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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17期

第３四半期連結
累計期間

第18期
第３四半期連結
累計期間

第17期

会計期間
自　平成22年９月１日
至　平成23年５月31日

自　平成23年９月１日
至　平成24年５月31日

自　平成22年９月１日
至　平成23年８月31日

売上高（千円） 28,358,231 30,617,726 38,188,015

経常利益（千円） 1,536,057 1,581,878 1,985,799

四半期（当期）純利益（千円） 776,766 880,027 1,018,413

四半期包括利益又は包括利益（千円） 772,288 881,237　 1,015,358

純資産額（千円） 4,530,726 5,527,840 4,791,833

総資産額（千円） 13,522,094 14,863,996 13,476,344

１株当たり四半期（当期）純利益金額(円） 125.00 139.61 163.68

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
123.29 139.28 161.65

自己資本比率（％） 33.5 37.2 35.5

　

回次
第17期

第３四半期連結
会計期間

第18期
第３四半期連結
会計期間

会計期間
自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日

自　平成24年３月１日
至　平成24年５月31日

１株当たり四半期純利益金額(円） 49.08 44.02

　（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し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第17期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号  平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。  

 　

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、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、主要な関係会社の異動については、平成24年３月に中華人民共和国寧波市に寧波喜美家居用

品有限公司を設立し、新たに連結子会社となりました。 　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等、投資者の

判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生及び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。 

　

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。　

　 

３【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、当四半期連結会計期間の末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３四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災の影響による厳しい状況から緩やかながら回復の兆しが

みられました。しかしながら、欧州を中心とした経済不安や原油高、また長期化する円高により、景気の先行きは不透明

な状況でありました。小売業界におきましても、雇用・所得環境が低水準で推移したこともあり、消費者の節約志向・

低価格志向が依然として根強く、厳しい状況が続いております。

このような状況の中、当社は実生活雑貨を中心にお買い得感のある増量商品をプライベートブランド「ワッツセレ

クト」として開発、販売を致しております。また、店舗におきましては、ローコストでの出退店とオペレーションで運営

することを継続し、お客様の満足度の向上と店舗収益効率の確保とを両立させる努力を続けております。

当第３四半期連結累計期間における100円ショップ店舗の出店数は、直営店舗98店舗、FC店舗他が６店舗、閉鎖店舗

数は直営店舗が28店舗、100円ショップFC契約先の店舗運営方針変更に因る解約によりFC店舗他が66店舗で、当第３四

半期連結累計期間末のグループ店舗数は、100円ショップ以外の店舗を含め839店舗となりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は30,617百万円（前年同四半期比8.0%増）、営業利益は1,584百万

円（同16.2%増）、経常利益は1,581百万円（同3.0%増）、四半期純利益は880百万円（同13.3%増）となりました。

　

（2）事業上及び財務上の対処すべき課題  

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の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。

　

（3）研究開発活動

該当事項はありません。

　

（4）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

当第３四半期連結累計期間において、経営戦略の現状と見通しについて重要な変更はありません。

　

（5）経営者の問題認識と今後の方針について

当社は単なるディスカウンターではなく、実生活雑貨の分野において、100円以上の価値のある商品アイテム数を

増やし、提供し続けることで、お客様にとって日常生活に欠かせない店舗になることを目指しています。そのため

に、「いい商品を安く売る仕組み」作りに努力を積み重ね、経営資源の投資を行ってまいります。その原資には、

ローコスト・オペレーション等で確保した収益の一部を充当いたします。
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第３【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 18,000,000

計 18,000,000

　

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24年５月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成24年７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 6,979,400 6,979,400

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ　

（スタンダード）　

単元株式数　100株　

計 6,979,400 6,979,400 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　

　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【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24年３月１日～

平成24年５月31日
－ 6,979,400 － 440,297 － 876,066

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【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24年２月29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24年５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 　664,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 6,314,300 63,143 －

単元未満株式 普通株式　　　 600 － －

発行済株式総数 6,979,400 － －

総株主の議決権 － 63,143 －

（注）「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が51株含まれております。　

 

②【自己株式等】

 平成24年５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(％)

　株式会社ワッツ

大阪市中央区城見一丁目４番

70号　住友生命ＯＢＰプラザ

ビル　

664,500－ 664,500 9.52

計 － 664,500－ 664,500 9.52

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４【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）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、第３四半期連結会計期間（平成24年３月１日から平成

24年５月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年９月１日から平成24年５月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、仰星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）

前連結会計年度
(平成23年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,039,110 3,871,401

受取手形及び売掛金 1,951,689 1,946,092

商品及び製品 4,363,406 4,743,111

原材料及び貯蔵品 10,228 6,510

繰延税金資産 254,866 328,938

その他 334,305 329,370

貸倒引当金 △23,002 △22,060

流動資産合計 9,930,604 11,203,365

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 714,632 798,928

減価償却累計額及び減損損失累計額 △472,159 △544,793

建物及び構築物（純額） 242,472 254,134

車両運搬具 13,134 13,135

減価償却累計額及び減損損失累計額 △11,260 △11,844

車両運搬具（純額） 1,873 1,291

工具、器具及び備品 2,043,168 2,192,051

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,574,431 △1,711,826

工具、器具及び備品（純額） 468,737 480,224

土地 80,600 80,600

有形固定資産 793,683 816,250

無形固定資産

のれん 78,052 47,138

その他 33,818 29,744

無形固定資産合計 111,871 76,883

投資その他の資産

投資有価証券 76,130 75,544

繰延税金資産 44,768 64,728

差入保証金 2,441,741 2,547,727

その他 110,203 111,415

貸倒引当金 △32,659 △31,917

投資その他の資産合計 2,640,185 2,767,497

固定資産合計 3,545,740 3,660,631

資産合計 13,476,344 14,863,996
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,225,060 4,499,254

短期借入金 140,000 140,000

1年内返済予定の長期借入金 1,318,901 1,379,481

未払法人税等 402,741 378,886

未払消費税等 91,260 191,990

賞与引当金 129,516 19,438

役員賞与引当金 11,800 －

その他 684,932 901,978

流動負債合計 7,004,213 7,511,029

固定負債

長期借入金 1,243,454 1,374,519

退職給付引当金 89,852 100,535

役員退職慰労引当金 89,294 94,867

資産除去債務 79,305 79,076

その他 178,391 176,129

固定負債合計 1,680,297 1,825,127

負債合計 8,684,510 9,336,156

純資産の部

株主資本

資本金 440,297 440,297

資本剰余金 876,066 876,066

利益剰余金 3,765,581 4,486,267

自己株式 △287,026 △270,406

株主資本合計 4,794,918 5,532,224

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △796 △4,754

為替換算調整勘定 △5,234 △66

その他の包括利益累計額合計 △6,030 △4,821

新株予約権 2,945 436

純資産合計 4,791,833 5,527,840

負債純資産合計 13,476,344 14,863,996
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【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22年９月１日
　至　平成23年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年９月１日
　至　平成24年５月31日)

売上高 28,358,231 30,617,726

売上原価 17,627,898 18,944,945

売上総利益 10,730,333 11,672,780

販売費及び一般管理費 9,366,486 10,088,190

営業利益 1,363,846 1,584,590

営業外収益

受取賃貸料 15,245 14,498

持分法による投資利益 － 6,085

還付消費税等 201,013 －

貸倒引当金戻入額 － 4,098

その他 6,565 5,287

営業外収益合計 222,825 29,969

営業外費用

支払利息 21,851 15,125

退店違約金 4,790 5,047

賃貸収入原価 8,462 7,443

持分法による投資損失 11,688 －

その他 3,822 5,065

営業外費用合計 50,614 32,681

経常利益 1,536,057 1,581,878

特別利益

貸倒引当金戻入額 6,116 －

投資有価証券売却益 8,243 －

受取補償金 4,192 39,616

その他 6,049 2,503

特別利益合計 24,601 42,119

特別損失

固定資産除却損 3,112 2,228

減損損失 6,933 30,970

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 46,994 －

災害による損失 10,228 －

その他 312 －

特別損失合計 67,580 33,199

税金等調整前四半期純利益 1,493,077 1,590,798

法人税、住民税及び事業税 701,325 801,597

法人税等調整額 14,985 △90,826

法人税等合計 716,310 710,771

少数株主損益調整前四半期純利益 776,766 880,027

四半期純利益 776,766 880,027
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【四半期連結包括利益計算書】
【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22年９月１日
　至　平成23年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年９月１日
　至　平成24年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 776,766 880,027

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,329 △3,958

為替換算調整勘定 △6,807 5,167

その他の包括利益合計 △4,478 1,209

四半期包括利益 772,288 881,237

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 772,288 881,237
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年９月１日
至 平成24年５月31日）

連結範囲の重要な変更

　当第３四半期連結会計期間において、寧波喜美客家居用品有限公司を新たに設立したため、連結の範囲に含めておりま

す。

　

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自  平成23年９月１日
至  平成24年５月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

  第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。

　

【注記事項】

（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に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおり

であります。

  
前第３四半期連結累計期間
（自  平成22年９月１日
至  平成23年５月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自  平成23年９月１日
至  平成24年５月31日）

減価償却費 167,749千円 204,979千円

のれんの償却額 143,045千円 86,371千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年９月１日　至　平成23年５月31日）

　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22年11月25日

定時株主総会
普通株式 123,986 20平成22年8月31日平成22年11月26日利益剰余金

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年９月１日　至　平成24年５月31日）

　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23年11月24日

定時株主総会
普通株式 156,956 25平成23年８月31日平成23年11月25日利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自平成22年９月１日　至平成23年５月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成23年９月１日　至平成24年５月31日）

　当社グループは、100円ショップの運営及びその付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成23年５月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成24年５月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 125.00円 139.61円

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 776,766 880,027

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 776,766 880,027

普通株式の期中平均株式数（株） 6,214,010 6,303,390

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 123.29円 139.28円

（算定上の基礎）  　

四半期純利益調整額（千円） ― ―

（うち支払利息（税額相当額控除後）

（千円））
― ―

（うち事務手数料（税額相当額控除後）

（千円））
― ―

普通株式増加数（株） 86,364.88 14,881.64

（うち新株予約権） 86,364.88 14,881.64

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

― ―

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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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24年７月13日

株式会社ワッツ

取締役会　御中

仰星監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 岩　井　伸太郎　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 髙　田　　篤　　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ワッツの

平成23年９月１日から平成24年８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24年３月１日から平成24

年５月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年９月１日から平成24年５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、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、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四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。

　四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　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、株式会社ワッツ及び連結子会社の平成24年５月31日現在の財政状態及び

同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績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。

　

利害関係

　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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