
事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定 時 株 主 総 会 毎年6月

基 準 日 定時株主総会については毎年3月31日
そのほか必要があるときには、あらかじめ公告をする一定の日

配当受領株主確定日 毎年3月31日
中間配当の支払を行うときは9月30日

郵 便 物 送 付 先 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号　
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部

（電話照会先） 電話　0120-78-2031（フリーダイヤル）
取次事務は中央三井信託銀行株式会社の全国各支店ならび
に日本証券代行株式会社の本店および全国各支店で行って
おります。

株主メモ

CO.,LTD.
株式会社ウェッズ
〒143-0016��
東京都大田区大森北1-6-8　KDX大森ビル6階
TEL�03-5753-8201
URL��http://www.weds.co.jp

・住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特
別口座の口座管理機関である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。

・未払配当金の支払について
株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。

・配当金計算書について
配当金お支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特
別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を
行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。
ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきまし
ては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行
う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いし
ます。
なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、配
当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいておりま
す。確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで第46期 報 告 書46th
株式会社ウェッズ

証券コードNo.7551
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●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
はあったものの、高・中級アルミホイー
ルの好調に加え冬季需要が順調に推移し
た結果、売上高は17,894百万円となり
前期比2,037百万円（12.8%）の増収と
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
の販売本数が順調に伸びたことにより増
収となったものであります。営業利益は
470百万円となり前期比235百万円
（100.4%）の増益となりました。
●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
迷が依然として続いておりますが、昨
年4月にバーデン安城店が店舗移転を
実施し約6ヶ月間隣接地が工事中とい
う影響もあり、売上高は1,580百万円
となり前期比21百万円（1.4%）の減
収となりました。一方、営業損失は2
百万円（前期は21百万円の営業損失）
となりました。損失が改善されたのは、
売上高の減少幅が小額で収まり販売費
の削減により利益面が改善されたため
であります。

●開発事業
　�　開発事業は中央精機㈱等に対する機

械設備納入が減少したことにより、売
上高は511百万円となり前期比409百
万円（44.4%）の減収となりました。
一方、売上原価の改善と販売費等の削
減を懸命に実施した結果、営業利益は
37百万円（前年同期は11百万円の営
業損失）となり前期比48百万円の改善
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693百万円とな
り前期比130百万円（23.1%）の増収
となりました。営業利益は33百万円と
なり前期比33百万円（50.0％）の減
益となりました。これは、昨年1月に
増床したグレイシャスビラ安城が全室
稼動していないためであります。

●その他
　�　携帯電話代理店事業は売上高は669
百万円となり前期比42百万円の減収、
本年4月より開始した新規事業の賃貸
事業の売上高は64百万円となり、合わ
せて733百万円となり前期比22百万円
（3.2％）の増収となりました。一方、
営業利益は11百万円となり前期比9百
万円（44.2%）の減益となりました。
これは、新規事業は順調に推移してい
るものの、携帯電話代理店事業の売上
高の減少と売上原価の増加によるもの
であります。

当連結会計年度の
事業セグメント別業績

自動車関連卸売 自動車関連小売 開発 福祉� その他 消去 計

売上高
当期 17,894 1,580 511 693 733 △ 84 21,328
前期 15,857 1,602 920 563 711 △ 114 19,540

営業利益
当期 470 △ 2 37 33 11 2 552
前期 234 △ 21 △ 11 66 20 1 290

セグメント別売上高・営業利益
（百万円）

●トップメッセージ

経常利益 総資産 自己資本比率当期純利益

当連結会計年度におけるわが国経済
は、一部景気回復の兆しと共に企業業績
は回復傾向にあるものの、雇用情勢・所
得環境については改善に至っておらず、
加えて欧州・米国をはじめ世界景気の先
行き不安もあり、急激な円高やデフレの
影響等依然として不透明な状況が続いて
おります。加えてこの3月におきた東日
本大震災による東北太平洋側の被災によ
り更に不透明感は増しております。その
ような環境下、特に個人消費は将来不安
に起因する節約志向の高まりから依然と
して低迷しており、企業をとりまく環境
は厳しい状況で推移してまいりました。
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
の需要も同様に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

プは積極的な営業活動と利益体質強化に
努めた結果、当連結会計年度の売上高は

「ウェッズの永遠のテーマ、
それはCHALLENGEです。

私達は人と車の
未来に向けて、

常に新しく価値ある商品を
創造し社会に貢献します。」

「私達は、お客様最優先の
営業方針と会社・株主・社員
三位一体の取り組みにより、
会社の繁栄と安定を追求して、

株主利益の向上と
社員のライフプラン充実に

努めます。」

株主の皆様へ
平素は当社の事業運営に格別のご支援・ご高

配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて第46期（平成22年４月１日から平成23

年３月31日まで）の当社グループの業績につき
まして、その概要をご報告申し上げます。

経 営 理 念経 営 理 念

経 営 指 針経 営 指 針

売上高

21,328百万円（前期比9.2％増）、営業
利益は552百万円（前期比90.3％増）、
経常利益は535百万円（前期比47.5％
増）、当期純利益は固定資産売却損約91
百万円が発生しましたが、213百万円（前
期比28.8％増）と増収増益になりました。
株主の皆様には、なお一層のご支援と

ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げま
す。

平成23年�6月

代表取締役社長 川口　修 
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46th

●連結財務諸表

連結貸借対照表（単位：百万円） 連結損益計算書（単位：百万円）

（注）単位未満については切り捨てて表示しております。

（注）単位未満については切り捨てて表示しております。

連結キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円）

科　目 当期 前期

（資産の部）

流動資産 6,338 6,431

　現金及び預金 1,056 541

　受取手形及び売掛金 2,824 3,217

　たな卸資産 1,889 1,831

　繰延税金資産 208 69

　その他 361 771

　貸倒引当金 △3 △0

固定資産 5,600 5,539

有形固定資産 4,090 3,925

　建物及び構築物 2,220 2,266

　土地 1,705 1,431

　建設仮勘定 ― 85

　その他 164 142

無形固定資産 268 320

投資その他の資産 1,242 1,293

　投資有価証券 703 703

　繰延税金資産 33 40

　その他 507 548

　貸倒引当金 △2 △0

資産合計 11,938 11,970

科　目 当期 前期

（負債の部）
流動負債 3,520 3,420
　買掛金 1,032 1,091
　短期借入金 1,539 1,589
　未払法人税等 169 145
　携帯電話短期解約返戻引当金 0 0
　賞与引当金 149 138
　役員賞与引当金 32 30
　その他 596 424
固定負債 1,760 1,907
　長期借入金 1,132 1,412
　繰延税金負債 84 92
　退職給付引当金 57 51
　役員退職慰労引当金 141 132
　資産除去債務 18 ―
　その他 325 219
負債合計 5,280 5,328

（純資産の部）
株主資本 6,682 6,500
　資本金 852 852
　資本剰余金 802 802
　利益剰余金 5,123 4,941
　自己株式 △96 △96
その他の包括利益累計額 △23 142
　その他有価証券評価差額金 23 36
　繰延ヘッジ損益 △48 107
　為替換算調整勘定 1 △0
純資産合計 6,658 6,642
負債・純資産合計 11,938 11,970

科　目 当期 前期

売上高 21,328 19,540
売上原価 16,685 15,383
売上総利益 4,643 4,156
販売費及び一般管理費 4,090 3,865
営業利益 552 290
営業外収益 51 119
営業外費用 68 46
経常利益 535 363
特別利益 ― 19
特別損失 117 88
税金等調整前当期純利益 418 294
法人税、住民税及び事業税 229 148
法人税等調整額 △24 △20
少数株主損益調整前当期純利益 213 ━
当期純利益 213 165

科　目 当期 前期

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー 1,028 1,205

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー △150 △1,202 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー △365 △106 

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 2 △0 

Ⅴ現金及び現金同等物の増減額 514 △104 

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 541 646 

Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高 1,056 541 

（注）単位未満については切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書（単位：百万円）
当連結会計年度

株主資本 その他の包括利益累計額
純資産
合計�資本金 資本

剰余金
利益
剰余金 自己株式 株主資本

合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

その他の包括
利益累計額合計

前期末　残高 852 802 4,941 △96 6,500 36 107 △0 142 6,642
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △31 △31 △31
当期純利益 213 213 213
自己株式の取得 △0 △0 △0
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の
変動額（純額）

△12 △155 2 △166 △166

連結会計年度中の変動額合計 182 △0 182 △12 △155 2 △166 15
当期末　残高 852 802 5,123 △96 6,682 23 △48 1 △23 6,658

（注）単位未満については切り捨てて表示しております。

（注）単位未満については切り捨てて表示しております。
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46th

●トピックス

※�取締役東幸雄氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役で
あります。
※�監査役加藤武司氏及び朝原満博氏は、会社法第2条第16号に定
める社外監査役であります。

※自己株式245,841株を保有していますが、持株比率は自己株式を除く発行済
　株式の総数に対する割合を示しています。

●会社の概要・株式情報（平成23年3月31日現在）

 会社概要
商　　　号� 株式会社ウェッズ
� WEDS�CO.,LTD.

本　　　社� 東京都大田区大森北1-6-8
� KDX大森ビル6階

設　　　立� 昭和40年10月12日

資　本　金� 8億5,275万円

従 業 員 数� 140名

業 務 内 容� 自動車用アルミホイール・スチール

ホイールを中心とした自動車部品・

用品の販売

 役　員（平成23年6月28日総会後新役員）

■株価推移
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（千株）

　　… 株価　　　… 出来高

取締役社長
（代表取締役） 川　口　　　修

常務取締役 稲 妻 範 彦

取　締　役 東　　幸　雄

取　締　役 石 田 純 一

取　締　役 今 町 方 規

取　締　役 上 村 定 芳

取　締　役 伊　澤　　　秀

常勤監査役 柴 田 和 実

監　査　役 加 藤 武 司

監　査　役 朝 原 満 博

 株式情報
■�発行可能株式総数� …………………………… 17,780,000株
■�発行済株式の総数� ……………………………… 4,445,000株
■�単元株式数� ……………………………………………… 100株
■�株主数� …………………………………………………… 728名
■�大株主

株主名
持株数（株） 持株比率（％）

中 央 精 機 株 式 会 社 1,621,800 38.6

石 原 勝 成 241,159 5.7
ソシエテ　ジェネラル　エヌアールエイ
エ ヌ オ ー デ イ テ イ テ イ 233,000 5.5

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 138,100 3.3

碧 海 信 用 金 庫 130,000 3.1

民享工業股份有限公司 109,700 2.6

ウェッズ従業員持株会 98,610 2.3

株式会社三井住友銀行 91,000 2.2

六和機械股份有限公司 64,000 1.5

上 坂 良 夫 59,050 1.4

　2011年、株式会社ウェッズは“WedsSport�
Racing� Team�with� BANDOH”を、“LEXUS�
Team� WedsSpor t � BANDOH”として、また
参戦クラスを昨年までの“GT300CLASS”から
トップクラスである“GT500CLASS”にステップ
アップして“LEXUS�SC430”にて参戦すること
に決定しました。チーム監督は引き続き2009年
GT300CLASSで見事シリーズチャンピオンを獲得
した坂東正敬（ばんどうまさたか）監督。ファー
ストドライバーは片岡龍也（かたおかたつや）選

手、セカンドドライバーは荒　聖治（あら�せいじ）
選手で全線参戦し、磐石の体制にてシリーズチャ
ンピオン獲得を目指します。

　実質本年の初戦となった４月30日～５月１日に
静岡県「FU J Iスピードウェイ」にて開催された
レースでは見事３位入賞を果たしました。

　レース結果はWEDSオフィシャルホームページ
で掲載しておりますので是非ご覧下さい。

2011年は“GT500CLASS”にステップアップして参戦！
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