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モータースポーツへの取り組み

　当社は、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするととも
に、当社株式への投資の魅力を向上させ、より多くの株主の
皆様に当社株式を保有していただくことを目的に株主優待
制度を導入しております。

保有株式数 優待内容 
1,000株以上2,000株未満 2,000円分 クオ・カード
2,000株以上10,000株未満 5,000円分 クオ・カード
10,000株以上20,000株未満 10,000円分 クオ・カード
20,000株以上 20,000円分 クオ・カード

　当社では毎年9月30日現在の当社株主名簿に記載された1,000株以上
を保有される株主様を対象に株主優待としてクオ・カードを下記の通り、 
保有株式数に応じて贈呈しております。

　継続して10,000株以上の当社株式を3年以上にわたり保有された株主
様に対し、クオ・カード1,000円分相当を上記に加えて贈呈いたします。
　贈呈は本年9月末時点で対象となる株主様となります。

（長期保有の株主様へ）

　国内で人気の高いSUPER GTレース及びスーパー耐久シ
リーズに参戦し、レースで培ったノウハウを製品開発にフィー
ドバックしています。
　これからもモータースポーツの
発展に寄与するとともに、妥協しな
い製品作りに挑戦し続けます。

株主優待制度のお知らせトピックス

〒143-0016　東京都大田区大森北1-6-8
TEL 03-5753-8201
URL  https://www.weds.co.jp
※公式SNSはホームページからもご確認いただけます。

中間報告書 2022年3月期
2021年4月1日 2021年9月30日

第57期

代表取締役社長　稲妻 範彦

　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57期第2四半期連結累計
期間（2021年4月1日から2021年
9月30日まで）の当社グループの業
績につきまして、その概況をご報告
申し上げます。
　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。
 2021年12月

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主の皆様へ

公式SNSで情報発信中！

Weds Sports @WedsSportWeds @wedswheelfacebook

Instagram

Twitter

YouTube

Weds Sports wedssportWeds weds_co.ltd

Weds　@Weds_Co_Ltd

https://www.youtube.com/user/wedschannel

証券コード：7551

株式会社ウェッズ

株式会社ウェッズ

▲ 2021 SUPER GT Round4 MOTEGI 
GT 300km RACE　表彰台獲得 ！

▲ スーパー耐久シリーズ2021 
第3戦 富士24h ST-4クラス 
見事優勝 ！

ホームページリニューアルのお知らせ
　当社はこのほど、ホームページをリニューアルいたしました。
　会社情報、IR情報、製品情報など、お探しの情報に素早く 
アクセスできるようにデザインを一新いたしました。
　初のCI（コーポレート  
アイデンティティー）動画
をはじめ、動きのある演
出を各所に散りばめるこ
とで集客力･販促力を強
化するとともに、スマート
フォンからも快適にご利
用いただけるよう、対応
いたしました。

https://www.weds.co.jp/



決算ハイライト 事業別業績 会社・株式情報

2022年3月期第2四半期決算のポイント

売 上 高

経 常 利 益

営 業 利 益

親会社株主に帰属する四半期純利益

前年同期比　12.0％増 

前年同期比　64.6％増 

前年同期比　98.1％増 

前年同期比　101.7％増 

13,998百万円

376百万円

373百万円

227百万円

　当第２四半期連結累計期間の売上高は、新型コロナウイルス感染症の影
響緩和等により顧客需要が回復する中、各事業での営業活動を通じ事業全
般で売上増となり、増収となりました。また営業利益、経常利益及び親会社
株主に帰属する四半期純利益は、増益となりました。

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
設 立 1965年10月12日
資 本 金 8億5,275万円
従 業 員 数 143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・用品の企画開発・販売

会社概要 （2021年9月30日現在）

取締役社長
（代表取締役） 稲妻　範彦

専務取締役 石田　純一

専務取締役 中尾　宏平

常務取締役 川端　久人

取締役 牛尾　理
取締役 今町　方規
常勤監査役 谷田部　雄太
監査役 平松　幹人
監査役 朝原　満博

役　　員 （2021年9月30日現在）

発行可能株式総数 53,340,000株
発行済株式の総数 16,118,166株
単元株式数 100株
株主数 4,952名

株式情報 （2021年9月30日現在）

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 
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

（電話照会先） 電話 0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店
及び全国各支店で行っております。

株主メモ （2021年9月30日現在）

当期の配当

10円 20円10円

中間配当 年間配当（予想）期末配当（予想）

1株当たり 1株当たり1株当たり

※期末配当（予想）は、本年10月28日付決算短信にて発表しているものです。

※売上高は、事業別売上高の合計額と調整額（セグメント間取引消去）を含んでおります。
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経常利益 （単位：百万円） 親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益 （単位：百万円）

売上高 （単位：百万円）

■■第２四半期累計　■通期　 通期見込み

営業利益 （単位：百万円）

■■第２四半期累計　■通期　 通期見込み

■■第２四半期累計　■通期　 通期見込み
■■第２四半期累計　■通期　 通期見込み
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自動車関連卸売事業

　売上高は、主力のアルミホイールをはじめ、自動車用品等商品全般の販売が
増加したことにより増収となりました。セグメント利益につきましても、アルミホ
イール等の増収により増益となりました。

売上高 9,727百万円 セグメント利益 279百万円
67.9%
売上高構成比

※ 売上高構成比は、調整額（セグメント間取引消去）を除く売上高で算出しております。

前年同期比 10.6%増 前年同期比 83.0%増 

自動車関連小売事業

　売上高は、自動車用品等の販売がジェームス店及び通販共に増加したことに
より増収となりました。セグメント利益は、前年はバーデン安城店をジェームス安
城店として７月にリニューアルするための一時休業と改修費用もあったため、改
善となりました。

売上高 1,085百万円 セグメント利益 12百万円

前年同期比 9.6%増 前年同期比 33百万円増 

7.8%
売上高構成比

福祉事業

　売上高は、ヘルパー収入は増加するも有料老人ホーム収入等の減少により減
収となりました。セグメント利益は、人件費等の増加もあり、減益となりました。

売上高 215百万円 セグメント利益 10百万円

前年同期比 0.5%減 前年同期比 7百万円減 

1.5%
売上高構成比

物流事業

　売上高は、顧客需要の向上に加え新拠点立ち上げに伴う新規取引等により増
収となりました。セグメント利益につきましても、新拠点や新規業務対応に係る
費用等を吸収し、増益となりました。

売上高 3,044百万円 セグメント利益 57百万円

前年同期比 16.3%増 前年同期比 237.1%増 

18.9%
売上高構成比

　携帯電話代理店事業の売上高は、Ｙモバイルの販売が好調で増収、賃貸事業の
売上高は、前年同期とほぼ同額で、合わせて増収となりました。セグメント利益は、
携帯電話代理店事業では、インセンティブ収入の減少や販売経費の増加等により
損失が悪化しました。また賃貸事業は、増益となり、合わせて減益となりました。

売上高 548百万円 セグメント利益 14百万円

その他事業 携帯電話代理店事業、賃貸事業

前年同期比 13.3%増 前年同期比 35.1%減 

3.9%
売上高構成比


