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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 43,572 △15.9 15,615 △12.3 16,016 △9.5 9,064 △4.2

21年3月期第3四半期 51,803 ― 17,801 ― 17,699 ― 9,464 ―

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3四半期 297.10 297.09
21年3月期第3四半期 299.29 ―

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3四半期 132,243 116,814 88.2 3,870.20
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3四半期  116,633百万円 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  無  
 

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 △8.4 361.63



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、4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3四半期 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3四半期  2,559,653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3四半期 30,510,798株 21年3月期第3四半期 31,622,579株



当第３四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の悪化や所得減少によ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。これにより大幅な落ち込みをみ

せていた新車販売台数は９月以降増加傾向となりましたが、中古車登録台数は、中古車購入時に補助金が交付され

ないことや、スクラップインセンティブによる影響などもあり、15か月連続で前年同月実績を下回ることとなりま

した。この結果、新車登録台数は前年同期と比較して2.6％減、中古車登録台数は8.0％減となりました。（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は、国内の中古車流通台数が減少していることなどから出品台数5,060千台（前年同期比

22.8％減）、成約台数2,728千台（前年同期比17.8％減）、成約率53.9％（前年同期実績50.6％）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３四半期連結累計期間の売上高は43,572百万円（前年同期比

15.9％減）、営業利益は15,615百万円（前年同期比12.3％減）、経常利益は16,016百万円（前年同期比9.5％減）と

なり、四半期純利益は9,064百万円（前年同期比4.2％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、会員にとってより利用しやすいシステムを導入すべく、５月には群馬会場に会場内

のポス席に座ったままで出品車両の検索や指値応札などが可能なシステムを導入したほか、より解像度の高い画像

を用いたシステムをグループ会場へ順次導入し、出品車両の内装写真も新たに追加するなど、衛星回線やインター

ネットを介してオークションに参加する「ＵＳＳグローブネットワーク」や「ＵＳＳインターネットライブ」の参

加者にも利用しやすい環境を整えました。 

しかしながら、国内の中古車流通台数が減少したことなどから、出品台数は1,713千台（前年同期比24.5％減）と

大幅に減少しましたが、大規模会場の成約率が高く推移し、成約台数は976千台（前年同期比16.8％減）、成約率は

57.0％（前年同期実績51.7％）となりました。 

この結果、オートオークション事業は、外部顧客に対する売上高31,333百万円（前年同期比17.8％減）、営業利

益14,996百万円（前年同期比15.5％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安定していたことから増収増益とな

りました。また、事故現状車買取販売事業は、営業支店の統廃合や人員体制の見直しを実施したことにより買取台

数は減少しましたが、オークション相場が比較的高い水準で推移したほか、業務の効率化を進めコスト削減を徹底

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9,142百万円（前年同期比1.3％増）、営業利

益350百万円（前年同期比2,313.8％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は安定していたものの、廃自動車等の取扱

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

ム製品の取扱量は減少しましたが、業務効率の見直しや燃料単価が下落したことなどから減収増益となりました。 

この結果、その他の事業は、外部顧客に対する売上高3,096百万円（前年同期比33.5％減）、営業利益26百万円

（前年同期実績 営業損失183百万円）となりました。 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は132,243百万円となり、前連結会計年度末と比較して6,126百万円減少

しました。これは、現金及び預金が2,867百万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

3,845百万円減少したことや、減価償却などにより有形固定資産が3,331百万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



負債合計は15,429百万円となり、前連結会計年度末と比較して7,999百万円減少しました。これは、期末日の曜日

の関係でオークション借勘定が3,941百万円減少したことや、未払法人税等が1,223百万円減少したこと、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590百万円減少したことなどによるものであります。

純資産合計は116,814百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,872百万円増加しました。これは、自己株式

の取得により自己株式が2,496百万円増加したのに対し、利益剰余金が4,323百万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３四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2,017百万円増加し、20,463百万円となりました。なお、当第３四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11,782百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益15,837百

万円（前年同期比7.4％減）、減価償却費及びその他の償却費4,216百万円（前年同期比2.7％減）、法人税等の支

払額8,222百万円（前年同期比37.7％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1,621百万円となりました。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986百万円（前年同期比80.8％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8,143百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出455百万

円（前年同期比76.5％減）、自己株式の取得による支出2,496百万円（前年同期比72.1％減）、配当金の支払額

4,741百万円（前年同期比11.0％減）などによるものであります。 

平成21年11月４日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

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３四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。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 21,313,152 18,445,871

オークション貸勘定 2,636,358 6,482,182

受取手形及び売掛金 2,175,126 2,804,940

たな卸資産 918,721 839,737

その他 1,703,203 1,949,880

貸倒引当金 △82,277 △92,605

流動資産合計 28,664,285 30,430,007

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 36,006,408 38,001,979

土地 52,812,885 52,863,738

建設仮勘定 17,355 20,690

その他（純額） 4,858,474 6,140,635

有形固定資産合計 93,695,124 97,027,044

無形固定資産   

のれん 558,050 1,095,304

その他 1,118,026 1,274,840

無形固定資産合計 1,676,076 2,370,144

投資その他の資産   

投資その他の資産 8,306,892 8,703,342

貸倒引当金 △98,728 △160,060

投資その他の資産合計 8,208,164 8,543,281

固定資産合計 103,579,365 107,940,469

資産合計 132,243,650 138,370,477

負債の部   

流動負債   

オークション借勘定 2,588,486 6,530,421

支払手形及び買掛金 411,137 522,136

短期借入金 197,420 787,420

未払法人税等 1,879,098 3,102,350

引当金 199,528 515,095

その他 3,666,700 5,193,961

流動負債合計 8,942,371 16,651,385

固定負債   

長期借入金 406,140 571,580

引当金 82,661 126,530

その他 5,997,885 6,078,990

固定負債合計 6,486,687 6,777,100

負債合計 15,429,058 23,428,486



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 91,923,848 87,600,465

自己株式 △17,207,409 △14,710,531

株主資本合計 121,589,894 119,763,389

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,198 △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 △4,956,202 △4,991,559

新株予約権 15,502 8,340

少数株主持分 165,396 161,820

純資産合計 116,814,591 114,941,991

負債純資産合計 132,243,650 138,370,477



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 51,803,848 43,572,664

売上原価 24,836,224 19,911,660

売上総利益 26,967,624 23,661,004

販売費及び一般管理費 9,165,784 8,045,153

営業利益 17,801,839 15,615,850

営業外収益   

受取利息 17,070 23,350

不動産賃貸料 115,527 117,958

複合金融商品評価益 － 186,850

雑収入 125,649 102,916

営業外収益合計 258,247 431,075

営業外費用   

支払利息 24,284 11,525

不動産賃貸原価 13,260 11,459

デリバティブ評価損 299,150 －

雑損失 23,436 7,237

営業外費用合計 360,132 30,222

経常利益 17,699,954 16,016,703

特別利益   

固定資産売却益 7,411 32,497

貸倒引当金戻入額 22,805 34,928

その他 － 1,014

特別利益合計 30,217 68,440

特別損失   

固定資産売却損 504 8,809

固定資産除却損 289,838 43,730

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 －

その他 22,456 26,795

特別損失合計 633,066 247,445

税金等調整前四半期純利益 17,097,105 15,837,698

法人税等 7,692,732 6,769,244

少数株主利益又は少数株主損失（△） △59,991 3,575

四半期純利益 9,464,364 9,064,878



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 15,372,861 14,857,344

売上原価 7,937,903 6,621,908

売上総利益 7,434,958 8,235,436

販売費及び一般管理費 2,980,439 2,652,935

営業利益 4,454,519 5,582,501

営業外収益   

受取利息 9,857 1,395

不動産賃貸料 36,727 38,547

複合金融商品評価益 － 20,900

雑収入 41,576 23,680

営業外収益合計 88,161 84,523

営業外費用   

支払利息 3,937 2,729

不動産賃貸原価 3,978 3,818

デリバティブ評価損 217,000 －

雑損失 7,835 5,171

営業外費用合計 232,752 11,719

経常利益 4,309,928 5,655,305

特別利益   

固定資産売却益 1,810 23,089

貸倒引当金戻入額 18,325 26,205

その他 － 800

特別利益合計 20,135 50,095

特別損失   

固定資産売却損 297 113

固定資産除却損 789 19,295

賃貸借契約解約損 － 12,400

その他 3,467 1,843

特別損失合計 4,553 33,652

税金等調整前四半期純利益 4,325,510 5,671,748

法人税等 2,246,573 2,386,756

少数株主利益又は少数株主損失（△） △128,662 22,531

四半期純利益 2,207,598 3,262,460



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 17,097,105 15,837,698

減価償却費及びその他の償却費 4,335,385 4,216,662

のれん償却額 588,074 596,954

貸倒引当金の増減額（△は減少） △31,006 △71,660

賞与引当金の増減額（△は減少） △282,437 △315,566

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,484 △43,868

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 △30,154 △27,079

支払利息 24,284 11,525

投資有価証券評価損益（△は益） － 168,109

デリバティブ評価損 299,150 －

複合金融商品評価損益（△は益） － △186,850

有形固定資産除売却損益（△は益） 139,500 △3,762

オークション勘定の増減額(△は増加) △70,255 △96,111

売上債権の増減額（△は増加） 948,580 629,814

仕入債務の増減額（△は減少） △247,981 △110,999

預り金の増減額（△は減少） △1,483,927 △927,690

その他 △757,868 311,181

小計 20,509,064 19,988,359

利息及び配当金の受取額 15,754 26,057

利息の支払額 △25,205 △9,779

法人税等の支払額 △13,188,392 △8,222,448

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,311,220 11,782,189

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） － △350,000

有形固定資産の取得による支出 △5,149,729 △986,500

有形固定資産の売却による収入 12,667 137,440

無形固定資産の取得による支出 △219,291 △167,563

投資有価証券の取得による支出 △500,000 △150,000

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 48,767 △15,908

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,844,213 △1,621,318

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） － △300,000

長期借入金の返済による支出 △1,937,940 △455,440

預り保証金の預りによる収入 196,000 166,349

預り保証金の返還による支出 △89,700 △89,295

自己株式の取得による支出 △8,940,278 △2,496,877

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 △5,324,861 △4,741,495

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △48,648 △226,830

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,230,269 △8,143,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,763,261 2,017,280

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 11,517,312 20,463,152



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日  至 平成20年12月31日）        （単位：千円）

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日  至 平成21年12月31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 
 11,719,174  2,669,491  984,195  15,372,861 －  15,372,861

(2）セグメント間の

内部売上高また

は振替高 

 233,923 －  969  234,892  △234,892 －  

計  11,953,097  2,669,491  985,165  15,607,753  △234,892  15,372,861

営業利益（または

営業損失） 
 4,909,059  △81,254  △452,758  4,375,047  79,471  4,454,519

  
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 
 10,822,561  2,855,320  1,179,463  14,857,344 －  14,857,344

(2）セグメント間の

内部売上高また

は振替高 

 87,631 285  747  88,665  △88,665 － 

計  10,910,192  2,855,606  1,180,211  14,946,009  △88,665  14,857,344

営業利益  5,398,528  53,153  49,293  5,500,974  81,526  5,582,501



前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年12月31日）        （単位：千円）

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日  至 平成21年12月31日）        （単位：千円）

  

  

  

 前第３四半期連結会計期間および当第３四半期連結会計期間ならびに前第３四半期連結累計期間および当第３

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３四半期連結会計期間および当第３四半期連結会計期間ならびに前第３四半期連結累計期間および当第３

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 
 38,126,120  9,023,026  4,654,701  51,803,848 －  51,803,848

(2）セグメント間の

内部売上高また

は振替高 

 714,355  24  2,342  716,722  △716,722 －  

計  38,840,475  9,023,051  4,657,043  52,520,570  △716,722  51,803,848

営業利益（または

営業損失） 
 17,753,615  14,538  △183,036  17,585,117  216,722  17,801,839

  
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 
 31,333,582  9,142,464  3,096,617  43,572,664 －  43,572,664

(2）セグメント間の

内部売上高また

は振替高 

 311,725 285  1,832  313,843  △313,843 － 

計  31,645,307  9,142,750  3,098,450  43,886,508  △313,843  43,572,664

営業利益  14,996,846  350,937  26,788  15,374,571  241,279  15,615,850

〔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３四半期 第３四半期 増減率(％) 通期予想 

売上高  518  435 △15.9%   580

営業利益  178  156 △12.3%   200

経常利益  176  160 △9.5%  202

当期純利益  94  90 △4.2%   110

  
21年３月期 22年３月期 

第３四半期 第３四半期 増減率(％) 通期予想 

《オートオークション事業》         

 出品手数料  108  83 △23.3%   109

 成約手数料  88  74 △15.3%   98

 落札手数料  113  99 △12.3%   131

 商品売上高  15  5 △68.1%   7

 その他の営業収入  55  51 △7.9%   68

オートオークション事業計  381  313 △17.8%   415

《中古自動車等買取販売事業》         

 中古自動車買取販売  55  62 11.3%   84

 事故現状車買取販売  34  29 △14.9%   39

中古自動車等買取販売事業計  90  91 1.3%   124

《その他の事業》         

 廃自動車等のリサイクル  39  24 △37.9%   29

 廃ゴムのリサイクル  7  6 △9.4%   10

その他の事業計  46  30 △33.5%   39

合計  518  435 △15.9%   580

  
21年３月期 22年３月期 

第３四半期 第３四半期 増減率(％) 通期予想 

設備投資         

支出ベース  51  9 △80.8%   20

完工ベース  45  6 △85.9%   17

減価償却費  42  41 △2.6%   55
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