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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第39期

第１四半期
連結累計期間

第40期
第１四半期
連結累計期間

第39期

会計期間
自　2018年４月１日
至　2018年６月30日

自　2019年４月１日
至　2019年６月30日

自　2018年４月１日
至　2019年３月31日

売上高 （百万円） 19,987 19,861 79,908

経常利益 （百万円） 9,716 9,331 38,039

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 6,438 6,258 25,543

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 6,455 6,307 25,848

純資産額 （百万円） 172,480 178,277 183,535

総資産額 （百万円） 215,918 220,723 232,703

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 25.33 24.84 100.54

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） 25.28 24.79 100.35

自己資本比率 （％） 79.2 79.9 78.1

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 3,223 3,952 32,894

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △360 △1,899 △1,496

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △6,219 △10,353 △19,668

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 30,366 37,151 45,452

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含めておりません。

３．「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条の２第

２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

４．１株当たり四半期（当期）純利益金額ならびに潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定

の基礎となる自己株式数については、ＵＳＳ従業員持株会専用信託が保有する自己株式を含めております。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、ＵＳＳグループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

１．財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間における国内自動車流通市場の新車登録台数（含軽）は1,225千台（前年同期比2.8％

増）、中古車登録台数（含軽）は1,672千台（前年同期比0.0％減）となりました。（（一社）日本自動車販売協会

連合会、（一社）全国軽自動車協会連合会調べ）

中古車輸出市場は、主な仕向地のうちアラブ首長国連邦、ロシア向けの輸出台数が増加したものの、パキスタ

ン、アフリカ諸国、スリランカ向けなどが減少し、輸出台数は335千台（前年同期比8.5％減）となりました。（財

務省貿易統計調べ）

オートオークション市場における出品台数は1,982千台（前年同期比2.3％増）、成約台数は1,238千台（前年同

期比0.5％増）、成約率は62.5％（前年同期実績63.6％）となりました。（（株）ユーストカー調べ）

このような経営環境の中、ＵＳＳグループの当第１四半期連結累計期間における経営成績は、売上高19,861百万

円（前年同期比0.6％減）、営業利益9,184百万円（前年同期比4.1％減）、経常利益9,331百万円（前年同期比

4.0％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益6,258百万円（前年同期比2.8％減）となりました。

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は220,723百万円となり、前連結会計年度末と比較して11,979百万円減

少しました。これは主に、現金及び預金が8,300百万円、オークション貸勘定が3,146百万円減少したことによるも

のです。

負債合計は42,445百万円となり、前連結会計年度末と比較して6,722百万円減少しました。これは主に、未払法

人税等が4,128百万円、オークション借勘定が2,941百万円減少したことによるものです。

純資産合計は178,277百万円となり、前連結会計年度末と比較して5,257百万円減少しました。これは主に、親会

社株主に帰属する四半期純利益6,258百万円に対し、配当金を6,532百万円支払ったことにより利益剰余金が274百

万円減少したことや、自己株式の取得により4,963百万円減少したことによるものです。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

オートオークション

オートオークションの出品台数は771千台（前年同期比2.6％増）、成約台数は460千台（前年同期比1.0％

減）、成約率は59.7％（前年同期実績61.8％）となりました。

営業費用については、低額車の買取台数の増加に伴い買取金額が増加したほか、ＪＡＡ会場の新築建替えや、

大阪会場のシステムリプレースなどによる費用が増加しました。

この結果、オートオークションのセグメントは、外部顧客に対する売上高16,358百万円（前年同期比0.0％

増）、営業利益8,986百万円（前年同期比3.4％減）となりました。

中古自動車等買取販売

中古自動車買取専門店「ラビット」は、店舗当たりの買取台数が増加したものの、高額車両の買取台数が減少

したことにより販売価格が低下したことや、広告宣伝費が増加したことなどから減収減益となりました。

事故現状車買取販売事業は、買取台数の減少により営業損失となりました。

この結果、中古自動車等買取販売のセグメントは、外部顧客に対する売上高2,067百万円（前年同期比8.3％

減）、営業利益18百万円（前年同期比62.3％減）となりました。

その他

廃自動車等のリサイクル事業は、廃自動車の処理量が増加したものの、４月から鉄スクラップ相場が下落基調

に転じたことなどから、増収減益となりました。

中古自動車の輸出手続代行サービス事業は、受注台数が減少したことから減収減益となりました。

この結果、その他のセグメントは、外部顧客に対する売上高1,434百万円（前年同期比4.2％増）、営業利益

154百万円（前年同期比20.8％減）となりました。
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２．キャッシュ・フローの状況

当第１四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8,300百万円減少し、37,151百万円となりました。

（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3,952百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益9,325百万

円（前年同期比2.9％減）、法人税等の支払額7,770百万円（前年同期比11.5％増）、減価償却費及びその他の償

却費1,225百万円（前年同期比4.7％減）、預り金の増加額757百万円（前年同期実績 減少額349百万円）による

ものです。

（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1,899百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,511

百万円（前年同期比320.7％増）、関係会社株式の取得による支出272百万円（前年同期実績－百万円）によるも

のです。

（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10,353百万円となりました。これは主に、配当金の支払額6,532百万円（前年

同期比5.7％増）、自己株式の取得による支出5,024百万円（前年同期実績－百万円）によるものです。

３．経営方針・経営戦略等

　当第１四半期連結累計期間において、ＵＳＳグループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は

ありません。

 

４．事業上および財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、ＵＳＳグループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 

（株式会社の支配に関する基本方針）

(1) 基本方針の内容

　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、なにより当社の企業価値・株主共同の利益を確

保・向上させていくことが可能な者である必要があると考えています。

　ＵＳＳグループは、経営理念を①公正な市場の創造、②会員との共生、③消費者への奉仕、④株主への還元、⑤

社員の尊重、⑥地域への貢献と定めています。この理念のもとに、事業を推進していくことが、当社の企業価値・

株主共同の利益の確保・向上につながるものと考えています。

　また、当社は、公開会社として当社株式の自由な売買が認められている以上、特定の者の大規模な買付行為に応

じて当社株式を売却するか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えており、当社株式に

対する大規模な買付行為があった場合においても、これが当社の企業価値の向上および株主共同の利益に資するも

のであれば、これを一概に否定するものではありません。

　しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、株主や会社に対して、買付に係る提案内容や

代替案を検討するための十分な時間や情報を与えないもの、買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、当社の企業価

値・株主共同の利益に対する侵害をもたらすおそれのあるもの、株主に株式等の売却を事実上強要するおそれのあ

るもの、買付条件が当社の企業価値・株主共同の利益に鑑み不十分または不適当であるもの等、企業価値・株主共

同の利益に資さないものも想定されます。

　このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不

適切であると考えています。

 

(2) 基本方針の実現に資する取組み

　当社は、上記の基本方針を実現するため、経営理念のもとに、事業を推進していくことに加え、以下のとおり

コーポレートガバナンスの充実に取り組んでいます。

　ＵＳＳグループでは、健全で持続的な成長を確保し、株主の皆様をはじめとするステークホルダーからの社会的

信頼に応えていくことを企業経営の基本的使命と位置づけており、その実現のための重要施策として、コーポレー

トガバナンスの充実に取り組んでいます。

　当社取締役会では、ＵＳＳグループの事業に精通した取締役と、独立性の高い社外取締役による審議を通して、

意思決定の迅速性と透明性を高めています。また、社外監査役を含む監査役による監査を通して、取締役の職務執
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行の適法性、効率性、合理性、意思決定プロセスの妥当性等を厳正に監視・検証し、経営に対する監査機能の充実

を図っています。

　ＵＳＳグループでは、コンプライアンスの基本原則を「ＵＳＳ行動・倫理規範」として定めており、取締役が率

先して企業倫理の遵守と浸透にあたっています。また、財務報告の信頼性の確保および意思決定の適正性の確保な

どを含めた「ＵＳＳグループ内部統制システム」を定めており、ＵＳＳグループの業務が適正かつ効率的に実施さ

れることを確保するための内部統制システムを整備しています。

　内部統制システムの有効性については、内部監査担当部署が年間計画に基づき内部監査を実施し、重要な事項に

ついて取締役会および監査役に報告しています。

 

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み

　当社は、2006年５月16日開催の取締役会において、当社の企業価値または当社株主の皆様の共同の利益の確保・

向上の取組みとして、大規模買付行為により当社の企業価値または当社株主の皆様の共同の利益が毀損されること

を未然に防止するため、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を導入することを決議いたしま

した。その後、かかる買収防衛策は、2009年６月24日開催の第29期定時株主総会および2012年６月26日開催の第32

期定時株主総会において、それぞれ、その一部を変更の上継続することについて株主の皆様のご承認を頂きました

（以下、2012年６月26日開催の第32期定時株主総会において株主の皆様にご承認頂いたプランを「本プラン」とい

います。）。

　当社は、2015年６月30日をもって有効期間満了を迎える本プランの取扱いについて検討した結果、現在の経営環

境を前提とすると、本プランを継続することが必要不可欠なものではないと判断し、2015年５月13日開催の取締役

会において、かかる有効期間満了をもって本プランを継続しないことを決議しました。

　もっとも、当社は、本プランの有効期間満了後も引き続き、当社株式に対して大規模な買付行為や買付提案を行

おうとする者に対しては、関係する法令に従い、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するための必要

かつ十分な情報の開示を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示するとともに、株主の皆様の検討のために必

要な時間と情報の確保に努めるなど、適宜適切な措置を講じてまいります。

 

(4) 基本方針の実現に資する取組みについての取締役会の判断

　当社は、上記基本方針を実現するための取組みとして上記(2)および(3)の取組みを進めることにより、当社の企

業価値・株主共同の利益の確保・向上につなげられると考えていると同時に、当社の企業価値・株主共同の利益に

資さない大規模な買付行為や買付提案を行うことは困難になるものと考えています。また、大規模な買付行為や買

付提案を行う者が現れた場合も、その是非を株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報および時間の

確保に努めるなど、適切な措置を講じてまいります。したがって、上記(2)および(3)の取組みは基本方針に沿うも

のであり、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

 

５．研究開発活動

特記すべき事項はありません。
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３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,200,000,000

計 1,200,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在
発行数（株）
　 （2019年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2019年８月８日）

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協
会名

内容

普通株式 313,250,000 313,250,000

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第一部

単元株式数

100株

計 313,250,000 313,250,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2019年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含めておりません。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

2019年４月１日～

2019年６月30日
－ 313,250,000 － 18,881 － 4,583

 

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6)【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2019年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

    2019年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 60,059,700 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 253,176,500 2,531,765 －

単元未満株式 普通株式 13,800 － 一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数  313,250,000 － －

総株主の議決権  － 2,531,765 －

（注）ＵＳＳ従業員持株会専用信託が所有する株主名簿上の当社株式123,000株（議決権の数1,230個）につきまして

は、完全議決権株式（その他）に含めて表示しております。

 

②【自己株式等】

    2019年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ユー・エ

ス・エス

愛知県東海市新宝

町507番地の20
60,059,700 － 60,059,700 19.17

計 － 60,059,700 － 60,059,700 19.17

（注）１．自己名義所有株式としては、上記のほか単元未満株式39株を所有しております。

２．当社は、2019年２月12日開催の取締役会決議に基づき、2019年４月１日から2019年６月30日までに自己株式

2,415,800株の取得を行いました。当第１四半期連結会計期間末日現在の自己名義株式数は単元未満株式の

買取りにより取得した株式数を含めて62,475,579株で、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は

19.94％であります。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しており

ます。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2019年４月１日から

2019年６月30日まで）および第１四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

EDINET提出書類

株式会社ユー・エス・エス(E05045)

四半期報告書

10/24



１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 51,352 43,051

オークション貸勘定 ※ 16,502 ※ 13,355

受取手形及び売掛金 3,154 2,952

たな卸資産 1,038 881

その他 5,428 5,736

貸倒引当金 △44 △41

流動資産合計 77,431 65,936

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 34,972 35,851

土地 65,027 65,027

建設仮勘定 1,610 188

その他（純額） 3,277 3,627

有形固定資産合計 104,887 104,695

無形固定資産   

のれん 35,297 34,801

その他 7,061 7,011

無形固定資産合計 42,358 41,812

投資その他の資産   

投資その他の資産 8,560 8,817

貸倒引当金 △535 △539

投資その他の資産合計 8,025 8,278

固定資産合計 155,271 154,786

資産合計 232,703 220,723
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

負債の部   

流動負債   

オークション借勘定 ※ 22,209 ※ 19,268

支払手形及び買掛金 520 377

短期借入金 － 300

1年内返済予定の長期借入金 397 397

未払法人税等 6,783 2,655

引当金 722 1,068

その他 7,444 7,379

流動負債合計 38,077 31,446

固定負債   

長期借入金 2,640 2,585

退職給付に係る負債 771 808

資産除去債務 600 602

その他 7,078 7,002

固定負債合計 11,090 10,998

負債合計 49,168 42,445

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,881 18,881

資本剰余金 18,913 18,913

利益剰余金 198,940 198,666

自己株式 △49,448 △54,412

株主資本合計 187,287 182,048

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 60 45

土地再評価差額金 △5,633 △5,633

退職給付に係る調整累計額 △15 △15

その他の包括利益累計額合計 △5,588 △5,603

新株予約権 423 423

非支配株主持分 1,412 1,408

純資産合計 183,535 178,277

負債純資産合計 232,703 220,723
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2018年４月１日
　至　2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年６月30日)

売上高 19,987 19,861

売上原価 7,627 7,929

売上総利益 12,359 11,931

販売費及び一般管理費 2,786 2,747

営業利益 9,573 9,184

営業外収益   

受取利息 2 1

不動産賃貸料 108 141

雑収入 52 40

営業外収益合計 162 183

営業外費用   

支払利息 2 3

不動産賃貸原価 11 26

雑損失 5 6

営業外費用合計 19 36

経常利益 9,716 9,331

特別利益   

固定資産売却益 30 1

特別利益合計 30 1

特別損失   

固定資産売却損 131 0

固定資産除却損 0 7

その他 8 －

特別損失合計 140 7

税金等調整前四半期純利益 9,606 9,325

法人税等 3,097 3,003

四半期純利益 6,509 6,322

非支配株主に帰属する四半期純利益 71 63

親会社株主に帰属する四半期純利益 6,438 6,258
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2018年４月１日
　至　2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年６月30日)

四半期純利益 6,509 6,322

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △54 △15

退職給付に係る調整額 0 0

その他の包括利益合計 △54 △14

四半期包括利益 6,455 6,307

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 6,383 6,243

非支配株主に係る四半期包括利益 71 63
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2018年４月１日
　至　2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年６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 9,606 9,325

減価償却費及びその他の償却費 1,286 1,225

のれん償却額 495 495

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 1

賞与引当金の増減額（△は減少） 325 346

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 22 37

受取利息及び受取配当金 △6 △3

支払利息 2 3

有形固定資産除売却損益（△は益） 101 5

オークション勘定の増減額 7 204

売上債権の増減額（△は増加） 76 201

仕入債務の増減額（△は減少） △70 △142

未払金の増減額（△は減少） △469 △363

預り金の増減額（△は減少） △349 757

その他 △848 △375

小計 10,181 11,719

利息及び配当金の受取額 ※２ 12 ※２ 6

利息の支払額 △2 △3

法人税等の支払額 △6,968 △7,770

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,223 3,952

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △359 △1,511

有形固定資産の売却による収入 88 3

無形固定資産の取得による支出 △63 △111

関係会社株式の取得による支出 － △272

その他 △26 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △360 △1,899

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

長期借入金の返済による支出 △55 △55

預り保証金の預りによる収入 53 43

預り保証金の返還による支出 △38 △73

自己株式の取得による支出 － △5,024

自己株式の売却による収入 ※２ 46 ※２ 47

自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は

増加）
－ 1,023

配当金の支払額 ※２ △6,180 ※２ △6,532

非支配株主への配当金の支払額 △40 △68

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,219 △10,353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,356 △8,300

現金及び現金同等物の期首残高 33,722 45,452

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 30,366 ※１ 37,151
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四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。

 

（追加情報）

（信託型従業員持株インセンティブ・プランにおける会計処理）

当社は、従業員の福利厚生の充実および当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として従業員

持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。

 

①取引の概要

当社は、ＵＳＳグループ従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的とし

て、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」（以下、「本プラン」といいます。）を2017年３月より導入

しております。

本プランでは、当社が信託銀行に「ＵＳＳ従業員持株会専用信託」（以下、「従持信託」といいます。）を設

定し、従持信託は、設定後３年間にわたり「ＵＳＳ従業員持株会」（以下、「持株会」といいます。）が取得す

ると見込まれる数の当社株式を市場より予め取得し、その後、信託終了まで毎月持株会へ売却します。なお、従

持信託は当社株式を取得するための資金確保のため、当社保証による銀行借入を行っております。

信託終了時点において、持株会への当社株式の売却を通じて従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合に

は、当社株式売却益相当額が信託残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。当社株価の下落に

より従持信託内に株式売却損相当額が累積した場合には、当該株式売却損相当の借入金残債について、責任財産

限定特約付金銭消費貸借契約に基づき当社が弁済することになります。

 

②信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株

式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額および株式数は、前連結会計年度223百万円、115千株、当

第１四半期連結会計期間163百万円、84千株であります。

 

③総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前連結会計年度177百万円、当第１四半期連結会計期間177百万円
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（四半期連結貸借対照表関係）

※　オークション貸勘定およびオークション借勘定

前連結会計年度（2019年３月31日）

　オークション貸勘定およびオークション借勘定は、オークション業務に関連して発生する会員に対する債

権および債務であり、その主なものは、立替および預り車両代金、未収出品料収入、未収成約料収入および

未収落札料収入であります。

　なお、オークション貸勘定およびオークション借勘定残高は、連結会計年度末日とオークション開催日と

の関連によって増減いたします。

 

当第１四半期連結会計期間（2019年６月30日）

　オークション貸勘定およびオークション借勘定は、オークション業務に関連して発生する会員に対する債

権および債務であり、その主なものは、立替および預り車両代金、未収出品料収入、未収成約料収入および

未収落札料収入であります。

　なお、オークション貸勘定およびオークション借勘定残高は、第１四半期連結会計期間末日とオークショ

ン開催日との関連によって増減いたします。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年６月30日）

現金及び預金勘定 36,266百万円 43,051百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △5,900 △5,900

現金及び現金同等物 30,366 37,151

 

※２．「信託型従業員持株会インセンティブ・プラン」の導入に伴い、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の

各項目には従持信託に係るキャッシュ・フローが含まれております。その主な内容は次のとおりでありま

す。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年６月30日）

従持信託における利息及び配当金の受取額 6百万円 3百万円

従持信託への配当金の支払額 △6 △3

従持信託における自己株式の売却による収入 46 47
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年６月30日）

１．配当に関する事項

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年６月12日

定時株主総会
普通株式 6,180 24.30 2018年３月31日 2018年６月13日 利益剰余金

　（注）配当金の総額は、従持信託が保有する株主名簿上の当社株式263千株に対する配当金６百万円を含めて記載

しております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

１．配当に関する事項

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月18日

定時株主総会
普通株式 6,532 25.80 2019年３月31日 2019年６月19日 利益剰余金

　（注）配当金の総額は、従持信託が保有する株主名簿上の当社株式123千株に対する配当金３百万円を含めて記載

しております。

 

２．株主資本の金額の著しい変動

当第１四半期連結会計期間末における自己株式の残高は、前連結会計年度末より4,963百万円増加し、

54,412百万円となっております。これは主に2019年２月12日開催の取締役会決議に基づき、2019年４月１日

から2019年６月30日までに自己株式2,415,800株を取得したためです。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 
オートオー
クション

中古自動
車等買取
販売

計

売上高        

外部顧客への売

上高
16,356 2,254 18,610 1,377 19,987 － 19,987

セグメント間の
内部売上高また
は振替高

125 0 125 8 133 △133 －

計 16,482 2,254 18,736 1,385 20,121 △133 19,987

セグメント利益 9,305 48 9,354 194 9,549 24 9,573

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、株式会社アビヅの廃

自動車等のリサイクル事業および株式会社ＵＳＳロジスティクス・インターナショナル・サービ

スの中古自動車の輸出手続代行サービス事業等であります。

２．セグメント利益の調整額24百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 
オートオー
クション

中古自動
車等買取
販売

計

売上高        

外部顧客への売

上高
16,358 2,067 18,426 1,434 19,861 － 19,861

セグメント間の
内部売上高また
は振替高

113 0 113 11 124 △124 －

計 16,472 2,067 18,539 1,445 19,985 △124 19,861

セグメント利益 8,986 18 9,004 154 9,158 25 9,184

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、株式会社アビヅの廃

自動車等のリサイクル事業および株式会社ＵＳＳロジスティクス・インターナショナル・サービ

スの中古自動車の輸出手続代行サービス事業等であります。

２．セグメント利益の調整額25百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額および算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年６月30日）

(1) １株当たり四半期純利益金額 25円33銭 24円84銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
6,438 6,258

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（百万円）
6,438 6,258

普通株式の期中平均株式数（千株） 254,117 251,889

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 25円28銭 24円79銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（千株） 456 486

　（うち新株予約権） (456) (486)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

（注）従持信託が所有する当社株式を、１株当たり四半期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。（前第１四半期連結

累計期間243千株、当第１四半期連結累計期間101千株。）
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2019年８月８日

株式会社ユー・エス・エス

取締役会　御中

 

有 限 責 任　あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 鈴　木　賢　次

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 大　橋　敦　司

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ユー・

エス・エスの2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2019年４月１日から

2019年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ユー・エス・エス及び連結子会社の2019年６月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　以　上

 

（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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