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株式会社ユー・エス・エス（4732） 

開催日：2020年 2月 20日（木） 

場 所：ミッドランドスクエア 5階『ミッドランドホール』（名古屋市中村区） 

説明者：代表取締役社長兼最高執行責任者(COO) 瀬田 大 氏 

 

1．会社概要 

・ 本社は名古屋市の南に隣接する東海市にあり、会社の設立は 1980年。その 2年後の 1982

年 8 月 23 日に第 1 回のオークションを開始。今年で 38 年を迎えます。1999 年 9 月に

名古屋証券取引所市場第二部に上場し、2000 年 12月に東京証券取引所市場第一部に上

場しました。業種はサービス業に分類されています。 

・ 2019年 6月 18日付で新経営体制となり、代表取締役 2名体制となりました。社長であ

った安藤之弘が代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)に、私が代表取締役社長兼最高

執行責任者(COO)に就任しました。創業以来 38 年間の伝統を受け継ぎながら、企業価

値の向上と持続的成長を図るため、頑張っていきます。 

・ 2019 年 3 月期の連結売上高は 799 億円、営業利益は 371 億円と過去最高の業績を更新

しました。経済環境が最も悪かった 2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震

災の時期でも、営業利益は 220億円と、安定した収益基盤を構築しています。 

営業利益率は、上場以来、平均で 40%以上となっています。当社のオークション事業

は、車を仕入れて販売をするのではなく、オークションの場を提供するビジネスです。

このため在庫を抱える必要がなく、リスクが低くなっています。 

また、日本企業の自己資本利益率(ROE)は 10%前後と言われていますが、当社は 14.5%

です。 

・ 当社の事業は 3 つのセグメントに分かれています。いちばん大きな事業がオークショ

ン事業で、営業利益の 98%を占めています。2 つ目が自動車の買取販売事業です。「ラ

ビット」を運営しています。その他の事業としては、名古屋市港区で廃自動車等のリ

サイクル事業を、横浜の大黒ふ頭と千葉県野田市で中古車の輸出手続代行サービスを

行っています。 

・ オークション会場の出品台数状況を見ると、関東、中部、近畿の三大市場でシェアが

40%を超えています。全国でみると、取扱台数第 1 位は USS 東京会場(千葉県野田市)。

毎週木曜日にオークションを開催。まさしく今日ですが、今日の出品台数は 15,000 台

です。第 2 位は USS 名古屋会場。毎週金曜日がオークション日で、毎週 1 万台以上の

取引をしています。そして第 3位は、3年前に M&A で取得した HAA神戸会場です。 

 

2．USSの強み・競争力について  

・ 日本国内には大小合わせて 120 のオークション場があり、トータルの取扱台数は年間
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700 万台以上です。その売上を合算すると、年間 2兆円を超える巨大市場です。その中

で当社は、約 40%のシェアを獲得しています。 

高いシェアを獲得できた理由として、お客様の数にあります。全国に 48,000 社以上の

会員様がいます。お客様はほぼ毎日、全国で行われている当社のオークションに参加

しています。創業から 37 年経つ現在も、毎年 1,000 社以上の新しいお客様が入会され

ます。一度会員になれば、国内 19会場が使える共有会員システムを採用。また、会場

に足を運ぶことなく、リアルタイムにオークションに参加できるサービスも、別途提

供しています。 

・ 当社の第 1 回オークションは、今から 38 年前の 1982(昭和 57)年 8 月 23 日に、USS 名

古屋会場で開かれました。まだ機械の設置が間に合わず、最初は手競りでオークショ

ンしました。この時は 255台をオークションしました。 

その 2ヵ月後にはコンピューターセリ機を導入。これが大きなヒットになりました。 

当時は、今でいうコンプライアンスという言葉はなく、有力な業者に優位に働くオー

クション環境がありました。それがコンピューターの導入で、競りが非常に公正・公

平に行えるようになりました。そのため、今でいうスタートアップ企業に非常に支持

されました。また、コンピューターの競り能力によって、一度に大量の車を取り扱え

るようになりました。 

・ 現在の USS 名古屋会場は、7 年前に建て替えました。毎週金曜日に 1 万台以上の車の

競りをしています。10台同時にオークションができ、1時間当たり 1,000台の処理能力

があります。 

お客様からの商品車は立体駐車場できちんと保管しますが、現在はさらにもう 1 棟を

建築中です。この 5 月に完成予定で、新たに 3,000台が収容可能です。名古屋会場は現

在、約 13,000台の車両が収容可能なので、併せて 16,000台が収容可能となります。 

 

3．オートオークションビジネスモデル 

・ 当社は B to B 専門のオークションを運営。オークションに参加できるのは当社が審査

し、認めた会員のみとなります。会員は、トヨタ自動車、日産自動車などの新車ディ

ーラーのほか、中古車専門店の方、ガリバーやアップルといった中古車買取業者など

で構成されています。出品車は主に下取車両で、換金のためにオークションが利用さ

れます。 

オークションに出品すると、我々は出品者からは出品手数料として 1 台平均 8,000 円、

出品が成約すると、成約料として出品者からさらに 8,000円、同時に落札者からも 8,000

円いただいています。1 台の成約で、平均 24,000 円の手数料が入るビジネスモデルで

す。この手数料の仕組みが、当社の強みです。 

・ 衛星 TVとインターネットを利用した外部落札も大きな収入源です。外部落札とは、19

会場に足を運ばなくても、会員様が会社や自宅にいながら、リアルタイムで当社のオ
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ークションに参加できるシステムです。会員様からは利用料として月会費をいただい

ています。衛星 TV 会員が 57,800円、インターネット(CIS)会員が 11,800 円です。落札

手数料は、衛星 TV は、12,000 円、インターネットは 17,000 円と、会場への来場より

も高めに設定しています。現在、落札台数に対する外部落札比率は約半分。47%です。 

・ 当社は、北は北海道から南は九州まで、19 会場を運営しています。また、ほかのオー

クション場 11 会場と業務提携をしています。一度、衛星またはインターネットの会員

になると、全国 30 会場にアクセスすることができ、市場全体の 50%以上(51.1%)への参

加が可能となります。 

・ 2019 年 5 月に、東京・葛西で JAA 新会場をオープンしました。3 年前に M&A で取得

した会場で、新しく建て直しました。 

 

4．2020年 3月期業績予想 

・ 2020年 3月期の進捗状況について、2月 12 日に第 3四半期(2019年 4月～12月)の決算

を発表しました。売上高は前年同期比 0.3%減の 581億円、営業利益は 1.3%減の 267億

円です。 

・ 2020 年 3 月期の連結業績予想は、売上高は 797 億円、営業利益 370 億円、経常利益は

376 億円、当期純利益は 251億円を計画しています。 

 

5．株主還元 

・ 株式上場した 2000 年 3月期からの配当推移を見ると、上場以来、19期連続増配を達成。

株主還元を最重要課題として取り組んでいます。配当に関する基本方針として、連結

配当性向を 2020 年度 3月期から 55%以上に引き上げています。今年度の年間配当予想

は、5 円増配の 1 株当たり 55 円 40 銭とし、20 期連続増配を目指しています。ちなみ

に、上場した 2000年当初は年間配当 50銭でしたが、昨年度は 50円 40銭で、約 20年

で配当が 100倍になっています。 

・ 配当利回りについて、昨日の終値は、1,878 円でした。今年度の配当予想は、1 株当た

り 55円 40銭です。これを元に配当利回りを計算すると、2.94%となります。 

また、最低投資単位である 100 株を所有の場合は、取得金額 187,800 円で年間配当額

5,540円、これに、500円分のクオカードが年 2回、1,000円相当が追加されるので、配

当と優待の合計は年間 6,540円、利回りは年率 3.48%となります。 

・ 株主の皆様には、年 2回株主優待を実施しています。100株以上で、500円分のクオカ

ード、500 株以上で、2,000 円分の商品券、1,000 株以上で、5,000 円相当の「カタログ

ギフト」、10,000 株以上で、10,000円相当の「カタログギフト」を年 2回お送りしてい

ます。 

・ 当社は 2014 年から始まった株価指数「JTX 日経 400」の組み入れ銘柄として、当初か

ら選定されています。毎年 8月に 400銘柄のうちの 30銘柄が入れ替わりますが、今年



 

 

 
 

大和インベスター・リレーションズ㈱（以下、「当社」といいます。）はこの資料の正確性、完全性を保証するもので

はありません。ここに記載された意見等は当社が開催する個人投資家向け会社説明会の開催時点における当該会社側の

判断を示すに過ぎず、今後予告なく変更されることがあります。当社は、ここに記載された意見等に関して、お客様の

銘柄の選択・投資に対して何らの責任を負うものではありません。この資料は投資勧誘を意図するものではありません。 

当社の承諾なくこの資料の複製または転載を行わないようお願いいたします。 

も当社は、この組み入れ銘柄に選んでいただきました。 

 

6．質疑応答 

Q1. 同業他社と比較して、成約率は高いのでしょうか。その理由も教えてください。 

A1. 19 会場の成約率は年間平均で約 62%です。同業他社と比べ、成約率に加え、成約単価

も高いです。取引価格の高い中古車が集まっているということです。ちなみに、約 3

割弱は成約に至りませんが、流れた車の取り扱いは会員様の意志に依ります。ただ、

その傾向をみると、再度、オークションに出品するか、他のオークションに持ってい

くか、あるいは自社に持ち帰り、自社で小売りするか、のいずれかです。 

オークションを利用するのは、換金のためなので、思った金額に届かない場合は、再

度、出品し、低めの設定で売られることが多いです。 

 

Q2. 市場シェアは立派な数字です。今後、海外、特に中国やインドのオークション市場開拓

の方針を、ぜひ教えてください。 

A2. 確かに中国の市場は大きく、インド市場もこれからだと聞いています。しかし、簡単に

は進出できません。それは、国が違えば、法律も違うし、商習慣も違うからです。 

ただ、子会社レベルですが、7 年前からインドネシアでバイクオークションを手掛け、

年間 2 億円の利益が出ています。そしてこの 8 月からは、その子会社がフィリピンの

マニラでオークションを始めます。そのためのジョイントベンチャーを、昨年秋に立

ち上げました。当社が 40%、三井物産が 30%、現地の銀行が 30%出資し、マニラ郊外

で毎回 300～400 台規模のオークションを始めます。このようにトライアル的に海外で

進めています。 

しかし、中国に関しては、まだまったく計画はありません。難しいと思います。 

 

Q3. 消費増税の影響はありますか。 

A3. 前述の通り、増税により新車が売れていません。それにつられ、中古車の販売も足元は

弱いです。その理由は、増税だけでなく、昨年来からの中国とアメリカとの貿易摩擦

で、海外の需要が減っているからです。それでも年間 130 万台の中古車が日本から輸

出されています。ただ引き合いが弱く、オークションのマーケットプライスに若干、

影響が出ています。 

一番深刻なのは、国内の新車登録台数が、まだ回復の見通しがない点です。こればか

りはどうしようもありません。 

 

Q4. 日本各地で大規模な自然災害が発生していますが、全国 19のオークション会場は、何

か対策をしていますか。 

A4. 電気の備蓄に関して、バックアップ体制は各会場で整えています。しかし、インフラと
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関わるので、オークション会場の回りが停電になれば、オークションも開催できませ

ん。一昨年は大阪、昨年は千葉で大きな災害がありましたが、19 会場はかろうじて被

害を免れました。ただ、災害に対して具体的でアクティブな大きな対策はできていま

せん。 

 

Q5. オークション事業のポイントの一つとして、在庫リスクがないことをあげていますが、

一方で中古車買取事業を行う理由は何ですか。 

A5. 中古車買取事業は、業界内では大きなシェアはありません。中古車の流れとして、ラビ

ットで買い取った車両は、ほぼ 100%、USS のオークションに出品されます。オークシ

ョン市場への安定供給のための買取事業、という位置づけです。 

 

Q6. 設備投資について、オークション会場のシステムを最先端なものにしたり、古くて狭い

会場の建て替えなど、今後の計画があれば教えてください。 

A6. 本社がある東海市の名古屋会場では、3,000 台を収容可能な立体駐車場を、今、作って

います。この設備投資額は約 33 億円です。また、システムは 6～7 年で入れ替えなけ

ればなりません。今期は 3～4会場のシステムの入れ替えを計画しています。オークシ

ョン場の規模により金額が変わりますが、1 会場 4～6 億円がかかります。したがって

単純に合算すると、今期の設備や建物に関する設備投資計画は、40～50 億円になりま

す。 

 

Q7. 名古屋会場の収容台数が、5 月から 13,000 台から 16,000 台になるということですが、

名古屋会場の売上が 20%くらい上昇するとみてよろしいですか。 

A7. 単純に計算すると、そうなります。ただ、絶えず 16,000 台が集まるとは限りません。

とはいえ、現在、外部の 5,000～1万坪の土地を借りているので、その経費が浮きます。

16,000 台を集めれば、当然、利益も上がるので、一杯になるように営業努力していき

ます。 

 

Q8. 今後、M&A はありますか。 

A8. 相思相愛的な話があれば、あると思いますが、現在はありません。 

 

Q9. トップシェアを維持し続けている最大の要因は何ですか。 

A9. 全国に 4万 8,000社の会員様がいることが一番大きなことです。また、いち早く全国展

開したのも、当社でした。そのため最初からお客様をギュっとつかんでいます。その

強さがあります。 

さらにネットワーク。会員になり、当社に参加すれば、国内のオークション場の 50%

以上に参加できます。そのボリュームが強みだと思います。 
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Q10.オークションでは外国車はどの程度、出品されていますか。日本車に比べ、成約率は高

いのでしょうか。 

A10.外国車(輸入車)は、約 10%です。輸入車が多く集まる会場は、東京、名古屋、HAA 神

戸です。この 3会場で 10%をカバーしています。 

 

Q11. JAAの葛西と USSの東京会場では、ダブるのではないですか。 

A11.同じ関東ですが、場所が違います。葛西は都内の江戸川区で、東京会場は千葉県野田市

にあります。埼玉や茨城にも近く、両会場は車で 1時間半くらいかかります。 

関東圏は大きく、シェアも高いので、あまり被るようなことはありません。 

 

Q12. 20期連続の増配を予想していますが、株主還元について、どのように考えていますか。 

A12.配当性向は 55%以上なので、今後、売上利益が伸びれば、皆様方により多くの還元が

できると思います。また、不定期ですか自己株買いも行っています。株主還元を最重

要課題として、取り組んでいます。 

 

Q13.オークション会場はもう増やさないのですか。 

A13.現在 19会場あり、そのうち JAA と HAA神戸は 3年前に取得した会場です。足元、取

得した 2 会場の成績は、あまりよくありません。その理由として、買収後、USS の公

正公平なオークションを導入したところ、お客様が他社に流れるようになりました。

JAA の買収当時の取扱台数は 3,000 台弱、HAA は 1 万台弱ありましたが、現在は 2 会

場とも半分になっています。JAA が 1,500～2,000台、HAA は 5,000～6,000台です。 

我々は公正公平で、誰でも同じ待遇をすることを進めているので、以前、優遇されて

いた企業は逃げてしまいました。目減りはしていますが、その分また、伸ばせる余地

があると考えているので、まずは、買収した 2 会場を元の台数に戻す営業努力をする

ことが、今の我々の使命だと考えています。その後、余裕ができれば、相手ありきで、

いいパートナーがいれば、買収するスタンスでいます。そのため、直近はM&Aの計画

はありません。 

 

Q14.電気自動車、および自動運転車の対応は考えていますか。 

A14.世の中は報道が先走りしている感はありますが、間違いなく将来はこれらの車になるで

しょう。まず来るのは電気自動車かと。電気自動車のメリットが一般に知れ渡れば、

ガソリン車から電気自動車への乗り換え需要は、すぐに来ると思います。それが 3 年

後か 4 年後かはわかりませんが、この乗り換え需要が、我々の次のターゲットです。

乗り換え需要が増えれば、二次流通の中古車のオークション台数も増えるので、今は

虎視眈々と構えている状況です。その後の 5年以上先は、まだわかりません。 

以 上 


