
【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成20年８月14日

【四半期会計期間】 第44期第１四半期(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

【会社名】 株式会社ウェッズ

【英訳名】 WEDS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　川　口　　　修

【本店の所在の場所】 東京都大田区大森北一丁目６番８号

【電話番号】 03(5753)8201(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役商品兼管理担当　　谷　越　　時　義

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区大森北一丁目６番８号

【電話番号】 03(5753)8201(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役商品兼管理担当　　谷　越　　時　義

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所

(東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号)

EDINET提出書類

株式会社ウェッズ(E02870)

四半期報告書

 1/23



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44期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第43期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 4,311,330 23,457,028

経常利益（千円） 90,956 526,832

四半期（当期）純利益（千円） 47,452 300,152

純資産額（千円） 6,663,413 6,510,151

総資産額（千円） 11,742,535 12,265,417

１株当たり純資産額（円） 1,499.13 1,464.63

１株当たり四半期（当期）純利益

（円）
10.68 67.53

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益（円）
－ －

自己資本比率（％） 56.7 53.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
904,241 1,186,514

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△26,687 △726,670

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△420,376 △717,776

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
948,087 489,803

従業員数（人） 284 273

　（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を

省略しております。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。

　なお、自動車関連卸売事業において、米国での拡販を目的に、Weds North America,INC.を新たに設立したました。

　

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

名称 住所
資本金又は
出資金
　

主要な事業
の内容

議決権の所有割合
又は被所有割合
（％）

関係内容

(連結子会社) 　 　 　 　 　

Weds North America,INC.

米国

カリフォル

ニア州

200

　千米ドル

自動車関連

卸売事業
100.0

当社が販売する商品の

販売を行っております。

役員の兼任……２名

　（注）「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 284 (77)

　（注）１　従業員数は、就業人員であります。

２　従業員数欄の(外書)は、当第１四半期連結会計期間の臨時従業員平均雇用人員であります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 138 (38)

　（注）１　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の(外書)は、当第１四半期会計期間の臨時従業員平均雇用人員であります。
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第２【事業の状況】

１【販売の状況】

(1) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円)

自動車関連卸売事業 3,375,615

自動車関連小売事業 344,878

開発事業 326,534

福祉事業 115,412

その他の事業 148,889

合計 4,311,330

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．当社グループの売上高は上半期に比べ下半期の売上高が多いため、通常、第１四半

期連結会計期間の売上高は、他の四半期連結会計期間と比べ低くなっております。

２【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又は締結等はありません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したも

のであります。

(1) 業績の状況

　当第１四半期におけるわが国の経済は、サブプライムローンに端を発した米国経済の減速や資材・食料品等の世界

的物価上昇により、企業業績と個人消費の落ち込みが急激に懸念される状況となりました。とりわけ、ガソリン価格の

高騰は、消費者心理の悪化と車離れを加速させており、当社グループと密接な関係にある自動車業界や自動車用品の

アフターマーケットの需要は極めて低調に推移しております。

　このような環境において、当社グループは懸命な営業活動と利益体質強化に努めた結果、当第１四半期の売上高は開

発事業の増収等により4,311百万円（前年同期比3.5%増）、営業利益は自動車関連小売事業等の落ち込み等により25百

万円（前年同期比43.1%減）と減益になりました。経常利益はデリバティブ為替評価益等の営業外収益計上により90

百万円（前年同期比68.6%増）、四半期純利益は47百万円（前年同期比78.7%増）と増益になりました。 

（セグメント別の概況）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

  
自動車関連

卸売事業

自動車関連

小売事業
開発事業 福祉事業 その他 消去 連結

売上高

当第１四半期

連結累計期間
3,415 344 326 115 148 △39 4,311

前第１四半期

連結累計期間
― ― ― ― ― ― ―

営業利益

又は営業損

失（△）

当第１四半期

連結累計期間
41 △32 9 13 △7 0 25

前第１四半期

連結累計期間
― ― ― ― ― ― ―

　　　　※前第１四半期連結累計期間は、四半期別のセグメント情報を未作成のため記載を省略しております。

（自動車関連卸売事業）

　自動車関連卸売事業は個人消費の低迷の影響が懸念されましたが、売上高は3,415百万円、営業利益は41百万円と概

ね前年同期並みとなりました。

（自動車関連小売事業）

　自動車関連小売事業は個人消費の低迷等により、売上高は344百万円、営業損失は32百万円と前年同期より減収及

び営業損失増となりました。

（開発事業）

　開発事業は中央精機㈱等に対する機械納入増加により、売上高は326百万円、営業利益は9百万円と増収増益となり

ました。

（福祉事業）

　福祉事業は有料老人ホームの入居率向上により、売上高は115百万円、営業利益は13百万円と増収増益となりまし

た。

（その他）

携帯電話代理店事業はソフトバンクの新店効果減少や機種変更期間の延長等により、売上高は148百万円、営業損

失は7百万円となり減収及び営業損失増となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、資金という）は948百万円となり前連結会計年度

末に比べて458百万円の増加となりました。なお、当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況と

主な要因は次の通りです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

　営業活動にによって得られた資金は904百万円になりました。主たる要因は自動車関連卸売事業における売上債権

の減少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）

　投資活動に使用した資金は26百万円になりました。これは自動車関連小売事業における有形固定資産の取得によ

るものであります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動に使用した資金は420百万円になりました。これは営業活動で得た資金により短期及び長期借入金の返済

を行ったためであります。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあり

ません。

(4）研究開発活動

特記すべき事項はありません。

(5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

「３．財政状態及び経営成績の分析（１）業績の状況」をご参照ください。

(6）資本の財源及び資金の流動性についての分析

当第１四半期連結会計期間における資金については、売掛債権の回収期にあたり短期及び長期借入金の返済を　　

　384百万円と配当金の支払い37百万円を実施いたしました。当連結会計期間における資金については、運転資金は

金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所

定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針であります。 

(7）経営者の問題認識と今後の方針について

　当社グループは、自動車用品アフターマーケットの成熟化や競争激化等に対応すべく体制強化に取り組んでおり

ますが、ガソリン価格の高騰は、消費者心理の悪化と車離れを加速させており、当社グループと密接な関係にある自

動車業界や自動車用品のアフターマーケットの需要は極めて低調に推移しております。

　当社主力商品のアルミホイールは、流行や嗜好性が強く販売競争や季節変動等により過剰品や不活動品が生まれ

やすい問題点を抱えていましたが、数年来商品管理の在り方を見直して方針管理の徹底に取り組んだ結果、過剰・

不活動在庫を一掃するところまで改善が進みました。今後は、降雪状況に左右されない販売・生産・適正在庫を目

指して参ります。

　また、連結子会社㈱バーデンは、自動車用品小売事業を戦略部門に掲げており将来的には店舗数も増加する構想で

す。昨今は市場低迷により店舗収益力が低下しているので先ずは店舗の体質改善策に取り組み、そのうえで事業規

模拡大を追求して参ります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【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 17,780,000

計 17,780,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月14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 4,445,000 4,445,000 ジャスダック証券取引所 ―

計 4,445,000 4,445,000 ― ―

(2)【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

(3)【ライツプランの内容】

　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

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高

(千円)

　平成20年６月30日 ― 4,445,000 ― 852,750 ― 802,090

(5)【大株主の状況】

 大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

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（平成20年３月31日）に基づく株主名簿に基づく記載をして

         おります。

①【発行済株式】

　 平成20年３月31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) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

        4,444,200
44,442 ―

単元未満株式

普通株式     800 

　 ― ―

発行済株式総数 4,445,000 ― ―

総株主の議決権 ― 44,442 ―

②【自己株式等】

　 平成20年３月31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(％)

― ― ― ― ― ―

計 ―  ―  ―  ―  ―

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高(円) 492 550 520

最低(円) 430 460 490

　（注）　最高・最低株価はジャスダック証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【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。

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、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 948,087 489,803

受取手形及び売掛金 2,286,045 3,729,207

商品 2,641,701 2,288,373

原材料 30,788 33,391

仕掛品 274,898 313,295

繰延税金資産 46,670 132,949

その他 521,752 257,679

貸倒引当金 △4,160 △8,171

流動資産合計 6,745,784 7,236,530

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1
 3,163,395

※1
 3,162,922

減価償却累計額 △1,444,002 △1,415,847

建物及び構築物（純額） 1,719,393 1,747,074

土地 ※1
 1,431,320

※1
 1,431,320

その他 419,046 385,670

減価償却累計額 △238,396 △223,260

その他（純額） 180,650 162,410

有形固定資産合計 3,331,364 3,340,805

無形固定資産

のれん 225,875 230,200

その他 133,006 142,517

無形固定資産合計 358,881 372,717

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 725,704

※1
 726,711

繰延税金資産 25,224 29,665

その他 593,355 596,211

貸倒引当金 △39,443 △39,443

投資その他の資産合計 1,304,842 1,313,145

固定資産合計 4,995,087 5,026,668

繰延資産 1,663 2,218

資産合計 11,742,535 12,265,417
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

負債の部

流動負債

買掛金 1,230,993 1,247,332

短期借入金 759,926 1,129,926

未払法人税等 5,753 194,781

繰延税金負債 43,831 －

携帯電話短期解約返戻引当金 2,565 1,894

賞与引当金 74,009 137,708

役員賞与引当金 7,950 31,100

その他 392,669 441,470

流動負債合計 2,517,699 3,184,213

固定負債

社債 700,000 700,000

長期借入金 1,434,816 1,447,316

繰延税金負債 101,453 95,798

退職給付引当金 40,874 47,189

役員退職慰労引当金 136,017 131,747

その他 148,261 149,001

固定負債合計 2,561,422 2,571,052

負債合計 5,079,122 5,755,265

純資産の部

株主資本

資本金 852,750 852,750

資本剰余金 802,090 802,090

利益剰余金 4,809,650 4,802,202

自己株式 △82 △49

株主資本合計 6,464,408 6,456,992

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 67,467 56,782

繰延ヘッジ損益 130,432 △3,624

為替換算調整勘定 1,106 －

評価・換算差額等合計 199,005 53,158

純資産合計 6,663,413 6,510,151

負債純資産合計 11,742,535 12,265,417
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(2)【四半期連結損益計算書】
　【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

売上高 ※1
 4,311,330

売上原価 3,358,348

売上総利益 952,982

販売費及び一般管理費 ※2
 927,703

営業利益 25,278

営業外収益

受取利息 49

受取配当金 8,392

販売奨励金 12,228

デリバティブ評価益 35,628

持分法による投資利益 12,721

その他 6,943

営業外収益合計 75,962

営業外費用

支払利息 9,923

その他 361

営業外費用合計 10,284

経常利益 90,956

特別利益

投資有価証券売却益 11,157

特別利益合計 11,157

特別損失

投資有価証券売却損 9,429

特別損失合計 9,429

税金等調整前四半期純利益 92,684

法人税、住民税及び事業税 4,324

法人税等調整額 40,907

法人税等合計 45,231

四半期純利益 47,452
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20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 92,684

減価償却費 55,833

のれん償却額 4,325

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,315

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,270

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） 670

賞与引当金の増減額（△は減少） △63,698

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,150

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,011

持分法による投資損益（△は益） △12,721

デリバティブ評価損益（△は益） △35,628

売上債権の増減額（△は増加） 1,443,161

たな卸資産の増減額（△は増加） △310,265

仕入債務の増減額（△は減少） △16,338

その他 △50,527

小計 1,078,288

利息及び配当金の受取額 16,933

利息の支払額 △1,319

法人税等の支払額 △189,660

営業活動によるキャッシュ・フロー 904,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △150

投資有価証券の売却による収入 25,087

有形固定資産の取得による支出 △44,196

有形固定資産の売却による収入 477

無形固定資産の取得による支出 △8,100

その他の収入 333

その他の支出 △139

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,687

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） △370,000

長期借入金の返済による支出 △12,500

自己株式の取得による支出 △32

配当金の支払額 △37,843

財務活動によるキャッシュ・フロー △420,376

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 458,284

現金及び現金同等物の期首残高 489,803

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 948,087
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【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】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

(1）連結の範囲の変更

　当第１四半期連結会計期間より Weds 

　North America,INC.を新たに設立したた

　め、連結の範囲に含めております。

(2）変更後の連結子会社の数

　３社　

２．会計処理基準に関する事

項の変更

(1）棚卸資産の評価に関する会計基準の適

用

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　企業会計基準第９

号　平成18年７月５日）を当第１四半期連

結会計期間から適用し、評価基準について

は、原価法から原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）に変更しておりま

す。

　当該変更に伴う損益に与える影響はあり

ません。

(2）リース取引に関する会計基準の適用

  所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、従来、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりました

が、「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30

日改正））及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計

士協会会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））が平成20年４月１日以後開始す

る連結会計年度に係る四半期連結財務諸表

から適用することができることになったこ

とに伴い、当第１四半期連結会計期間から

これらの会計基準等を適用し、通常の売買

取引に係る会計処理によっております。ま

た、所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産の減価償却の方法につ

いては、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。

　当該変更に伴う損益に与える影響はあり

ません。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理を引き続き採用しておりま

す。
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【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　　至　平成20年６月30日）

１．棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

【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】

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　　至　平成20年６月30日）

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　このうち、

建物    1,110,898千円

土地 1,139,822千円

投資有価証券 59,512千円　

合計 2,310,232千円

　は、短期借入金 301,926千円、長期借入金918,816千

　円の担保に供しております。

　

※１　このうち、

建物    1,125,832千円

土地 1,139,822千円

投資有価証券 53,234千円　

合計 2,318,889千円

　は、短期借入金 701,926千円、長期借入金 931,316千

　円の担保に供しております。

　

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１　当社グループは、上半期にくらべて下半期の売上が

　　多いため、通常、第１四半期連結会計期間の売上高

　　は、他の四半期連結会計期間の売上高と比べ低くなっ

　　ております。

　

※２　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

　　は次のとおりであります（なお、退職給付会計は簡便

　　法を採用しております。）　

　

給料・手当 241,351千円

賞与引当金繰入額  58,259千円

役員賞与引当金繰入額 7,950千円　

退職給付費用 　 7,514千円

役員退職慰労引当金繰入額    4,270千円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※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

　

現金及び預金勘定   948,087千円

現金及び現金同等物   948,087千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　4,445,000株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　142株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

　（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成20年６月26日

定時株主総会
普通株式 40,004 9.0  平成20年３月31日 平成20年６月27日　利益剰余金

　（２）基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

　　　　期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　 （単位：千円）

　
自動車関連
卸売事業

自動車関連 
小売事業 

開発事業 福祉事業 その他 計
消去又は
全社

連結

売上高         

(1) 外部顧客

に対する

売上高

3,375,615 344,878 326,534 115,412 148,889 4,311,330 ― 4,311,330

(2) セグメン

　ト間の内部

売上高又

は振替高

39,536 ― 336 ― ― 39,872 (39,872)　 ―

計 3,415,152 344,878 326,871 115,412 148,889 4,351,203 (39,872)　 4,311,330

営業費用 3,373,533 377,697 317,217 101,663 156,196 4,326,308 (40,256)　 4,286,051

営業利益又は

営業損失（△）
41,618 △32,818 9,653 13,748 △7,307 24,894 383 25,278

　（注）１　事業区分は、当社の内部管理上採用している区分をベースに、製品の種類・性質、販売市場の類似性を考慮し、

自動車関連卸売事業、自動車関連小売事業、開発事業、福祉事業及びその他の事業に区分しております。

２　各事業区分の主要な内容

(1) 自動車関連卸売事業……一般市販市場へのホイールを中心とした自動車関連商品の製造及び販売

 (2) 自動車関連小売事業……一般消費者へのホイールを中心とした自動車関連商品の販売

(3) 開発事業……設備等の販売、工事請負

(4) 福祉事業……高齢者向けの複合福祉サービスの提供

(5) その他………携帯電話代理店

【所在地別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。

【海外売上高】

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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（有価証券関係）

　　当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）

　その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末

日に比べて、著しい変動が認められます。

　１．その他有価証券で時価のあるもの

区分

当第１四半期連結期間末
(平成20年６月30日)

取得原価
(千円)

四半期連結貸借対照表
計上額(千円)

差額
(千円)

①株式 162,285 266,068 103,783

②その他 17,180 27,150 9,970

計 179,465 293,218 113,753

　

（デリバティブ取引関係）

　　当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）

　対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会

計年度の末日に比べて、著しい変動が認められます。

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況  

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨

為替予約取引　 　 　 　

買建　 　 　 　

米ドル 772,964 804,048 31,084

　（注）１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

　            ２．期末の時価は先物相場を使用しております。

　

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額      1,499円13銭 １株当たり純資産額  1,464円63銭

２．１株当たり四半期純利益等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益     10円68銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　（注）１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下の通りです。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

四半期純利益       47,452千円

普通株式に係る四半期純利益       47,452千円

期中平均株式数          4,444,924株

　

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

　

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 

平成20年８月５日

株式会社ウェッズ

取締役会　御中

  東 陽 監 査 法 人 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 酒　井　宏　暢　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 神　保　正　人　　印

　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ウェッズの

平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20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及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行われた。

　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、株式会社ウェッズ及び連結子会社の平成20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。

　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。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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