
 
平成１５年７月２５日 

    各        位 
株  式  会  社      ウ  ェ  ッ  ズ 
代 表 取 締 役 社 長  川 口  修 

         （登録銘柄  コード番号  ７５５１ ） 
                                       問い合せ先  広報室長   長谷川 勝也 

                                              電 話 番 号   03-3792-0130（代表） 
 

会社分割による流通事業部門の分社化に関するお知らせ  
及び通期単体業績予想の修正並びに通期連結予想について 

 
当社は、本日開催の取締役会において、自動車関連小売事業・携帯電話販売店の運営・産

業機械卸売業（以下「流通事業部門」という）につきまして、平成１５年１０月１日をも

ち下記の通り会社分割し、新設する株式会社バーデンに営業を承継することに決定いたし

ましたのでお知らせいたします。 
記 

1. 会社分割の目的 
   当社は、ホイールを中心とした自動車関連用品の卸売部門と小売事業（自動車関連・ 

携帯電話）や産業機械販売等の流通事業部門の 2 つを主な柱としております。この内、 
流通事業部門は愛知県安城市を中心に複合的な事業展開を行なっておりますが、今後 
の市場変化により柔軟かつ機動的に対応するために会社分割を行ない、流通事業部門

を新会社（株式会社バーデン）に承継させることとしました。 
 なお株式会社バーデンは、経営の多角化を狙いに今後福祉事業に参入する予定であ

り、本日別途開示しております。 

 
2. 会社分割の要旨 
（1）分割の日程 
   平成１５年 ７月２５日       分割計画書承認取締役会        
                     （商法第３７４条の 6 に基づく簡易分割） 
   平成１５年１０月 １日（予定）   分割期日               
                     分割登記               
（2）分割方式 

①分割方式 
当社を分割会社、新設会社を承継会社とする分社型新設分割です。 

 
    ②分社型新設分割方式を採用した理由 
      新設会社が承継する事業の発展と部門収益の明確化を目的とするものである

ことから、上記の方式を採用しました。 

 
（3）株式の割当 
   新設会社が本分割に際して発行する普通株式１,０００株は、全て当社に割当交付さ 

れます。 

 
（4）分割交付金 
    該当事項はありません。 



（5）新設会社が承継する権利義務 
    資産・負債については、基本的に分割日における当社流通事業本部の営業に関す 

る資産、負債及びこれに付随する権利義務を継承します。ただし、取引先との間の 
金銭債権・債務は、原則として分割期日以前に発生したものについては承継せず、 
分割期日後に発生するもののみについて承継します。 
 労働契約上の権利義務については、本件営業に主として従事する従業員の内、分

割期日において在籍しているものについては、全て株式会社バーデンが引き継ぎ、

以後株式会社バーデンの従業員として雇用します。またこの引き継がれた従業員に

関し、株式会社ウェッズにおける勤続年数は株式会社バーデンにおいて通算します。 

 
（6）債務履行の見込み 
    本分割は、分社型会社分割（物的新設分割）であるため、当社は、新設会社が承 

継した純資産に相当する新設会社の株式全額の割当を受けますので、当社及び新設 
会社が負担すべき債務の履行に支障を及ぼすおそれはないものと予想されます。 

 
（7）新設会社に新たに就任する役員 
   取締役  永井 秀哉（現 ㈱ウェッズ 取締役相談役） 
   取締役  伊澤 秀（現 ㈱ウェッズ 取締役流通事業本部長） 
   取締役  加藤 博久（現 ㈱ウェッズ 流通事業本部 開発営業部長） 
   取締役  川口 修（現 ㈱ウェッズ 代表取締役社長） 
   監査役  山口 義弘（現 ㈱ウェッズ 取締役管理本部長） 

 
３.分割当事会社の概要 
 分割会社 

平成１５年３月３１日現在 
新設会社 

平成１５年１０月１日見込み 
（1）商号 株式会社ウェッズ 株式会社バーデン 
（2）事業内容 自動車用品の卸売並びに小売

業等 
自動車用品小売・携帯電話販売

店運営、産業機械販売、福祉事

業等 
（3）設立年月日 昭和４０年１０月１２日 平成１５年１０月１日 
（4）本店所在地 東京都目黒区 愛知県安城市 
（5）代表者 取締役社長 川口 修 取締役社長 永井 秀哉 
（6）資本金 ８５２百万円 ５０百万円 
（7）発行済株式総数 ４,４４５,０００株 １,０００株 
（8）株主資本 ５,６１０百万円 １５０百万円（予定） 
（9）総資産 １２,４９０百万円 ５１５百万円（予定） 
（10）決算期 ３月３１日 ３月３１日 
（11）従業員数 １７７名 ４５名（予定） 
（12）主要取引先 タイヤ販社・広域量販店 中央精機株式会社 
（13）大株主及び持株比率 中央精機株式会社  36.49％ 

石原 勝成     7.11％ 
株式会社ＵＦＪ銀行 4.99％ 
ｳｪｯｽﾞ従業員持株会  3.06％ 
根津 昭      2.95％ 

㈱ウェッズ 100％ 

（14）主要取引銀行 ㈱ＵＦＪ銀行 碧海信用金庫 
資本的関係 新設会社は分割会社の完全子会社となります。 
人的関係 新設会社の従業員は全て分割会社からの転籍と

なります。 

（15）当事会社の関係 

取引関係 新設会社ですので取引関係はありません。 



（16）最近３決算期間の業績 
 株式会社ウェッズ（分割会社） 

決算期 平成１３年３月期 平成１４年３月期 平成１５年３月期 
売上高（百万円） ２２,７１３ ２３,１５１ ２２,１３６ 
営業利益（百万円） １７９ ３２５ ３５０ 
経常利益（百万円） ３３４ ４４４ ３６９ 
当期純利益（百万円） １９６ ２１０ １４９ 
１株当り当期純利益（円） ４４.１８ ４７.３２ ２８.３４ 
１株当り配当金（円） ７.５０ ７.５０ １０.００ 
１株当り株主資本（円） １,２１０.７８ １,２４４.５９ １,２５６.９９ 

 
 
４.分割する事業部門の内容 
  流通事業部門 
 （1）事業内容 
    ・自動車関連用品小売業 
    ・携帯電話販売店の運営 
    ・産業機械の卸売業 
 
 （2）当該事業部門の平成１５年３月期における経営成績 
 当該事業部門（Ａ） 当社の実績（Ｂ） 比率（Ａ/Ｂ） 
売上高 ３,２７６百万円 ２２,１３６百万円 １４.８％ 
営業利益 ５２百万円 ３５０百万円 １４.９％ 
経常利益 ５７百万円 ３６９百万円 １５.４％ 
 
 （3）分割する事業の資産、負債（平成１５年１０月１日見込み） 
承継資産の項目 帳簿価額 承継負債の項目 帳簿価額 
流動資産 ２９９百万円 流動負債 ３３８百万円 
固定資産 ２１６ 固定負債 ２７ 
計 ５１５ 計 ３６５ 
 
 
５.分割後の当社の状況 

 
（商号、本店所在地、代表者、資本金および決算期は変更ありません。） 

 
（1）商号     株式会社ウェッズ 
（2）事業内容   自動車関連用品の卸売 
（3）本店所在地  東京都目黒区目黒本町 1-12-12 
（4）代表者    代表取締役社長 川口 修 
（5）資本金    ８５２,７５０,０００円 
（6）総資産    分割による減少見込み額 ５１５百万円程度 
（7）決算期    3 月３１日 

 
 
 
 
 



（8）業績に与える影響 
① 分割後の業績見通し 

流通事業部門を本年１０月１日付で会社分割する影響から、当社の今期（平成 
１６年３月期）単体業績予想を以下の通り修正致します。 
 

（単位：百万円） 
 売上高 経常利益 当期純利益 
前回予想（A） 22,400 400 185 
今回修正（B） 20,700 350 160 
増減額（B-A） ▲1,700 ▲50 ▲25 
増減率 ▲7.6％ ▲12.5％ ▲13.5％ 

 
② 分割後の連結業績見通し 
   会社分割により平成１６年３月期決算から連結財務諸表を作成する予定であり 

ます。平成 16 年３月期の連結業績予想は以下のとおりであります。 
（単位：百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
中間期 ― ― ― 
通期 22,400 400 200 

  （注）会社分割は１０月１日付であるため、中間期は連結財務諸表は作成致しません。 
 
 

                                                              以  上 


