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（訂正）「平成 20 年 3 月期 決算短信」の一部訂正について 
 

 平成 20 年 5 月 7 日に発表いたしました「平成 20 年 3 月期 決算短信」の記載内容に一部

訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１．訂正の内容 

平成 20 年 3 月期 決算短信 
  ４ページ １．経営成績 (1)経営成績に関する分析 （通期の見通し） 
 
２．訂正箇所 
  訂正箇所は  を付して内容を表示しております。 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



（訂正前） ㈱ユー・エス・エス(4732)平成 20 年 3 月期決算短信  

この結果、その他の事業は、外部顧客に対する売上高 5,257 百万円（前期比 32.4％増）、営業利益 389
百万円（前期比 5.5％減）となりました。 
 

（通期の見通し） 
自動車流通市場は、新車・中古自動車販売ともに厳しい状況が続くものと予想されます。国内におけ

る中古自動車流通市場は、使用年数の長期化や中古自動車の輸出需要の増加などにより、品薄な状態が

続くと予想され、オートオークションの出品台数への影響が懸念されます。当社としては、このような

経営環境をしっかり認識し、なお一層の経営基盤の強化に努める所存です。 
オートオークション事業につきましては、引き続き、地域ごとに圧倒的シェアを獲得する「地域一番

会場戦略」を掲げ、会場ごとに取扱台数や会員数の増加に向けた営業活動を強化してまいります。 
また、関東地区において、出品車両用ストックヤードが手狭になっていた流通会場を埼玉県越谷市か

ら千葉県野田市（旧Ｒ－東京会場跡地）に移転し、出品台数の強化を図ります。 
衛星回線やインターネット回線を介してオートオークションに参加できる「ＵＳＳグローブネット

ワーク」や「ＵＳＳインターネットライブ」についてもさらに利用しやすい環境を整備し、成約率の向

上や会員数の増加を目指します。 
これらの営業努力を行い、ＵＳＳグループは出品台数 301 万台を予想しております。 
中古自動車等買取販売事業につきましては、4 月に会社分割により株式会社カークエストの「ラビッ

ト」事業を株式会社 R&W（旧株式会社ワールド自動車）へ統合し、中古自動車買取販売事業と事故現

状車買取販売事業の融合により、シナジー効果を発揮できる体制にいたします。 
その他の事業につきましては、廃自動車等のリサイクルで積極的な営業活動をおこない新規取引先の

開拓を進めることにより、解体車両のみならず、家電、ＯＡ機器、自動販売機などの取扱量をさらに増

加させ、総合リサイクル事業として収益の拡大を目指します。 
以上により、平成 21 年 3 月期の連結業績予想は、売上高 72,700 百万円（前期比 4.2％増）、営業利

益 28,300 百万円（前期比 4.0％増）、経常利益 28,500 百万円（前期比 3.7％増）、当期純利益15,850 百

万円（前期比 4.3％増）を見込んでおります。 
 

（2）財政状態に関する分析 
① 資産、負債および純資産の状況 

当連結会計年度末の資産合計は 150,737 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 4,564 百万円増

加しました。これは、現金および預金が 5,130 百万円増加したことや、既存会場の隣接地や西東京会場

の代替用地取得などにより土地が 3,274 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 3,103 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 33,159 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 7,024 百万円減少しました。これは、

オークション借勘定が期末日の曜日の関係などにより 4,851 百万円減少したことや、借入金返済により

長期借入金が 2,290 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 117,577 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 11,588 百万円増加しました。こ

れは、利益剰余金が 11,684 百万円増加したことなどによるものであります。 
 

② キャッシュ・フローの状況 
当連結会計年度末における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、オークション勘定や

受取手形および売掛金の増加や有形固定資産の取得による支払、配当金の支払などにより一部相殺され

たものの、税金等調整前当期純利益が 27,160 百万円（前年同期比 6.9％増）と増加したこと等により、

前連結会計年度末と比較して 5,130 百万円増加し、26,280 百万円（前年同期比 24.3％増）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 18,780 百万円となり、前連結会計年度と比較して 2,228 百万円減少

しました。これは主に、税金等調整前当期純利益 27,160 百万円（前年同期比 6.9％増）、減価償却費お

よび償却費 5,677 百万円（前年同期比 8.1％増）、法人税等の支払額 11,649 百万円（前年同期比 12.9％
増）などによるものであります。 
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（訂正後） ㈱ユー・エス・エス(4732)平成 20 年 3 月期決算短信  
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この結果、その他の事業は、外部顧客に対する売上高 5,257 百万円（前期比 32.4％増）、営業利益 389
百万円（前期比 5.5％減）となりました。 
 

（通期の見通し） 
自動車流通市場は、新車・中古自動車販売ともに厳しい状況が続くものと予想されます。国内におけ

る中古自動車流通市場は、使用年数の長期化や中古自動車の輸出需要の増加などにより、品薄な状態が

続くと予想され、オートオークションの出品台数への影響が懸念されます。当社としては、このような

経営環境をしっかり認識し、なお一層の経営基盤の強化に努める所存です。 
オートオークション事業につきましては、引き続き、地域ごとに圧倒的シェアを獲得する「地域一番

会場戦略」を掲げ、会場ごとに取扱台数や会員数の増加に向けた営業活動を強化してまいります。 
また、関東地区において、出品車両用ストックヤードが手狭になっていた流通会場を埼玉県越谷市か

ら千葉県野田市（旧Ｒ－東京会場跡地）に移転し、出品台数の強化を図ります。 
衛星回線やインターネット回線を介してオートオークションに参加できる「ＵＳＳグローブネット

ワーク」や「ＵＳＳインターネットライブ」についてもさらに利用しやすい環境を整備し、成約率の向

上や会員数の増加を目指します。 
これらの営業努力を行い、ＵＳＳグループは出品台数 301 万台を予想しております。 
中古自動車等買取販売事業につきましては、4 月に会社分割により株式会社カークエストの「ラビッ

ト」事業を株式会社 R&W（旧株式会社ワールド自動車）へ統合し、中古自動車買取販売事業と事故現

状車買取販売事業の融合により、シナジー効果を発揮できる体制にいたします。 
その他の事業につきましては、廃自動車等のリサイクルで積極的な営業活動をおこない新規取引先の

開拓を進めることにより、解体車両のみならず、家電、ＯＡ機器、自動販売機などの取扱量をさらに増

加させ、総合リサイクル事業として収益の拡大を目指します。 
以上により、平成 21 年 3 月期の連結業績予想は、売上高 72,700 百万円（前期比 4.2％増）、営業利

益 28,300 百万円（前期比 4.0％増）、経常利益 28,500 百万円（前期比 3.7％増）、当期純利益15,750 百

万円（前期比 3.6％増）を見込んでおります。 
 

（2）財政状態に関する分析 
③ 資産、負債および純資産の状況 

当連結会計年度末の資産合計は 150,737 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 4,564 百万円増

加しました。これは、現金および預金が 5,130 百万円増加したことや、既存会場の隣接地や西東京会場

の代替用地取得などにより土地が 3,274 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 3,103 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 33,159 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 7,024 百万円減少しました。これは、

オークション借勘定が期末日の曜日の関係などにより 4,851 百万円減少したことや、借入金返済により

長期借入金が 2,290 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 117,577 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 11,588 百万円増加しました。こ

れは、利益剰余金が 11,684 百万円増加したことなどによるものであります。 
 

④ キャッシュ・フローの状況 
当連結会計年度末における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、オークション勘定や

受取手形および売掛金の増加や有形固定資産の取得による支払、配当金の支払などにより一部相殺され

たものの、税金等調整前当期純利益が 27,160 百万円（前年同期比 6.9％増）と増加したこと等により、

前連結会計年度末と比較して 5,130 百万円増加し、26,280 百万円（前年同期比 24.3％増）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 18,780 百万円となり、前連結会計年度と比較して 2,228 百万円減少

しました。これは主に、税金等調整前当期純利益 27,160 百万円（前年同期比 6.9％増）、減価償却費お

よび償却費 5,677 百万円（前年同期比 8.1％増）、法人税等の支払額 11,649 百万円（前年同期比 12.9％
増）などによるものであります。 
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