
平成26年2月期  中間報告書
株主の皆様へ

平成25年3月1日から平成25年8月31日まで

http://www.ucscard.co.jp/

UCSはユニーグループの
総合金融サービス会社です。

（証券コード：8787）

　株主の皆様におかれまし
ては、格別のご厚情を賜り
厚くお礼申し上げます。
　ここに平成26年２月期
第２四半期における営業の
概況につきまして、ご報告
申し上げます。
　当第２四半期累計期間

（平成25年３月1日〜平成
25年８月31日）における
わが国経済は、政府による
経済政策等により、個人消
費等は一部回復の兆しが見
られるものの、海外景気の
下振れリスク等により、先
行き不透明な状況で推移い
たしました。
　当業界におきましては、
ショッピングの取扱高は好調に推移しておりますが、金融商品残高の
低迷など、引き続き厳しい状況が継続しております。
　この結果、第２四半期累計期間の業績につきましては、取扱高は
280,906百万円（前年同期比11.4％増）、営業収益は8,500百万円（前
年同期比2.5％増）、営業利益は1,878百万円（前年同期比52.9％増）、
経常利益は1,881百万円（前年同期比52.6％増）、四半期純利益は
1,157百万円（前年同期比58.7％増）となりました。

［セグメントの概況］
１.カード事業
　包括信用購入あっせんの取扱高は、個人消費が持ち直し傾向にある
ことや、グループ営業企画等が好調に推移したため、大幅に増加いた
しました。この結果、取扱高は272,848百万円（前年同期比12.0％増）、
営業収益は5,770百万円（前年同期比9.7％増）となりました。
　融資の取扱高は、総量規制等により伸び悩み、営業貸付金残高は前
事業年度末に比べ7.6％減、1,199百万円減少し、14,554百万円とな
りました。この結果、取扱高は7,151百万円（前年同期比0.5％減）、
営業収益1,349百万円（前年同期比17.8％減）となりました。
　保険代理業のクレジットカード会員向け通販保険では、テレマーケ
ティングの強化による新規契約の増加により、営業収益は261百万円

（前年同期比5.3％増）となりました。
２.保険リース事業
　保険リース事業は、料率改定により保険ショップが苦戦しましたが、
損害保険が堅調に推移したことと、車両リース契約数の増加により、
保険リース事業の営業収益は、636百万円（前年同期比6.3％増）とな
りました。また、車両リース部門の貸倒関連費用の計上により、営業
利益は138百万円（前年同期比9.3％減）となりました。

　なお、配当につきましては、期末に15円を予定しており、中間配当
は見送りとさせていただきます。
　今後とも、株主の皆様のご期待にお応えできるよう、より一層の業
績向上に取組んでまいる所存でございますので、ご支援賜りますよう
お願い申し上げます。

平成25年11月

代表取締役社長
山下　正行



財務諸表

■ 貸借対照表（要約）
（単位：百万円） （単位：百万円）

科　　目 前事業年度
（平成25年2月28日現在）

第2四半期会計期間末
（平成25年8月31日現在）

科　　目 前事業年度
（平成25年2月28日現在）

第2四半期会計期間末
（平成25年8月31日現在）

（資産の部） （負債の部）

流動資産

現金及び預金

割賦売掛金

営業貸付金

未収収益

未収入金

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

無形固定資産

投資その他の資産

投資その他の資産

貸倒引当金

99,660

1,863

71,765

16,307

1,071

8,991

2,013

△2,353

4,728

1,494

2,020

1,212

1,243

△30

105,657

1,317

77,530

15,077

1,209

9,595

2,705

△1,778

4,645

1,632

1,914

1,098

1,137

△38

流動負債 70,099 77,003

買掛金 31,968 36,712

短期借入金 23,288 29,478

一年内返済予定の長期借入金 10,920 5,150

未払法人税等 635 1,222

役員賞与引当金 16 －

賞与引当金 68 69

ポイント引当金 1,077 2,312

その他 2,125 2,059

固定負債 15,045 13,178

長期借入金 12,750 11,250

利息返還損失引当金 2,179 1,853

その他 116 75

負債合計 85,145 90,182

（純資産の部）

株主資本 19,241 20,116

資本金 1,610 1,610

資本剰余金 2,001 2,001

利益剰余金 15,628 16,503

自己株式 △0 △0

評価・換算差額等 2 3

その他有価証券評価差額金 2 3

純資産合計 19,243 20,119

資産合計 104,388 110,302 負債及び純資産合計 104,388 110,302
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1,018
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2月期

2,518

通期予想

8,500

17,300

平成26年
2月期

第2四半期

通期予想

1,881

3,100

平成26年
2月期

第2四半期

通期予想

1,157

1,8501,740

平成25年
2月期

1,399

営業収益

経常利益

四半期（当期）純利益

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

■ 損益計算書（要約）
（単位：百万円）

科　　　　　目
前第2四半期累計期間

自　平成24年3月１日（至　平成24年8月31日）
当第2四半期累計期間

自　平成25年3月１日（至　平成25年8月31日）
営業収益 8,296 8,500

包括信用購入あっせん収益 5,257 5,770

融資収益 1,652 1,356

保険代理業収益 783 819

その他の収益 599 553

金融収益 3 0

営業費用 7,067 6,621

販売費及び一般管理費 6,613 6,383

金融費用 453 237

営業利益 1,228 1,878

営業外収益 4 2

営業外費用 0 0

経常利益 1,232 1,881

特別損失 0 10

税引前四半期純利益 1,231 1,871

法人税等合計 502 713

四半期純利益 729 1,157



株式のご案内

事 業 年 度 毎年３月１日から翌年２月末日まで
定 時 株 主 総 会 毎年５月開催
基 準 日 定時株主総会　毎年２月末日

期末配当金　　毎年２月末日
そのほか必要があるときはあらかじめ公告して定めた日

【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
　証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およ
びご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口
座を開設されていない株主様は、下記の電話照会先にご連絡下さい。
株主名簿管理人　および
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

株 主 名 簿 管 理 人 名古屋市中区栄三丁目15番33号
事 務 取 扱 場 所 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（郵便物送付先） 〒168−0063
東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（ 電 話 照 会 先 ）  0120-782-031
イ ン タ ー ネ ッ ト（ホ ー ム ペ ー ジURL） http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

【特別口座について】
　株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されてい
なかった株主様には、株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会
社に口座（特別口座といいます。）を開設しております。特別口座についての
ご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。
公 告 の 方 法 電子公告により行います。

http://www.ucscard.co.jp/company/ir/koukoku/index.html
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電
子公告による公告をすることができない場合は、
日本経済新聞に掲載する方法により行います。

上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所　JASDAQ市場

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

ユニーグループ電子マネー
uniko（ユニコ）カード誕生！

　ユニー株式会社と株式会社UCSは
平成25年11月21日（木）よりユニー
グループの電子マネー「uniko（ユニ
コ）カード」を発行しアピタ・ピア
ゴ・ユーホームの直営売場で利用を開
始します。
　お客様の利便性と更なるお買物満足
の向上を目的とし、同カードでお買物
していただくと、200円（税込）ごと
に「ユニコポイント」が１ポイント貯
まります。また、５%OFF感謝デーや
特別感謝デーの割引、ボーナスポイン
ト・２倍デーの特典も受けられます。
　「uniko（ユニコ）カード」は平成
26年２月度末に会員数90万人、５年
後の平成30年に会員数430万人、カー
ド利用率55%（クレジット含む）を
目指しており、平成26年秋には全国
のサークルK・サンクスのお店でも利
用できるように、店舗数の拡大を予定
しております。


