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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19期

第３四半期

連結累計期間

第20期

第３四半期

連結累計期間

第19期

会計期間
自　平成24年９月１日

至　平成25年５月31日

自　平成25年９月１日

至　平成26年５月31日

自　平成24年９月１日

至　平成25年８月31日

売上高（千円） 30,919,561 32,705,451 41,725,291

経常利益（千円） 1,714,912 1,387,263 2,075,571

四半期（当期）純利益（千円） 1,004,344 760,617 1,123,661

四半期包括利益又は包括利益（千円） 1,065,321 771,199 1,177,960

純資産額（千円） 6,692,097 8,236,751 7,695,898

総資産額（千円） 15,425,807 18,827,322 18,177,723

１株当たり四半期（当期）純利益金額(円） 79.38 56.14 88.63

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 43.4 43.7 42.3

　

回次

第19期

第３四半期

連結会計期間

第20期

第３四半期

連結会計期間

会計期間
自　平成25年３月１日

至　平成25年５月31日

自　平成26年３月１日

至　平成26年５月31日

１株当たり四半期純利益金額(円） 22.11 20.65

（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．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．当社は、平成25年３月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりま

す。従いまして、第19期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した遡及処理後の１株当たり四半

期（当期）純利益金額を記載しております。

　

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きましては、平成25年９月に中国に上海望趣商貿有限公司を

設立し、新たに連結子会社といたしました。
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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、新たな事業等のリスクの発生、又は、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の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におけるわが国経済は、平成26年４月の消費税率引き上げ前の駆け込み需要と、４

月以降の反動減も業種により濃淡はあったものの想定内の水準に収まり、総じて堅調に推移いたしました。た

だ、雇用情勢の改善を受け、一部業種では人手不足が顕在化しました。国内では2020年の東京オリンピック開催

決定という明るい話題はあったものの、政府の経済対策（所謂アベノミクス）の第３の矢である成長戦略の発表

待ちやＴＰＰ交渉妥結の先送り、海外における旧東欧、中東、アジア等における地政学上のリスクの高まりなど

を受け、先行きの不透明感の払拭には至りませんでした。

このような環境のもと、100円ショップ「ミーツ」「シルク」を展開する当社グループは、実生活雑貨を中心に

お買い得感のある商品群をプライベートブランド「ワッツセレクト」として開発・販売し、店舗におきましては

ローコストでの出退店とローコストでの運営を継続することで、お客様の満足度の向上と店舗収益確保を両立さ

せる努力を続けております。

当社の基幹事業である国内100円ショップ事業におきましては、前連結会計年度に出店時期の遅れによって売上

高が伸び悩んだことを踏まえ、計画を上回る積極的な出店を行いました。当第３四半期連結累計期間における100

円ショップの出店店舗数は、通期計画の100店舗に対して104店舗となっております。一方で、不採算店舗の整理

や母店閉鎖等による退店が46店舗（内FC１店舗）あり、当第３四半期連結会計期間末店舗数は直営が907店舗（59

店舗純増）、FCその他が52店舗（１店舗減）の計959店舗となりました。

その他の業態の当第３四半期連結会計期間末店舗数につきましては、ナチュラル雑貨販売の「ブォーナ・

ビィータ」は10店舗の積極的な出店を行い、27店舗となりました（閉鎖店舗はございませんでした）。生鮮スー

パーとのコラボである「バリュー100」は、店舗数の増減なく１店舗であります。

海外事業につきましては、東南アジアの均一ショップ「こものや」は、タイにおいては４店舗出店して12店舗

となり、11月に初出店したマレーシアでは４月に２号店を出店いたしました。中国 上海での均一ショップ「小物

家園」は、３月にテスト店舗を１店舗閉鎖し、２店舗となりました。加えて、ベトナム、ミャンマー、オースト

ラリア、ニュージーランド等に向けた卸売りを拡大いたしました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は32,705百万円（前年同四半期比5.8%増）、営業利益は1,376

百万円（同19.6%減）、経常利益は1,387百万円（同19.1%減）、四半期純利益は760百万円（同24.3%減）となりま

した。

なお、当社グループの事業は、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、セグメン

トの記載をしておりません。

　

（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。
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（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円以上の価値ある商品を提供し続ける

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

く売る仕組みの構築」のための努力を積み重ね、また経営資源の投資を行ってまいります。

また、販売力・商品調達力の強化を主な目的として、海外事業へ積極的に挑戦してまいります。

上記方針の実現に向けた投資の原資には、ローコスト・オペレーション等により獲得した収益の一部に加え

て、平成25年８月に実施した自己株式の処分及び株式の売出によって調達した資金を充当いたします。これによ

り収益力の強化を早期に実現し、資本効率のさらなる向上を目指してまいります。
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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 36,000,000

計 36,000,000

　

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26年５月31日）

提出日現在発行数（株）

（平成26年７月11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 13,958,800 13,958,800 東京証券取引所市場第一部　 単元株式数 100株

計 13,958,800 13,958,800 － －

　

（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26年３月１日～

平成26年５月31日
－ 13,958,800 － 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。

　

（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26年２月28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26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 410,700 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 13,546,100 135,461 －

単元未満株式 普通株式 2,000 － －

発行済株式総数 　 13,958,800 － －

総株主の議決権 － 135,461 －

（注）「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が94株含まれております。
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②【自己株式等】 平成26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(％)

㈱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　

410,700 － 410,700 2.94

計 － 410,700 － 410,700 2.94

　

　

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26年３月１日から平

成26年５月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年９月１日から平成26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25年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,280,114 6,516,495

受取手形及び売掛金
※ 2,320,628 ※ 2,273,435

商品及び製品 4,961,451 5,256,132

原材料及び貯蔵品 14,514 15,011

繰延税金資産 261,722 318,156

未収消費税等 9,745 10,673

その他 457,977 318,250

貸倒引当金 △24,245 △24,301

流動資産合計 14,281,909 14,683,853

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 879,330 911,996

減価償却累計額及び減損損失累計額 △585,220 △573,775

建物及び構築物（純額） 294,110 338,221

車両運搬具 27,460 10,441

減価償却累計額及び減損損失累計額 △25,144 △8,961

車両運搬具（純額） 2,315 1,480

工具、器具及び備品 2,339,954 2,547,875

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,892,543 △2,010,335

工具、器具及び備品（純額） 447,411 537,540

土地 257,800 257,800

有形固定資産合計 1,001,637 1,135,042

無形固定資産

その他 28,109 53,262

無形固定資産合計 28,109 53,262

投資その他の資産

投資有価証券 216,527 242,824

繰延税金資産 88,224 92,169

差入保証金 2,474,314 2,536,289

その他 114,777 113,530

貸倒引当金 △27,778 △29,651

投資その他の資産合計 2,866,066 2,955,163

固定資産合計 3,895,813 4,143,468

資産合計 18,177,723 18,827,322
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※ 6,578,900 ※ 7,039,593

短期借入金 140,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 957,844 796,106

未払法人税等 285,577 392,676

未払消費税等 61,667 90,952

賞与引当金 140,390 19,909

その他 1,159,302 1,117,678

流動負債合計 9,323,682 9,556,915

固定負債

長期借入金 644,375 525,269

退職給付引当金 127,309 136,827

役員退職慰労引当金 121,492 99,757

資産除去債務 74,762 76,655

その他 190,203 195,144

固定負債合計 1,158,142 1,033,655

負債合計 10,481,825 10,590,570

純資産の部

株主資本

資本金 440,297 440,297

資本剰余金 1,583,816 1,583,816

利益剰余金 5,716,939 6,247,241

自己株式 △84,093 △84,123

株主資本合計 7,656,960 8,187,232

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,515 11,943

為替換算調整勘定 35,421 37,574

その他の包括利益累計額合計 38,937 49,518

純資産合計 7,695,898 8,236,751

負債純資産合計 18,177,723 18,827,322

EDINET提出書類

株式会社ワッツ(E03391)

四半期報告書

 9/15



（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24年９月１日
　至　平成25年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年９月１日
　至　平成26年５月31日)

売上高 30,919,561 32,705,451

売上原価 19,038,023 20,309,402

売上総利益 11,881,538 12,396,048

販売費及び一般管理費 10,169,332 11,019,085

営業利益 1,712,206 1,376,963

営業外収益

受取賃貸料 14,456 18,383

持分法による投資利益 7,241 24,472

貸倒引当金戻入額 763 2,529

その他 11,601 8,972

営業外収益合計 34,062 54,358

営業外費用

支払利息 10,150 5,697

退店違約金 10,746 13,452

賃貸収入原価 7,443 8,150

為替差損 － 11,030

その他 3,016 5,728

営業外費用合計 31,356 44,058

経常利益 1,714,912 1,387,263

特別利益

固定資産売却益 476 1,826

保険解約返戻金 － 7,204

投資有価証券売却益 730 －

受取補償金 23,198 724

特別利益合計 24,404 9,755

特別損失

固定資産除却損 5,901 3,078

減損損失 9,027 12,508

特別損失合計 14,928 15,587

税金等調整前四半期純利益 1,724,388 1,381,431

法人税、住民税及び事業税 799,157 687,862

法人税等調整額 △79,113 △67,048

法人税等合計 720,043 620,813

少数株主損益調整前四半期純利益 1,004,344 760,617

四半期純利益 1,004,344 760,617
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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24年９月１日
　至　平成25年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年９月１日
　至　平成26年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,004,344 760,617

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 8,989 8,428

為替換算調整勘定 51,988 9,192

持分法適用会社に対する持分相当額 － △7,040

その他の包括利益合計 60,977 10,581

四半期包括利益 1,065,321 771,199

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,065,321 771,199
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（連結の範囲の重要な変更）

第１四半期連結会計期間より、上海望趣商貿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。

また、当第３四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であった株式会社シーエムケー・トレーディン

グは、当社を吸収合併存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

　

（四半期連結貸借対照表関係）

※　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しております。な

お、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半

期連結会計期間末日残高に含まれております。

　
前連結会計年度

（平成25年８月31日）

当第３四半期連結会計期間

（平成26年５月31日）

受取手形 10,169千円 1,114千円

支払手形 389,451 327,485

　

（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24年９月１日

至　平成25年５月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　平成25年９月１日

至　平成26年５月31日）

減価償却費 168,710千円 183,161千円

のれんの償却額 8,318 －

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成24年９月１日　至　平成25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24年11月27日

定時株主総会
普通株式 189,780 30 平成24年８月31日 平成24年11月28日 利益剰余金

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成25年９月１日　至　平成26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25年11月26日

定時株主総会
普通株式 230,316 17 平成25年８月31日 平成25年11月27日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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。

　

（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24年９月１日

至　平成25年５月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　平成25年９月１日

至　平成26年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額 79.38円 56.14円

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額（千円） 1,004,344 760,617

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） 1,004,344 760,617

普通株式の期中平均株式数（株） 12,652,006 13,548,002

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当社は、平成25年３月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりま

す。従いまして、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した遡及処理後の１株当

たり四半期純利益金額を記載しております。

　

２【その他】

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社ワッツ(E03391)

四半期報告書

13/15



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26年７月11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 髙　谷　晋　介　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25年９月１日から平成26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26年３月１日から平成26

年５月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年９月１日から平成26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26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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