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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３四半期連結
累計期間

第44期
第３四半期連結
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
12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年
12月31日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 17,306,8768,145,11723,457,028

経常利益（千円） 508,672 453,640 526,832

四半期（当期）純利益（千円） 291,221 269,688 300,152

純資産額（千円） － 6,620,7836,510,151

総資産額（千円） － 15,142,43612,265,417

１株当たり純資産額（円） － 1,491.491,464.63

１株当たり四半期（当期）純利益（円） 65.53 60.69 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（％） － 43.7 53.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,941,215 － 1,186,514

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△110,535 － △726,670

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
2,538,478 － △717,776

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） － 975,431 489,803

従業員数（人） － 283 273

　（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３四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３四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12月31日現在

従業員数（人） 283 (80)

　（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３四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12月31日現在

従業員数（人） 134    (40)

　（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３四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３四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 7,262,299

自動車関連小売事業 458,963

開発事業 138,785

福祉事業 125,527

その他の事業 159,541

合計 8,145,117

　（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、第１、第２、第４四半期連結会計期間の売上高に比べ、第３四半期連結会

計期間の売上高が増加するため、業績に季節的変動があります。　 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四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３四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、春から夏にかけてのガソリン価格の高騰、10月以降の企業業績の悪化、雇用調整報道等により

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ましたが、当第３四半期連結会計期

間の売上高は自動車関連卸売事業,自動車関連小売事業、開発事業の減収等により8,145百万円（前年同期比13.7%

減）、当第３四半期連結会計期間の営業利益は464百万円（前年同期比21.8%減）となりました。当第３四半期連結会

計期間の経常利益は453百万円（前年同期比28.5%減）、第３四半期連結会計期間の四半期純利益は269百万円（前年

同期比26.8%減）と減収減益なりました。 

（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３四半期

連結会計期間
7,294 459 147 125 159 △40 8,145

前第３四半期

連結会計期間
― ― ― ― ― ― ―

営業利益

又は営業損失（△）

当第３四半期

連結会計期間
445 16 △13 16 0 △1 464

前第３四半期

連結会計期間
― ― ― ― ― ― ―

　　　　※前第３四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により、売上高は7,294百万円、営業利益は445百万円となりました。これは

ウェッズオリジナル中級アルミホイールの売上は好調に推移しましたが、一方高級アルミホイール、廉価アルミホ

イールの販売低迷によるものでありました。

（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459百万円、営業利益は16百万円と前年同期より減収増

益となりました。

（開発事業）

　開発事業は中央精機㈱等に対する機械設備納入減少により、売上高は147百万円、営業損失は13百万円と前年同期

より大幅な減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125百万円、営業利益は16百万円と前年同期より増収減

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159百万円、営業利益は0百万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３四半期連結会計期

間の四半期連結損益計算書と前年同期の四半期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３四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975百万円となり第2四半期連

結会計期間末に比べて134百万円の増加となりました。なお、当第３四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1,528百万円になりました。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68百万円になりました。これは自動車関連卸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1,733百万円になりました。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３四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３四半期連結会計期間における資金については、売掛債権の発生期にあたり短期借入金1,780百万円、長期借

入金の返済12百万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、企業業績の悪化や雇用調整報道等は、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３四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３四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。

 

EDINET提出書類

株式会社ウェッズ(E02870)

四半期報告書

 7/25



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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月13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 単元株式数　100株

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10月１日～

　平成20年12月31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がなく、当第３四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３四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９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　

①【発行済株式】

 平成20年12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) 普通株式　100 ― 単元株式数　100株

完全議決権株式(その他)
普通株式

4,444,100
44,441 同上

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 ―

 （注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」欄は全て当社保有の自己株式であります。

 　　　２．「単元未満株式」欄には、当社保有の自己株式が62株含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成20年12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(％)

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

 （注）平成20年10月28日開催の取締役会において、会社法165条第３項の規定により読み替えて適用される同法151条第

１項の規定に基づき取得する株式の総数を60,000株（上限）または、30,000千円（上限）とする自己株式の取得

を決議しております。

　　　 平成20年12月31日現在における自己株式総数及び、発行済株式総数に対する割合は次の通りであります。

　　　 保有株券等 5,962株　株券等保有割合 0.13%

 

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 10月 11月 12月

最高(円) 492 550 520 510 482 510 400 370 380

最低(円) 430 460 490 480 395 415 350 360 350

　（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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 975,431 489,803

受取手形及び売掛金 ※2
 5,658,886

※2
 3,729,207

商品 2,866,897 2,288,373

原材料 34,032 33,391

仕掛品 301,303 313,295

繰延税金資産 144,763 132,949

その他 248,203 257,679

貸倒引当金 △6,008 △8,171

流動資産合計 10,223,511 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 △1,500,164 △1,415,847

建物及び構築物（純額） 1,664,064 1,747,074

土地 ※1
 1,431,320

※1
 1,431,320

その他 509,827 385,670

減価償却累計額 △287,777 △223,260

その他（純額） 222,050 162,410

有形固定資産合計 3,317,435 3,340,805

無形固定資産

のれん 217,225 230,200

その他 145,222 142,517

無形固定資産合計 362,447 372,717

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 630,243

※1
 726,711

繰延税金資産 41,923 29,665

その他 605,763 596,211

貸倒引当金 △39,443 △39,443

投資その他の資産合計 1,238,487 1,313,145

固定資産合計 4,918,370 5,026,668

繰延資産 554 2,218

資産合計 15,142,436 12,265,417
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,330,027 1,247,332

短期借入金 ※1
 3,869,926

※1
 1,129,926

未払法人税等 194,687 194,781

携帯電話短期解約返戻引当金 3,097 1,894

賞与引当金 74,176 137,708

役員賞与引当金 23,850 31,100

その他 598,367 441,470

流動負債合計 6,094,132 3,184,213

固定負債

社債 700,000 700,000

長期借入金 ※1
 1,319,853

※1
 1,447,316

繰延税金負債 63,912 95,798

退職給付引当金 45,495 47,189

役員退職慰労引当金 143,950 131,747

その他 154,309 149,001

固定負債合計 2,427,521 2,571,052

負債合計 8,521,653 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 5,020,082 4,802,202

自己株式 △2,207 △49

株主資本合計 6,672,714 6,456,992

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 12,289 56,782

繰延ヘッジ損益 △63,122 △3,624

為替換算調整勘定 △1,098 －

評価・換算差額等合計 △51,931 53,158

純資産合計 6,620,783 6,510,151

負債純資産合計 15,142,436 12,265,417
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(2)【四半期連結損益計算書】
　【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 ※1
 17,306,876

売上原価 13,697,202

売上総利益 3,609,673

販売費及び一般管理費 ※2
 3,158,945

営業利益 450,728

営業外収益

受取利息 730

受取配当金 10,897

販売奨励金 42,175

持分法による投資利益 49,812

その他 10,990

営業外収益合計 114,606

営業外費用

支払利息 30,787

社債利息 7,212

デリバティブ評価損 12,563

その他 6,099

営業外費用合計 56,662

経常利益 508,672

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 509,019

法人税、住民税及び事業税 202,411

法人税等調整額 15,386

法人税等合計 217,798

四半期純利益 291,221
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 ※1
 8,145,117

売上原価 6,420,525

売上総利益 1,724,591

販売費及び一般管理費 ※2
 1,259,606

営業利益 464,984

営業外収益

受取利息 30

受取配当金 2,505

販売奨励金 15,936

持分法による投資利益 18,581

その他 4,460

営業外収益合計 41,513

営業外費用

支払利息 16,262

デリバティブ評価損 31,272

その他 5,323

営業外費用合計 52,858

経常利益 453,640

税金等調整前四半期純利益 453,640

法人税、住民税及び事業税 193,112

法人税等調整額 △9,160

法人税等合計 183,951

四半期純利益 269,688
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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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31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 509,019

減価償却費 186,128

のれん償却額 12,975

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,694

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,203

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） 1,203

賞与引当金の増減額（△は減少） △63,531

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,250

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,163

持分法による投資損益（△は益） △49,812

デリバティブ評価損益（△は益） 12,563

売上債権の増減額（△は増加） △1,929,678

たな卸資産の増減額（△は増加） △565,111

仕入債務の増減額（△は減少） 82,695

その他 93,963

小計 △1,708,490

利息及び配当金の受取額 20,086

利息の支払額 △31,027

法人税等の支払額 △221,783

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,941,215

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 △448

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 △124,873

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 △41,950

その他の支出 △7,806

その他の収入 526

投資活動によるキャッシュ・フロー △110,535

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） 2,740,000

長期借入金の返済による支出 △127,463

自己株式の取得による支出 △2,158

配当金の支払額 △71,900

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,538,478

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 485,627

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
 975,431
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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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　　至　平成20年12月31日）

１．棚卸資産の評価方法

　当第３四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３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　このうち、

建物 1,081,029千円

土地 1,139,832千円

投資有価証券 43,086千円　

合計 2,220,861千円

は、短期借入金3,301,926千円、長期借入金867,853千円の

担保に供しております。 

※２　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理を行っておりま

す。なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関

の休日であった為、次の四半期連結会計期間満期手

形が、四半期連結会計期間末残高に含まれておりま

す。

受取手形　　　　　　　　　54,522千円

※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。

※２　　　　　　　　　　─ 

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※１　当社グループは、第１、第２、第４四半期連結会計期間の売上高に比べ、第３四半期連結会計期間の売上高が増加す

るため、業績に季節的変動があります。

※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 720,264千円

運賃発送費 709,552千円

賞与引当金繰入額 62,253千円

役員賞与引当金繰入額 23,850千円　

退職給付費用 16,264千円

役員退職慰労引当金繰入額 9,665千円

 

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※１　当社グループは、第１、第２、第４四半期連結会計期間の売上高に比べ、第３四半期連結会計期間の売上高が増加す

るため、業績に季節的変動があります。

※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 244,271千円

運賃発送費 414,225千円

賞与引当金繰入額 62,253千円

役員賞与引当金繰入額 7,950千円　

退職給付費用 9,048千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,662千円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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12月31日現在）

現金及び預金勘定 975,431千円

現金及び現金同等物 975,431千円

 

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年12月31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　　　　　5,962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

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

　（２）基準日が当第３四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３四半期連結会計

　　　　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３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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

7,262,299458,963138,785125,527159,5418,145,117─ 8,145,117

(2) セグメン

　ト間の内部

売上高又

は振替高

32,134 134 8,616 ─ ─ 40,885(40,885)─

計 7,294,433459,098147,402125,527159,5418,186,002(40,885)8,145,117

営業費用 6,849,166442,155161,070108,661158,7127,719,765(39,632)7,680,132

営業利益又は営

業損失（△）
445,26716,942△13,66716,865 829 466,237(1,252)464,984

 

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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

14,440,4211,199,350805,401359,761501,94117,306,876― 17,306,876

(2) セグメン

　ト間の内部

売上高又

は振替高

106,927 134 11,563 ― ― 118,625(118,625)―

計 14,547,3481,199,485816,964359,761501,94117,425,501(118,625)17,306,876

営業費用 14,096,6671,239,784823,043313,929501,41816,974,844(118,696)16,856,147

営業利益又は営

業損失（△）
450,681△40,299△6,07945,831 522 450,65771　 450,728

　（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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成20年４月１日　至平成20年12月31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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成20年４月１日　至平成20年12月31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３四半期連結会計期間末（平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 122,764 143,541 20,776

②その他 17,180 17,125 △55

計 139,944 160,666 20,721

 

（デリバティブ取引関係）

　　当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31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

　　ヘッジ会計が適用されていない為替予約取引については、期末残高がないため記載しておりません。 

　 

（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３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31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      1,491円49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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益        65円53銭１株当たり四半期純利益        60円69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。

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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純利益            291,221千円        269,688千円

普通株式に係る四半期純利益            291,221千円        269,688千円

期中平均株式数           4,444,086株         4,444,056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。
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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21年２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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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12月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四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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