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1.  平成21年8月期第3四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年8月期第3四半期 24,707 ― 869 ― 852 ― 520 ―

20年8月期第3四半期 24,916 41.7 857 28.9 809 24.4 365 24.9

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年8月期第3四半期 16,806.54 16,725.29
20年8月期第3四半期 10,176.59 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年8月期第3四半期 12,699 3,196 25.1 102,993.12
20年8月期 11,243 2,735 24.3 88,255.62

（参考） 自己資本   21年8月期第3四半期  3,192百万円 20年8月期  2,735百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年8月期 ― ― ― 2,000.00 2,000.00
21年8月期 ― ― ―

21年8月期 
（予想）

2,000.00 2,000.00

3.  平成21年8月期の連結業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 33,500 1.1 1,150 10.2 1,050 6.4 580 40.8 18,711.49
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

（注）平成20年9月1日付にて、当社（合併存続会社）は、連結子会社でありました株式会社関東ワッツ・株式会社中部ワッツ・株式会社関西ワッツ・株
式会社中四国ワッツ・株式会社九州ワッツ・株式会社オースリー（合併消滅会社）を吸収合併しております。第2四半期連結会計期間より、Thai Watts 
Co., Ltd.を設立したため、連結範囲に含めております。当第3四半期連結会計期間より、株式会社ワッツ企画を設立したため、連結範囲に含めており
ます。この結果、当第3四半期連結会計期間末の連結子会社は、株式会社ワッツオースリー販売、株式会社シーエムケー・トレーディング、Thai Watts 
Co., Ltd.、株式会社ワッツ企画の4社となりました。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１.上記の業績予想につきましては、平成20年10月20日に公表いたしました内容から変更しております。詳細は、平成21年４月７日付「平成21年8月期 第2 
四半期累計期間及び通期の連結・個別業績予想の修正並びに個別業績の特別利益の発生に関するお知らせ」をご参照ください。 
２.本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につい
て、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
３.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基 
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 2社 （社名
Thai Watts Co.,Ltd. 株式会社ワッツ
企画

） 除外 6社 （社名

株式会社関東ワッツ・株式会社中部
ワッツ・株式会社関西ワッツ・株式会
社中四国ワッツ・株式会社九州ワッ
ツ・株式会社オースリー

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第3四半期 34,897株 20年8月期  36,733株

② 期末自己株式数 21年8月期第3四半期  3,900株 20年8月期  5,736株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第3四半期 30,997株 20年8月期第3四半期 35,959株
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 当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、期間初めに米国発の経済恐慌に飲み込まれた後、期間末には世界的

に景気の底が見えたとの見方が広がる一方で、所得環境の厳しさは続くとの見通しから今後の回復ペースは弱いも

のにならざるをえないとの見方が一般的です。そのような景気認識の下、小売業界は低価格路線の追求が主流とな

り、消費者の倹約志向に応えるべく、熾烈な価格競争が展開されています。 

 このような状況下、当社は基本方針でありますローコスト・オペレーションの改善と徹底を追求した店舗運営を

継続しています。前連結会計期間に発生しました新型発注機導入に係る店舗運営への支障は、当第３四半期連結会

計期末までに解消され、既存店の多くで売上高が順調に増加しています。 

 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、直営店舗が72店舗、FC店舗他が７店舗、閉

鎖店舗数は直営店舗が34店舗、FC店舗他が20店舗で、当第３四半期連結会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781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247億７百万円（前年同期比0.8%減）、営業利益は８億69百

万円（同1.4％増）、経常利益は８億52百万円（同5.4%増）、四半期純利益は５億20百万円（同42.4%増）となりま

した。 

  なお、前年同期の数値は参考として記載しております。 

  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、126億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ、14億55百万

円の増加となりました。その内訳は、資産の部では流動資産は90億20百万円（前連結会計年度末比16億18百万円

増）、固定資産は36億78百万円（同１億62百万円減）であります。負債の部では、流動負債は76億３百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ８億41百万円の増加となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が８億35百

万円増加したことによるものであります。固定負債は18億98百万円（同１億52百万円増）であります。純資産の部

の合計は、31億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ、４億61百万円の増加となりました。その主な要因は、

利益剰余金が３億21百万円増加したことによるものであります。 

 なお、自己資本比率は25.1％となり、前連結会計年度末に比べ0.8％の増加となりました。１株当たり純資産

は、102,993円12銭であります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、営業活動による

キャッシュ・フローの増加、投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少のため、前連結会計年度末に

比べ、10億15百万円増加し、25億36百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果生じた資金は、12億80百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益による８

億17百万円、仕入債務の増加（当第３四半期連結会計期間末が休日のため支払が翌四半期連結会計期間へ繰り

越したことによる増加）による８億27百万円の収入があった一方で、たな卸資産の増加による３億４百万円、

法人税等の支払による４億40百万円の支出があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、１億83百万円となりました。これは主に、敷金及び保証金の差入れによる

１億66百万円と有形固定資産の取得による97百万円の支出があった一方で、敷金及び保証金の回収により84百

万円の収入があったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、83百万円となりました。これは長期借入による収入13億円があった一方

で、長期借入金の返済・社債の償還による８億51百万円、短期借入金の減少による４億70百万円の支出があっ

たことによるものです。 

  

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 平成21年４月７日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

 第１四半期連結会計期間より、当社は、連結子会社でありました㈱関東ワッツ・㈱中部ワッツ・㈱関西ワッ 

ツ・㈱中四国ワッツ・㈱九州ワッツ及び㈱オースリーを平成20年９月１日付にて吸収合併したため、連結の範囲

から除外しております。第２四半期連結会計期間より、Thai Watts Co., Ltd.を設立したため、連結範囲に含め

ております。当第３四半期連結会計期間より、㈱ワッツ企画を設立したため、連結範囲に含めております。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間末の連結子会社は、㈱ワッツオースリー販売、㈱シーエムケー・トレー

ディング、Thai Watts Co., Ltd.、㈱ワッツ企画の４社となりました。 

  

   

  該当事項はありません。 

  

  

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に 

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財 

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として売価還元法による原価法によっておりま 

したが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、主として売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取

引に係る会計処理によっております。これによる損益に与える影響はありません。なお、リース取引開始日が

適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理を採用しております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,536,548 1,521,426

受取手形及び売掛金 2,085,590 2,065,845

商品 3,475,101 3,163,539

貯蔵品 10,822 17,796

繰延税金資産 265,170 174,434

その他 703,791 521,180

貸倒引当金 △56,247 △61,494

流動資産合計 9,020,777 7,402,728

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 731,162 720,165

減価償却累計額及び減損損失累計額 △458,166 △402,765

建物及び構築物（純額） 272,995 317,400

車両運搬具 7,079 7,079

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,332 △4,783

車両運搬具（純額） 1,746 2,295

工具、器具及び備品 1,643,207 1,573,662

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,214,279 △1,116,873

工具、器具及び備品（純額） 428,928 456,788

土地 136,845 136,845

有形固定資産合計 840,516 913,330

無形固定資産   

のれん 429,288 546,367

その他 33,116 31,517

無形固定資産合計 462,405 577,885

投資その他の資産   

投資有価証券 83,197 92,183

繰延税金資産 81,679 101,354

差入保証金 2,185,317 2,133,016

その他 106,775 114,541

貸倒引当金 △81,132 △91,312

投資その他の資産合計 2,375,837 2,349,782

固定資産合計 3,678,759 3,840,998

資産合計 12,699,536 11,243,726
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,984,386 4,148,852

短期借入金 140,000 610,000

1年内償還予定の社債 80,000 180,000

1年内返済予定の長期借入金 1,038,671 686,356

未払法人税等 319,895 217,318

未払消費税等 165,905 272,212

賞与引当金 15,172 74,984

その他 859,692 572,233

流動負債合計 7,603,723 6,761,958

固定負債   

社債 180,000 260,000

長期借入金 1,374,583 1,098,573

退職給付引当金 48,806 41,288

役員退職慰労引当金 56,922 53,281

負ののれん 7,554 12,086

その他 231,098 280,879

固定負債合計 1,898,965 1,746,108

負債合計 9,502,688 8,508,067

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 2,171,198 1,849,384

自己株式 △291,319 △428,464

株主資本合計 3,196,243 2,737,284

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,048 △1,625

為替換算調整勘定 1,282 －

評価・換算差額等合計 △3,765 △1,625

新株予約権 4,370 －

純資産合計 3,196,848 2,735,659

負債純資産合計 12,699,536 11,243,726
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（２）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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 24,707,554

売上原価 15,652,602

売上総利益 9,054,952

販売費及び一般管理費 8,185,940

営業利益 869,011

営業外収益  

受取賃貸料 20,391

その他 17,812

営業外収益合計 38,203

営業外費用  

支払利息 31,983

その他 22,261

営業外費用合計 54,244

経常利益 852,970

特別利益  

固定資産売却益 510

貸倒引当金戻入額 15,426

保険解約返戻金 1,119

特別利益合計 17,056

特別損失  

固定資産除却損 1,051

固定資産売却損 68

投資有価証券評価損 3,910

保険解約損 587

減損損失 46,750

特別損失合計 52,367

税金等調整前四半期純利益 817,659

法人税、住民税及び事業税 355,616

法人税等調整額 △58,909

法人税等合計 296,707

四半期純利益 520,952
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 817,659

減価償却費 152,244

減損損失 46,750

負ののれん償却額 △4,532

のれん償却額 117,078

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,426

賞与引当金の増減額（△は減少） △59,812

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,518

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,641

受取利息及び受取配当金 △5,375

支払利息 31,983

投資有価証券評価損益（△は益） 3,910

固定資産除却損 1,051

売上債権の増減額（△は増加） △19,745

たな卸資産の増減額（△は増加） △304,587

仕入債務の増減額（△は減少） 827,877

未払消費税等の増減額（△は減少） △143,766

その他 293,132

小計 1,749,599

利息及び配当金の受取額 5,428

利息の支払額 △33,334

法人税等の支払額 △440,721

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,280,972

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △97,159

有形固定資産の売却による収入 2,120

敷金及び保証金の差入による支出 △166,939

敷金及び保証金の回収による収入 84,320

その他 △5,778

投資活動によるキャッシュ・フロー △183,436

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △470,000

長期借入れによる収入 1,300,000

長期借入金の返済による支出 △671,675

社債の償還による支出 △180,000

配当金の支払額 △61,994

財務活動によるキャッシュ・フロー △83,669

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,015,121

現金及び現金同等物の期首残高 1,521,426

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,536,548
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  当社は、平成20年11月4日付で、会社法第178条の規定に基づき1,836株の自己株式の消却を行い、第1四半期

連結会計期間において自己株式が137,144千円、利益剰余金が137,144千円減少いたしました。また、平成20年11

月27日開催の定時株主総会の決議に基づき、普通株式に係る配当を行い、利益剰余金が61,994千円減少いたしま

した。この結果、当第３四半期連結会計期間末において自己株式が291,319千円、利益剰余金が2,171,198千円と

なっております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

科目 

前年同四半期 

（平成20年８月期第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 24,916,885

Ⅱ 売上原価 15,849,560

売上総利益 9,067,324

Ⅲ 販売費及び一般管理費 8,210,262

営業利益 857,062

Ⅳ 営業外収益 35,121

Ⅴ 営業外費用 82,544

経常利益 809,639

Ⅵ 特別利益 22,960

Ⅶ 特別損失 36,558

税金等調整前四半期純利益 796,042

法人税、住民税及び事業税 437,477

法人税等調整額 △7,375

四半期純利益 365,940
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