 配当支払開始予定日 平成21年12月10日

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 28,715 △21.2 10,026 △24.8 10,354 △22.6 5,802 △20.0

21年3月期第2四半期 36,430 ― 13,338 ― 13,381 ― 7,256 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 189.68 ―

21年3月期第2四半期 227.47 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第2四半期 138,854 118,244 85.0 3,860.34
21年3月期 138,370 114,941 82.9 3,751.90

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  118,089百万円 21年3月期  114,771百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 82.50 ― 82.50 165.00

22年3月期 ― 72.50

22年3月期 
（予想）

― 72.50 145.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 58,000 △12.8 20,000 △11.4 20,200 △10.2 11,000 △8.4 359.59



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 32,695,982株 21年3月期  32,695,982株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,105,691株 21年3月期  2,105,687株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 30,590,293株 21年3月期第2四半期 31,901,372株



当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、経済対策の効果などにより一部に持ち直しの動きがみられたもの

の、企業業績の不振による雇用環境や所得減少に対する先行き不安などから、個人消費は低調に推移し、依然とし

て厳しい状況が続きました。 

自動車流通市場は、政府による経済対策の一環として、次世代自動車や低燃費・低排出ガス認定車等の取得時に

おける自動車重量税、自動車取得税の免税・軽減が実施されたことや、環境対応車の新車購入時における補助金が

交付されたことにより、ハイブリッド自動車等の販売台数が大幅に増加しました。これにより、昨年後半から大幅

な落ち込みをみせていた新車販売台数は７月以降回復し、９月には14か月ぶりに前年同月実績を上回りましたが、

全体としては低調に推移しました。中古車登録台数は12か月連続で前年同月実績を下回るなど依然として厳しい状

況が続いております。この結果、新車登録台数は前年同期と比較して10.0％減少し、中古車登録台数は8.4％減少し

ました。（台数は（社）日本自動車販売協会連合会、（社）全国軽自動車協会連合会調べ） 

オートオークション市場においても、低調な新車販売に伴い、国内の中古車流通台数が減少したことなどから、

出品台数3,300千台（前年同期比24.6％減）、成約台数1,806千台（前年同期比22.6％減）となり、成約率は54.7％

（前年同期実績53.3％）となりました。（台数は月刊ユーストカー調べ） 

このような経営環境のなかでＵＳＳグループの当第２四半期連結累計期間の売上高は28,715百万円（前年同期比

21.2％減）、営業利益は10,026百万円（前年同期比24.8％減）、経常利益は10,354百万円（前年同期比22.6％減）

となり、四半期純利益は5,802百万円（前年同期比20.0％減）となりました。 

オートオークション事業 

オートオークション事業は、５月に群馬会場へ会場内のポス席から出品車両検索や指値応札などが可能なシステ

ムを導入しました。また、より解像度の高い出品車両の画像を用いたシステムをグループ会場へ順次導入するとと

もに、内装写真も追加するなど、会員の利便性向上に努めました。 

しかしながら、オートオークション事業は、国内の中古車流通台数の減少などによる影響を受け、出品台数1,112

千台（前年同期比26.7％減）、成約台数643千台（前年同期比22.0％減）、成約率57.9％（前年同期実績54.3％）と

なり、外部顧客に対する売上高20,511百万円（前年同期比22.3％減）、営業利益9,590百万円（前年同期比25.3％

減）となりました。 

中古自動車等買取販売事業 

中古自動車買取専門店「ラビット」は、出張査定やコールセンターの人員を増加させ営業体制の強化に努めたこ

となどから買取台数は増加し、オートオークションにおける車両相場も比較的高い水準で推移したことなどから増

収増益となりました。また、事故現状車買取販売事業は、買取台数は減少しましたが、営業支店の統廃合や人員体

制の見直しを実施し、業務の効率化をさらに進め徹底したコスト削減を実施したことにより減収増益となりまし

た。 

この結果、中古自動車等買取販売事業は、外部顧客に対する売上高6,287百万円（前年同期比1.0％減）、営業利

益297百万円（前年同期比210.9％増）となりました。 

その他の事業 

 その他の事業の株式会社アビヅは、鉄スクラップ価格などの資源相場に底打ち感がみられたものの、廃自動車等

の新規発生量が減少したことなどから低調な推移となりました。また、株式会社ＵＳＳ東洋は、主力製品である弾

性舗装用ゴム製品の取扱量が減少したことなどから減収減益となりました。 

この結果、その他の事業は、外部顧客に対する売上高1,917百万円（前年同期比47.8％減）、営業損失23百万円

（前年同期実績 営業利益269百万円）となりました。  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は138,854百万円となり、前連結会計年度末と比較して483百万円増加し

ました。これは、現金及び預金が5,335百万円増加したのに対し、期末日の曜日の関係でオークション貸勘定が

1,571百万円減少したことや、減価償却などにより有形固定資産が2,039百万円減少したことなどによるものであり

ます。 

負債合計は20,609百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,818百万円減少しました。これは、期末日の曜日

の関係でオークション借勘定が942百万円減少したことや、借入金の返済により短期借入金（一年内返済予定長期借

入金を含む）が496百万円減少したことなどによるものであります。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報



純資産合計は118,244百万円となり、前連結会計年度末と比較して3,302百万円増加しました。これは、利益剰余

金が3,278百万円増加したことなどによるものであります。 

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比

較して5,335百万円増加し、23,781百万円となりました。なお、当第２四半期連結累計期間における連結キャッシ

ュ・フローの状況は以下の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は9,234百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10,165百万

円（前年同期比20.4％減）、減価償却費及びその他の償却費2,804百万円（前年同期比0.5％減）、法人税等の支

払額4,276百万円（前年同期比44.6％減）などによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は669百万円となりました。これは主に、埼玉会場の移転に伴う設備投資などの有

形固定資産の取得による支出910百万円（前年同期比72.3％減）などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は3,229百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出404百万

円（前年同期比78.7％減）、配当金の支払額2,523百万円（前年同期比7.3％減）などによるものであります。 

当第２四半期連結累計期間は、当初計画に対し出品台数が下回り、成約台数は僅かに上回る結果となりました。

この結果、連結売上高は当初計画を僅かに下回ることになりましたが、人件費や販売促進費などのコスト削減に取

り組んだ結果、営業利益は当初計画を上回る結果となりました。 

下期につきましては、上期と同様な推移が予想されることから、当初計画を次のとおり変更しております。 

通期の出品台数は2,657千台から2,300千台、成約台数は1,336千台から1,306千台、成約率は50.3％から56.8％に

変更し、連結売上高の予想といたしまして58,000百万円を見込み、営業利益は20,000百万円、経常利益は20,200百

万円、当期純利益は11,000百万円を予想しております。 

なお、平成21年５月12日に公表いたしました通期の連結業績予想との差異は以下のとおりです。 

（通期） 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1株当たり 

当期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表資料（A）  60,000 20,000 20,070  10,750 351.41

今回修正予想（B）  58,000 20,000 20,200  11,000 359.59

増減額（B-A）  △2,000 － 130  250 －

増減率（％）  △3.3 － 0.6  2.3 －

前期実績  66,549 22,568 22,503  12,003 382.72



 該当事項はありません。  

  

１．簡便な会計処理 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している固定資産の減価償却費については、当連結会計年度に係る年間の減価償却費の額

を期間按分する方法により算定しております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

・税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。  

  

該当事項はありません。 

  

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,781,697 18,445,871

オークション貸勘定 4,910,881 6,482,182

受取手形及び売掛金 2,301,142 2,804,940

たな卸資産 891,178 839,737

その他 2,025,859 1,949,880

貸倒引当金 △108,515 △92,605

流動資産合計 33,802,244 30,430,007

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 36,726,203 38,001,979

土地 52,852,644 52,863,738

建設仮勘定 24,867 20,690

その他（純額） 5,383,952 6,140,635

有形固定資産合計 94,987,668 97,027,044

無形固定資産   

のれん 758,914 1,095,304

その他 1,184,418 1,274,840

無形固定資産合計 1,943,333 2,370,144

投資その他の資産   

投資その他の資産 8,202,397 8,703,342

貸倒引当金 △81,166 △160,060

投資その他の資産合計 8,121,230 8,543,281

固定資産合計 105,052,232 107,940,469

資産合計 138,854,476 138,370,477

負債の部   

流動負債   

オークション借勘定 5,587,569 6,530,421

支払手形及び買掛金 518,141 522,136

短期借入金 291,420 787,420

未払法人税等 3,337,447 3,102,350

引当金 468,680 515,095

その他 3,834,089 5,193,961

流動負債合計 14,037,348 16,651,385

固定負債   

長期借入金 471,620 571,580

引当金 76,317 126,530

その他 6,024,348 6,078,990

固定負債合計 6,572,286 6,777,100

負債合計 20,609,634 23,428,486



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,881,312 18,881,312

資本剰余金 27,992,143 27,992,143

利益剰余金 90,879,184 87,600,465

自己株式 △14,710,553 △14,710,531

株主資本合計 123,042,086 119,763,389

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,490 △14,158

土地再評価差額金 △4,977,400 △4,977,400

評価・換算差額等合計 △4,952,910 △4,991,559

新株予約権 12,799 8,340

少数株主持分 142,865 161,820

純資産合計 118,244,841 114,941,991

負債純資産合計 138,854,476 138,370,477



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 36,430,987 28,715,320

売上原価 16,898,321 13,289,752

売上総利益 19,532,666 15,425,567

販売費及び一般管理費 6,193,785 5,399,248

営業利益 13,338,880 10,026,318

営業外収益   

受取利息 7,213 21,954

不動産賃貸料 78,799 79,411

複合金融商品評価益 － 165,950

雑収入 84,072 79,236

営業外収益合計 170,085 346,552

営業外費用   

支払利息 20,347 8,796

不動産賃貸原価 9,281 7,640

デリバティブ評価損 82,150 －

雑損失 15,600 2,065

営業外費用合計 127,380 18,503

経常利益 13,381,586 10,354,368

特別利益   

固定資産売却益 5,601 9,408

貸倒引当金戻入額 12,919 15,753

その他 － 214

特別利益合計 18,521 25,376

特別損失   

固定資産売却損 207 8,696

固定資産除却損 289,048 24,434

投資有価証券評価損 － 168,109

役員退職慰労金 101,742 －

賃貸借契約解約損 218,525 10,000

その他 18,988 2,552

特別損失合計 628,512 213,793

税金等調整前四半期純利益 12,771,595 10,165,950

法人税等 5,446,158 4,382,487

少数株主利益又は少数株主損失（△） 68,671 △18,955

四半期純利益 7,256,765 5,802,418



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 17,753,702 14,511,760

売上原価 8,399,632 6,739,547

売上総利益 9,354,070 7,772,212

販売費及び一般管理費 3,105,769 2,648,540

営業利益 6,248,300 5,123,672

営業外収益   

受取利息 6,757 20,132

不動産賃貸料 37,654 41,141

複合金融商品評価益 － 28,050

雑収入 41,308 40,574

営業外収益合計 85,719 129,899

営業外費用   

支払利息 10,116 4,215

不動産賃貸原価 3,977 3,818

デリバティブ評価損 82,150 －

雑損失 8,209 1,066

営業外費用合計 104,453 9,099

経常利益 6,229,567 5,244,471

特別利益   

固定資産売却益 2,923 7,678

貸倒引当金戻入額 6,316 16,127

その他 － 0

特別利益合計 9,239 23,806

特別損失   

固定資産売却損 － 8,234

固定資産除却損 91,502 19,301

投資有価証券評価損 － 168,109

賃貸借契約解約損 19,995 10,000

その他 199 2,552

特別損失合計 111,697 208,198

税金等調整前四半期純利益 6,127,110 5,060,079

法人税等 2,612,979 2,234,989

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,001 △4,452

四半期純利益 3,513,129 2,829,542



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 12,771,595 10,165,950

減価償却費及びその他の償却費 2,817,117 2,804,385

のれん償却額 392,051 396,089

貸倒引当金の増減額（△は減少） 33,970 △62,983

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,620 △46,415

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,382 △50,212

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,900 －

受取利息及び受取配当金 △15,416 △25,575

支払利息 20,347 8,796

投資有価証券評価損益（△は益） － 168,109

デリバティブ評価損 82,150 －

複合金融商品評価損益（△は益） － △165,950

有形固定資産除売却損益（△は益） 140,494 17,905

オークション勘定の増減額(△は増加) 1,458,056 628,448

売上債権の増減額（△は増加） 497,676 503,798

仕入債務の増減額（△は減少） 31,011 △3,995

預り金の増減額（△は減少） △1,093,852 △686,942

その他 △1,346,263 △157,422

小計 15,808,040 13,493,987

利息及び配当金の受取額 10,107 24,896

利息の支払額 △21,130 △7,545

法人税等の支払額 △7,713,951 △4,276,956

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,083,065 9,234,381

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） － 500,000

有形固定資産の取得による支出 △3,287,013 △910,378

有形固定資産の売却による収入 10,623 58,735

無形固定資産の取得による支出 △175,184 △131,913

投資有価証券の取得による支出 △500,000 △100,000

長期前払費用の取得による支出 △36,627 △29,086

子会社株式の取得による支出 － △59,700

その他 △25,441 3,283

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,013,644 △669,058

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △191,000

長期借入金の返済による支出 △1,902,960 △404,960

預り保証金の預りによる収入 130,620 116,070

預り保証金の返還による支出 △62,387 △56,090

自己株式の取得による支出 △3,478,321 △21

子会社による子会社自己株式取得による支出 △84,840 －

配当金の支払額 △2,722,055 △2,523,699

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △169,795

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,119,944 △3,229,497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,050,523 5,335,826

現金及び現金同等物の期首残高 26,280,573 18,445,871

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,230,050 23,781,697



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日  至 平成20年９月30日）        （単位：千円）

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日  至 平成21年９月30日）        （単位：千円）

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
オートオーク

ション事業 

中古自動車等

買取販売事業
その他の事業 計 

消去または全

社 
連結 

売上高             

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 12,793,535  3,256,127  1,704,040  17,753,702 －  17,753,702

(2）セグメント間の

内部売上高また

は振替高 

 185,771  －  786  186,558  △186,558 －  

計  12,979,306  3,256,127  1,704,827  17,940,260  △186,558  17,753,702

営業利益  6,102,969  59,689  26,022  6,188,682  59,617  6,248,300

  
オートオーク

ション事業 

中古自動車等

買取販売事業
その他の事業 計 

消去または全

社 
連結 

売上高             

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 10,197,242  3,256,964  1,057,553  14,511,760 －  14,511,760

(2）セグメント間の

内部売上高また

は振替高 

 112,898 －  478  113,376  △113,376 － 

計  10,310,140  3,256,964  1,058,031  14,625,136  △113,376  14,511,760

営業利益  4,884,347  153,670  5,103  5,043,121  80,550  5,123,672



前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日）        （単位：千円）

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日  至 平成21年９月30日）        （単位：千円）

  

 前第２四半期連結会計期間および当第２四半期連結会計期間ならびに前第２四半期連結累計期間および当第２

四半期連結累計期間において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当

事項はありません。 

  

 前第２四半期連結会計期間および当第２四半期連結会計期間ならびに前第２四半期連結累計期間および当第２

四半期連結累計期間において、海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略してお

ります。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  
オートオーク

ション事業 

中古自動車等

買取販売事業
その他の事業 計 

消去または全

社 
連結 

売上高             

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 26,406,946  6,353,534  3,670,505  36,430,987 －  36,430,987

(2）セグメント間の

内部売上高また

は振替高 

 480,432  24  1,373  481,829  △481,829 －  

計  26,887,378  6,353,559  3,671,878  36,912,817  △481,829  36,430,987

営業利益  12,838,618  95,780  269,721  13,204,119  134,760  13,338,880

  
オートオーク

ション事業 

中古自動車等

買取販売事業
その他の事業 計 

消去または全

社 
連結 

売上高             

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 20,511,021  6,287,144  1,917,154  28,715,320 －  28,715,320

(2）セグメント間の

内部売上高また

は振替高 

 224,093 －  1,084  225,178  △225,178 － 

計  20,735,115  6,287,144  1,918,238  28,940,498  △225,178  28,715,320

営業利益（または

営業損失） 
 9,590,883  297,783  △23,156  9,865,511  160,807  10,026,318

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



    決算発表（参考資料）  

１．業績 

（連結業績）                                        （単位：億円）

  

２．種類別営業収益 

（連結業績）                                        （単位：億円）

  

３．設備投資額、減価償却費 

（連結業績）                                        （単位：億円）

  

  

６．その他の情報

  
21年３月期 22年３月期 

第２四半期 第２四半期 増減率(％) 通期予想 

売上高  364  287 △21.2   580

営業利益  133  100 △24.8   200

経常利益  133  103 △22.6  202

当期純利益  72  58 △20.0   110

  
21年３月期 22年３月期 

第２四半期 第２四半期 増減率(％) 通期予想 

《オートオークション事業》         

 出品手数料  73  53 △27.3   109

 成約手数料  62  49 △21.0   98

 落札手数料  79  65 △17.7   131

 商品売上高  11  3 △71.3   7

 その他の営業収入  37  33 △9.2   68

オートオークション事業計  264  205 △22.3   415

《中古自動車等買取販売事業》         

 中古自動車買取販売  38  43 10.6   84

 事故現状車買取販売  24  19 △19.5   39

中古自動車等買取販売事業計  63  62 △1.0   124

《その他の事業》         

 廃自動車等のリサイクル  31  14 △53.2   29

 廃ゴムのリサイクル  5  4 △15.5   10

その他の事業計  36  19 △47.8   39

合計  364  287 △21.2   580

  
21年３月期 22年３月期 

第２四半期 第２四半期 増減率(％) 通期予想 

設備投資         

支出ベース  32  9 △72.3   30

完工ベース  23  5 △74.9   27

減価償却費  27  27 △0.2   55


	㈱ユー・エス・エス（4732）平成22年３月期　第２四半期決算短信: ㈱ユー・エス・エス（4732）平成22年３月期　第２四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -


