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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44期

第２四半期連結
累計期間

第44期
第２四半期連結
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
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９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） 9,161,758 4,850,428 23,457,028

経常利益または経常損失（△）

（千円）
55,032 △35,924 526,832

四半期（当期）純利益または純損

失（△）（千円）
21,532 △25,919 300,152

純資産額（千円） － 6,526,000 6,510,151

総資産額（千円） － 13,072,803 12,265,417

１株当たり純資産額（円） － 1,468.22 1,464.63

１株当たり四半期（当期）純利益

または純損失（△）（円）
4.84 △5.83 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（％） － 49.9 53.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△412,660 － 1,186,514

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△42,121 － △726,670

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
805,050 － △717,776

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 841,277 489,803

従業員数（人） － 285 273

　（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２四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。

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 285 (78)

　（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２四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９月30日現在

従業員数（人） 135 (39)

　（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２四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２四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 3,802,505

自動車関連小売事業 395,509

開発事業 340,080

福祉事業 118,822

その他の事業 193,510

合計 4,850,428

　（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．当社グループは、上半期にくらべて下半期の売上が多いため、通常、第２四半期連結

    会計期間の売上高は、第３、第４四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【経営上の重要な契約等】

　当第２四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２四半期連結会計期間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リーマン

ブラザーズの破綻に端を発した世界同時金融不安により、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2四半期連結会計期間

の売上高は自動車関連卸売事業,開発事業の増収等により4,850百万円（前年同期比2.5%増）、当第2四半期連結会計期

間の営業損失は40百万円（前年同期は86百万円の営業損失）となりました。当第2四半期連結会計期間の経常損失は

35百万円（前年同期は9百万円の経常損失）、第2四半期連結会計期間の四半期純損失は25百万円（前年同期は9百万

円の純損失）となりました。 

（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２四半期

連結会計期間
3,837 395 342 118 193 △37 4,850

前第２四半期

連結会計期間
― ― ― ― ― ― ―

営業利益

又は営業損

失（△）

当第２四半期

連結会計期間
△36 △24 △2 15 7 0 △40

前第２四半期

連結会計期間
― ― ― ― ― ― ―

　　　　※前第２四半期連結会計期間は、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3,837百万円、営業損失は36百万円とな

りました。前年同期より好調に推移しました。これは連結子会社の㈱スーパースターの業績が順調に推移したこと

とウェッズオリジナル中級アルミホイールの売上が好調に推移したためであります。

（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395百万円、営業損失は24百万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㈱等に対する機械設備納入増加により、売上高は342百万円、営業損失は2百万円と前年同期よ

り増収減益となりました。

（福祉事業）

　福祉事業は有料老人ホームの順調な推移により、売上高は118百万円、営業利益は15百万円と前年同期より増収増

益となりました。

（その他）

携帯電話代理店事業はａｕショップ三河安城店の閉鎖（2008年6月）とソフトバンクの機種変更の販売方法の変

更により売上高は193百万円、営業利益は7百万円となり前年同期より減収減益となりました。

※　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。従いまして、当第２四半期連結会計期

間の四半期連結損益計算書と前年同期の中間連結損益計算書とでは作成基準が異なるため、前年同期比較に関する情

報は参考として記載しております。
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(2) キャッシュ・フローの状況

　当第２四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841百万円となり第１四半期連

結会計期間末に比べて106百万円の減少となりました。なお、当第２四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）　

　営業活動によって使用した資金は1,316百万円になりました。主たる要因は自動車関連卸売事業における売上債権

の増加と棚卸資産の増加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15百万円になりました。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。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によって得られた資金は1,225百万円になりました。これは営業活動と投資活動の不足資金を短期借入金

の増加で賄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２四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２四半期連結会計期間における資金については、売掛債権の発生期と棚卸資産の増加期にあたり短期借入金

1,330百万円、長期借入金の返済102百万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２四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２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であっ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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11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７月１日～
　平成20年９月30日 ― 4,445,000 ― 852,750 ― 802,090

(5)【大株主の状況】

　 平成20年9月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

中央精機株式会社 愛知県安城市尾崎町丸田1-7 1,621 36.49

ソシエテ ジェネラル エヌ

アールエイ　エヌオーディ

ティティ

東京都中央区日本橋3-11-1

常任代理人　香港上海銀行東京支店
413 9.30

石　原　勝　成 愛知県安城市 242 5.46

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1 222 4.99

碧海信用金庫 愛知県安城市御幸本町15-1 130 2.92

ウェッズ従業員持株会 東京都大田区大森北1-6-8       112 2.53

民享工業股?有限公司
東京都中央区京橋1-7-1

常任代理人　東海東京証券株式会社      
109 2.47

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町1-1-2 91 2.05

六和機械股?有限公司
東京都中央区京橋1-7-1

常任代理人　東海東京証券株式会社
64 1.44

星　野　　肇 愛知県岡崎市 59 1.33

計 ― 3,066 68.98
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(6)【議決権の状況】

　

①【発行済株式】

　 平成20年９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　　100 ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

4,444,100
44,441 ―

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 ― 44,441 ―

②【自己株式等】

　 平成20年９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　ウェッズ 東京都大田区大森北1-6-8 100 － 100 0.00

計 ― 100 －　 100 0.00

　

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 ７月 ８月 ９月

最高(円) 492 550 520 510 482 510

最低(円) 430 460 490 480 395 415

　（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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 841,277 489,803

受取手形及び売掛金 2,998,456 3,729,207

商品 3,314,450 2,288,373

原材料 31,859 33,391

仕掛品 285,160 313,295

繰延税金資産 74,676 132,949

その他 605,603 257,679

貸倒引当金 △5,131 △8,171

流動資産合計 8,146,352 7,236,530

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1
 3,164,229

※1
 3,162,922

減価償却累計額 △1,472,072 △1,415,847

建物及び構築物（純額） 1,692,156 1,747,074

土地 ※1
 1,431,320

※1
 1,431,320

その他 457,634 385,670

減価償却累計額 △261,009 △223,260

その他（純額） 196,624 162,410

有形固定資産合計 3,320,102 3,340,805

無形固定資産

のれん 221,550 230,200

その他 148,061 142,517

無形固定資産合計 369,611 372,717

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 647,967

※1
 726,711

繰延税金資産 24,848 29,665

その他 601,876 596,211

貸倒引当金 △39,443 △39,443

投資その他の資産合計 1,235,249 1,313,145

固定資産合計 4,924,963 5,026,668

繰延資産 1,487 2,218

資産合計 13,072,803 12,265,417
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,477,266 1,247,332

短期借入金 ※1
 2,089,926

※1
 1,129,926

未払法人税等 11,850 194,781

携帯電話短期解約返戻引当金 2,741 1,894

賞与引当金 140,330 137,708

役員賞与引当金 15,900 31,100

その他 355,434 441,470

流動負債合計 4,093,450 3,184,213

固定負債

社債 700,000 700,000

長期借入金 ※1
 1,332,353

※1
 1,447,316

繰延税金負債 80,003 95,798

退職給付引当金 42,596 47,189

役員退職慰労引当金 139,750 131,747

その他 158,647 149,001

固定負債合計 2,453,351 2,571,052

負債合計 6,546,802 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 4,783,730 4,802,202

自己株式 △91 △49

株主資本合計 6,438,478 6,456,992

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 33,917 56,782

繰延ヘッジ損益 52,399 △3,624

為替換算調整勘定 1,204 －

評価・換算差額等合計 87,522 53,158

純資産合計 6,526,000 6,510,151

負債純資産合計 13,072,803 12,265,417
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(2)【四半期連結損益計算書】
　【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 ※1
 9,161,758

売上原価 7,276,676

売上総利益 1,885,082

販売費及び一般管理費 ※2
 1,900,214

営業損失（△） △15,132

営業外収益

受取利息 700

受取配当金 8,392

販売奨励金 26,238

デリバティブ評価益 18,708

持分法による投資利益 31,231

その他 7,406

営業外収益合計 92,678

営業外費用

支払利息 21,737

その他 775

営業外費用合計 22,513

経常利益 55,032

特別利益

投資有価証券売却益 25,992

特別利益合計 25,992

特別損失

投資有価証券売却損 23,820

投資有価証券評価損 1,824

特別損失合計 25,644

税金等調整前四半期純利益 55,379

法人税、住民税及び事業税 9,299

法人税等調整額 24,547

法人税等合計 33,846

四半期純利益 21,532
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 ※1
 4,850,428

売上原価 3,918,328

売上総利益 932,099

販売費及び一般管理費 ※2
 972,511

営業損失（△） △40,411

営業外収益

受取利息 651

販売奨励金 14,010

持分法による投資利益 18,509

その他 1,434

営業外収益合計 34,605

営業外費用

支払利息 11,814

デリバティブ評価損 16,919

その他 1,385

営業外費用合計 30,118

経常損失（△） △35,924

特別利益

投資有価証券売却益 14,834

特別利益合計 14,834

特別損失

投資有価証券売却損 14,390

投資有価証券評価損 1,824

特別損失合計 16,215

税金等調整前四半期純損失（△） △37,305

法人税、住民税及び事業税 4,975

法人税等調整額 △16,360

法人税等合計 △11,385

四半期純損失（△） △25,919
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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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９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 55,379

減価償却費 119,296

のれん償却額 8,650

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,593

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,003

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） 847

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,622

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,200

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,039

持分法による投資損益（△は益） △31,231

デリバティブ評価損益（△は益） △18,708

売上債権の増減額（△は増加） 730,751

たな卸資産の増減額（△は増加） △994,348

仕入債務の増減額（△は減少） 229,934

その他 △307,520

小計 △219,156

利息及び配当金の受取額 17,563

利息の支払額 △21,740

法人税等の支払額 △189,326

営業活動によるキャッシュ・フロー △412,660

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 △299

投資有価証券の売却による収入 63,537

有形固定資産の取得による支出 △70,114

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 △33,650

その他の支出 △2,515

その他の収入 443

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,121

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） 960,000

長期借入金の返済による支出 △114,963

自己株式の取得による支出 △42

配当金の支払額 △39,943

財務活動によるキャッシュ・フロー 805,050

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 351,473

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
 841,277
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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２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９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

　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、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２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　　至　平成20年９月30日）

１．棚卸資産の評価方法

　当第２四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２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　　至　平成20年９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２四半期連結会計期間末
（平成20年９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    1,095,964千円

土地  1,139,822千円

投資有価証券    42,441千円　

合計    2,278,227千円

　は、短期借入金1,601,926千円、長期借入金880,353千

　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２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９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２四半期連結累計期間の売上高

　　は、第３、第４四半期連結会計期間の売上高の合計と

　　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       475,993千円

賞与引当金繰入額      110,045千円

役員賞与引当金繰入額      15,900千円　

退職給付費用 　      7,216千円

役員退職慰労引当金繰入額         8,003千円

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９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２四半期連結会計期間の売上高

　　は、第３、第４四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    234,641千円

賞与引当金繰入額        51,786千円

役員賞与引当金繰入額      7,950千円　

退職給付費用 　      692千円

役員退職慰労引当金繰入額         3,733千円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９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

　（平成20年９月30日現在）

現金及び預金勘定        841,277千円

現金及び現金同等物          841,277千円

　

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年９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　　　　　　162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２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

　　　　期間の末日後となるもの

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10月28日

取締役会
普通株式 33,336 7.5  平成20年９月30日 平成20年11月27日　利益剰余金
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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２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９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

3,802,505 395,509 340,080 118,822 193,510 4,850,428 ― 4,850,428

(2) セグメン

　ト間の内部

売上高又

は振替高

35,257 ― 2,610 ― ― 37,867 (37,867) ―

計 3,837,762 395,509 342,690 118,822 193,510 4,888,295 (37,867)　 4,850,428

営業費用 3,873,968 419,932 344,756 103,604 186,509 4,928,770 (37,931) 4,890,839

営業利益又は営

業損失（△）
△36,205 △24,422 △2,065 15,217 7,000 △40,474 63 △40,411

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９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

7,178,121 740,387 666,615 234,234 342,400 9,161,758 ― 9,161,758

(2) セグメン

　ト間の内部

売上高又

は振替高

74,793 ― 2,946 ― ― 77,739 (77,739) ―

計 7,252,915 740,387 669,561 234,234 342,400 9,239,498 (77,739) 9,161,758

営業費用 7,247,501 797,629 661,973 205,267 342,706 9,255,078 (78,187) 9,176,891

営業利益又は営

業損失（△）
5,413 △57,241 7,588 28,966 △306 △15,580 447 △15,132

　（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
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【所在地別セグメント情報】

　当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成20年４月１日　至平成20年９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２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成20年４月１日　至平成20年９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。 

　

　

　

（有価証券関係）

　　当第２四半期連結会計期間末（平成20年９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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 122,604 175,456 52,852

②その他 17,180 21,515 4,335

計 139,784 196,971 57,187

（デリバティブ取引関係）

　　当第２四半期連結会計期間末（平成20年９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　 787,129　 14,165　

　（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２四半期連結会計期間末
（平成20年９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      1,468円22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２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益       4円84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。

１株当たり四半期純損失       △5円83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、１株当たり四半期純損失であり、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または純損失（△）の算定上の基礎は、以下の通りです。

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

四半期純利益または純損失

（△）
            21,532千円          △25,919千円

普通株式に係る四半期純利益

または純損失（△）
            21,532千円          △25,919千円

期中平均株式数           4,444,880株           4,444,855株

（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

　当社は平成20年10月28日開催の取締役会において、会社

法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条第１項の規定に基づき、自己株式を取得するこ

とを決議いたしました。

(1）自己株式の取得を行う理由

今後の経営環境の変化に対応した機動的な資本政

策の遂行に備えるため、自己株式の取得を行うもの

であります。

(2）取得の内容

①　取得する株式の種類

当社普通株式

②　取得する株式の総数

60,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割

合1.35%

③　取得する期間

平成20年10月29日から平成21年５月29日まで

④　取得価額の総額

30,000千円（上限）

（リース取引関係）

　該当事項はありません。
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２【その他】

　

　第44期(平成20年４月１日から平成20年３月31日まで)中間配当については、平成20年10月28日開催の取締役会に

おいて、平成20年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中

間配当を行うことを決議いたしました。

①　中間配当金の総額 33,336千円

②　１株当たり中間配当金 7円50銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成20年11月27日
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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11月6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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９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９月30日現在の財政状態、同

日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

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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