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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45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45期
第３四半期連結
会計期間

第44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21年
４月１日
至平成21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21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 17,306,87615,257,3698,145,1177,174,91021,447,509

経常利益（千円） 508,672 459,946 453,640 423,674 305,087

四半期（当期）純利益（千円） 291,221 284,832 269,688 251,897 111,375

純資産額（千円） － － 6,620,7836,676,1476,589,274

総資産額（千円） － － 15,142,43614,133,31811,548,684

１株当たり純資産額（円） － － 1,491.491,589.851,493.75

１株当たり四半期（当期）純利益

（円）
65.53 66.39 60.69 59.91 25.09

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 47.2 57.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,941,215△706,438 － － 827,107

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△110,535△546,346 － － △252,832

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
2,538,4781,890,379 － － △417,253

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 975,4311,287,332646,389

従業員数（人） － － 283 280 282

　（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。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

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21年12月31日現在

従業員数（人） 280 (86)

　（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21年12月31日現在

従業員数（人） 140  (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) 前年同四半期比（％）

自動車関連卸売事業 6,147,992 △15.3     

自動車関連小売事業 502,036 9.4     

開発事業 233,598 68.3     

福祉事業 136,498 8.7     

その他の事業 154,785 △3.0     

合計 7,174,910 △11.9     

　（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【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

　

３【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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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　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、国内では企業業績と個人消費の落ち込みと為替・株価の変

動、加えて1,000円ジーンズに代表されるようなデフレ経済の状況となりました。特に、個人消費は、雇用情勢の悪化に

加え、所得環境も一段と厳しさを増しております。一方、昨春の定額給付金、エコカー減税、エコポイント制度の施策効

果から一部には下げ止まりの動きがみられる状況となりました。しかしながら、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依然とし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の減収等により7,174百万円（前年同期比11.9%減）、当第３四半期連結会計期間の

営業利益は379百万円（前年同期比18.5%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423百万円（前

年同期比6.6%減）、第３四半期連結会計期間の四半期純利益は251百万円（前年同期比6.6%減）と減収減益となりま

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３四半期

連結会計期間
6,174 502 233 136 154 △26 7,174

前第３四半期

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

営業利益

又は営業損失（△）

当第３四半期

連結会計期間
365 △2 0 13 2 △1 379

前第３四半期

連結会計期間
445 16 △13 16 0 △1 464

　　　

（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6,174百万円となり前年同期比1,119百万円（15.4%）の減

収となりました。これは冬期需要商品であるスチールホイール、廉価アルミホイールの販売本数と販売単価が下

がったことにより減収となったためであります。営業利益は365百万円となり前年同期比79百万円（17.8%）の減益

となりました。売上高の減少をカバーしたのは、販売費の削減と売上原価が下がったことで改善したためでありま

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が懸念されましたが、昨春のETC特需以降もエコカー減税等の自動車関連需

要の底支えもあり、売上高は502百万円となり前年同期比43百万円（9.4%）の増収となりました。一方、営業利益は2

百万円の損失となり、前年同期比19百万円の損失の増加となりました。これは、バーデン安城店のリニュアルに伴う

閉店セールにより売上原価が上がったためであります。

（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233百万円となり前年同期比86百万円

（58.5%）の増収となりました。営業利益は0百万円となり前年同期比14百万円の改善となりました。

（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136百万円となり前年同期比（8.7%）の増収となりまし

た。営業利益は13百万円となり前年同期比3百万円の減益となりました。

（その他）

携帯電話代理店事業は、ソフトバンクの機種変更の販売方法の変更により売上高は154百万円となり前年同期比4

百万円（3.0%）の減収となりました。営業利益は2百万円となり前年同期比1百万円の増益となりました。
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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1,287百万円となり第2四半期

連結会計期間末に比べて654百万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691百万円（前年同四半期は1,528百万円の使用）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420百万円（前年同四半期は68百万円の使用）になりました。これは福祉事業における

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1,763百万円（前年同四半期は1,733百万円の調達）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と長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

「４．財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（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1,330百万円、長期借

入金500百万円を実施し、一方、長期借入金の返済25百万円を実施いたしました。当第３四半期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長期

借入金で対応いたしました。今後の資金については、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、雇用・所得環境の悪化は、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、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に取り組み、収益力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、新たに確定した重要な設備の新設及び除却の計画は次のとおりであります。

①新設　

連結子会社

会社名
事業所名

所在地

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了予定年月

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了

㈱バーデン

カーランド

バーデン安

城店

愛知県

安城市　

自動車用

品小売事

業

カーラン

ドバーデ

ン安城店

店舗新設

166 4 借入金
平成21年12月

着工

平成22年4月

竣工

　

②除却

連結子会社　

会社名
事業所名

所在地
事業の種類別セグメン
トの名称

設備の内容

四半期末
帳簿価格
（百万円）

　

除却予定年月

㈱バーデン

カーランドバーデン

安城店

愛知県

安城市　
自動車用品小売事業

カーランドバー

デン安城店

旧店舗除却　

72 平成21年２月着工
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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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年２月12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21年10月１日～

　平成21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等がなく、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21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21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    219,800 ― ―

完全議決権株式(その他) 　普通株式  4,224,400 42,244 ―

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 ― 42,244 ―

　（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21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1-6-8219,800 － 219,800 4.94

計 ― 219,800－　 219,800 4.94

 （注）平成21年７月30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項の規定に基づき取得する株式の総数を130,000株（上限）または、58,000千円（上限）とする自己株式の

取得を決議しております。

　　　 平成21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 245,700株　株券等保有割合 5.53%

 

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21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 334 395 406 403 453 435 405 385 374

最低(円) 306 322 360 376 410 405 380 335 304

　（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。

　なお、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第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）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,287,332 646,389

受取手形及び売掛金 ※1
 4,837,550 2,942,906

商品 1,997,322 2,279,229

仕掛品 256,539 273,411

原材料及び貯蔵品 67,378 34,638

繰延税金資産 75,020 48,794

その他 391,721 426,448

貸倒引当金 △603 △2,274

流動資産合計 8,912,260 6,649,543

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,151,731 3,149,360

減価償却累計額 △1,604,416 △1,527,746

建物及び構築物（純額） 1,547,314 1,621,613

土地 1,431,320 1,431,320

建設仮勘定 510,204 141,120

その他 484,517 471,368

減価償却累計額 △349,016 △307,278

その他（純額） 135,500 164,090

有形固定資産合計 3,624,340 3,358,144

無形固定資産

のれん 199,925 212,900

その他 132,906 137,765

無形固定資産合計 332,831 350,665

投資その他の資産

投資有価証券 668,942 589,712

繰延税金資産 32,216 32,405

その他 569,857 606,801

貸倒引当金 △7,131 △38,588

投資その他の資産合計 1,263,885 1,190,330

固定資産合計 5,221,057 4,899,141

資産合計 14,133,318 11,548,684
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,268,832 907,237

短期借入金 3,469,926 1,739,926

未払法人税等 155,005 137,879

携帯電話短期解約返戻引当金 81 178

賞与引当金 69,818 156,173

役員賞与引当金 26,085 28,800

その他 513,418 369,082

流動負債合計 5,503,165 3,339,278

固定負債

長期借入金 1,527,427 1,217,390

繰延税金負債 85,333 59,103

退職給付引当金 47,348 42,666

役員退職慰労引当金 128,529 148,002

その他 165,366 152,970

固定負債合計 1,954,004 1,620,132

負債合計 7,457,170 4,959,410

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 5,060,296 4,840,237

自己株式 △96,102 △12,418

株主資本合計 6,619,034 6,482,659

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 23,392 530

繰延ヘッジ損益 34,237 106,519

為替換算調整勘定 △516 △435

評価・換算差額等合計 57,113 106,614

純資産合計 6,676,147 6,589,274

負債純資産合計 14,133,318 11,548,684
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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）

前第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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 ※1
 17,306,876

※1
 15,257,369

売上原価 13,697,202 11,947,529

売上総利益 3,609,673 3,309,840

販売費及び一般管理費 ※2
 3,158,945

※2
 2,912,112

営業利益 450,728 397,727

営業外収益

受取利息 730 529

受取配当金 10,897 4,501

販売奨励金 42,175 28,821

持分法による投資利益 49,812 47,013

その他 10,990 14,646

営業外収益合計 114,606 95,512

営業外費用

支払利息 30,787 26,829

社債利息 7,212 －

デリバティブ評価損 12,563 －

その他 6,099 6,463

営業外費用合計 56,662 33,293

経常利益 508,672 459,946

特別利益

投資有価証券売却益 25,992 －

貸倒引当金戻入額 － 19,350

特別利益合計 25,992 19,350

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 509,019 479,296

法人税、住民税及び事業税 202,411 160,398

法人税等調整額 15,386 34,066

法人税等合計 217,798 194,464

四半期純利益 291,221 284,832
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 ※1
 8,145,117

※1
 7,174,910

売上原価 6,420,525 5,643,867

売上総利益 1,724,591 1,531,042

販売費及び一般管理費 ※2
 1,259,606

※2
 1,151,861

営業利益 464,984 379,180

営業外収益

受取利息 30 46

受取配当金 2,505 2,404

販売奨励金 15,936 16,624

持分法による投資利益 18,581 28,983

その他 4,460 7,836

営業外収益合計 41,513 55,895

営業外費用

支払利息 16,262 11,051

デリバティブ評価損 31,272 －

その他 5,323 350

営業外費用合計 52,858 11,402

経常利益 453,640 423,674

税金等調整前四半期純利益 453,640 423,674

法人税、住民税及び事業税 193,112 147,204

法人税等調整額 △9,160 24,571

法人税等合計 183,951 171,776

四半期純利益 269,688 251,897
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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）

前第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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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 509,019 479,296

減価償却費 186,128 152,401

のれん償却額 12,975 12,975

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,694 4,681

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,203 7,290

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） 1,203 △97

賞与引当金の増減額（△は減少） △63,531 △86,355

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,250 △2,715

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,163 △33,128

持分法による投資損益（△は益） △49,812 △47,013

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 △1,894,643

たな卸資産の増減額（△は増加） △565,111 266,039

仕入債務の増減額（△は減少） 82,695 361,594

その他 93,963 199,737

小計 △1,708,490 △579,935

利息及び配当金の受取額 20,086 11,787

利息の支払額 △31,027 △25,026

法人税等の支払額 △221,783 △113,264

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,941,215 △706,438

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 △447

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 △544,404

有形固定資産の売却による収入 477 2,464

無形固定資産の取得による支出 △41,950 △18,786

その他の支出 △7,806 △15,398

その他の収入 526 30,226

投資活動によるキャッシュ・フロー △110,535 △546,346
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（単位：千円）

前第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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

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 1,680,000

長期借入れによる収入 － 500,000

長期借入金の返済による支出 △127,463 △139,963

自己株式の取得による支出 △2,158 △83,684

配当金の支払額 △71,900 △63,307

リース債務の返済による支出 － △2,665

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,538,478 1,890,379

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,098 3,348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 485,627 640,943

現金及び現金同等物の期首残高 489,803 646,389

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 975,431

※1
 1,287,332
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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21年４月１日　　至　平成21年12月31日）

　　　　該当事項はありません。

 

【表示方法の変更】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　　至　平成21年12月31日）

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日　内閣府

令第50号）が適用となることに伴い、前第３四半期連結会計期間において「原材料」と流動資産の「その他」に

含めていた「貯蔵品」(1,401千円）は、当第３四半期連結会計期間は「原材料及び貯蔵品」と一括して掲記して

おります。なお、当第３四半期連結会計期間に含まれる「原材料」「貯蔵品」は、それぞれ66,018千円、1,359千円

であります。

　

【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　　至　平成21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21年４月１日　　至　平成21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21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１　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 32,102千円 　

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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。

※１　　　　　　　　　　同左

※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。）　

※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

給料・手当 702,975千円

運賃発送費 634,550千円

賞与引当金繰入額 53,339千円

退職給付費用 25,439千円　

役員賞与引当金繰入額 26,085千円

役員退職慰労引当金繰入額 11,270千円

 

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21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。

※１　　　　　　　　　　同左

※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。）　

※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

運賃発送費 367,352千円

給与・手当 237,249千円

賞与引当金繰入額 53,339千円

役員賞与引当金繰入額 8,684千円　

役員退職慰労引当金繰入額 5,100千円

退職給付費用 △2,800千円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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

※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21年12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,287,332千円

現金及び現金同等物 1,287,332千円

 

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21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　　　　245,762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21年６月24日

定時株主総会
普通株式 33,084 7.5 平成21年３月31日 平成21年６月25日　利益剰余金

平成21年10月28日

取締役会
普通株式 31,688 7.5 平成21年９月30日 平成21年12月10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】

前第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３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21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

6,147,992502,036233,598136,498154,7857,174,910─ 7,174,910

(2) セグメン

　ト間の内部

売上高又

は振替高

26,608 369 － ─ ─ 26,978(26,978) ─

計 6,174,600502,405233,598136,498154,7857,201,888(26,978)7,174,910

営業費用 5,808,769504,543233,092122,727152,0176,821,150(25,420)6,795,729

営業利益又は営

業損失（△）
365,830△2,137 506 13,7712,767380,738(1,557) 379,180
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前第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

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21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

12,475,0251,300,615573,380399,324509,02315,257,369─ 15,257,369

(2) セグメン

　ト間の内部

売上高又

は振替高

77,204 705 212 ─ ─ 78,122(78,122) ─

計 12,552,2291,301,320573,593399,324509,02315,335,491(78,122)15,257,369

営業費用 12,194,7751,310,184591,478353,110488,54214,938,091(78,450)14,859,641

営業利益又は営

業損失（△）
357,453△8,864△17,88546,21420,481397,399327　 397,727

　（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】

　前第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３四半期連結会計期間

（自平成21年10月１日　至平成21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。

 

　前第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）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日　至平成21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】

　前第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３四半期連結会計期間

（自平成21年10月１日　至平成21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。 

 

　前第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）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日　至平成21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21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21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 123,384 160,765 37,381

②その他 17,180 19,240 2,060

計 140,564 180,005 39,441

 

（デリバティブ取引関係）

　　該当事項はありません。

　 

（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21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額      1,589円85銭 １株当たり純資産額  1,493円75銭

２．１株当たり四半期純利益等

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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 66円39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。

 
前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純利益            291,221千円            284,832千円

普通株式に係る四半期純利益            291,221千円            284,832千円

期中平均株式数           4,444,086株           4,290,453株

 

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益 60円69銭 １株当たり四半期純利益 59円91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。

 
前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純利益         269,688千円         251,897千円

普通株式に係る四半期純利益         269,688千円         251,897千円

期中平均株式数          4,444,056株          4,204,311株
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（重要な後発事象）

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

重要な子会社の設立について　

　当社は平成22年1月28日開催の取締役会の決議に基づき、当社全額出資による中国子会社を平成22年３月以降に設立

する予定であります。

(1）設立目的

　国内需要の低迷下、輸出売上増加のために中国に拠点を設立し、ホイール用品を拡販するため。

(2）会社の名称

　未定　

(3）事業内容

　中国において当社商品（高級アルミホイール、GT用品等）の販売

(4）資本金

　　1,000万円

(5）所有割合

　　100％

　
 

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

　

　

 

２【その他】

　

　第45期(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)中間配当については、平成21年10月28日開催の取締役会

において、平成21年９月30日の最終の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 31,688千円

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21年12月10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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月２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21年４月１日から平成22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21年10月１日から平成21年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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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