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決算ハイライト（連結）

ワッツ　IR
更に詳しい財務情報は
当社IRサイトでご覧いただけます。

売上高は51,399百万円となりました。
人件費、家賃を中心とした販売費及び一般管理費の増加に伴い、営業利益は716百万円、経常利益は656百万円
となりました。ソストレーネ・グレーネの店舗設備等で減損損失を計上したことに加え、あまのの事業撤退に
係る特別損失を計上したことで、親会社株主に帰属する当期純利益は70百万円となりました。

51,399百万円 716百万円 656百万円 70百万円

売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する
当期純利益

前期比 3.9%増 前期比 28.4%減 前期比 36.8%減 前期比 88.9%減
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第26期（計画）

株主の皆様へ

100円ショップ事業の状況 ～出退店計画と実績～

第25期
（19/8）

出店計画
115店

111店出店
計画比 96.5％

第25期
（19/8）

退店計画
84店

80店退店
計画比 95.2％



自立型水切り
ゴミ袋S 25枚入

キズテープ  防水タイプ 40枚入

アルカリ乾電池 
単4形 5本セット

アルカリ乾電池 
単3形 5本セット

紙軸綿棒 200本入

極厚除菌アルコールウェット ミニ 
20枚入×2P

フローリング用
水拭き雑巾がけシート
30枚入

ツインピンチ 
Wバネ 6個入

泡立ちネット
スポンジ 6個入

こども手・口ふきウェット
ティッシュ 30枚入×2P

株主優待に関する
お問い合わせ

トップインタビュー

第25期は当社の強みである小型店舗のレベル

向上に取り組み、多くの店舗の出店を実現する

ことが出来ました。今後もこの分野における優位性を維

持するために、小型店舗フォーマットの更なる進化を

図って参ります。更に、POSデータのより一層の有効活

用を進めて参ります。また、前年に統合した「リアル（ディ

スカウントショップ）」の取扱い商品を取り入れた新しい

タイプの店舗モデルの開発にも取り組み、出店可能な

ロケーションを広げ、これからも国内の100円ショップ事

業での成長性を実現させて参ります。

第25期は「あまの（輸入雑貨卸事業）」の撤退と

「ソストレーネ・グレーネ（デンマーク雑貨販

売）」の大型店舗閉鎖、海外事業での整理を進めたこと

により、多くの減損損失が発生することになりました。そ

のような中で100円ショップ事業においても他社との競

争が激しくなっており、新規出店の際の条件が厳しく

なってきております。更に最低賃金引き上げと有給休暇

取得の義務化に伴う人件費の上昇及び家賃・物流費等

の値上げもあり、粗利率の改善に努めたものの、店舗損

益の悪化・不採算店舗の閉鎖があり、減益という事態と

なってしまいました。株主の皆様には減配ということに

なり、誠に申し訳ございませんでした。しかしながら、前

年に統合した「リアル（ディスカウントショップ）」の効果

及び100円ショップ事業において小型店舗の出店が好

調に推移したことにより、増収を維持することが出来ま

した。今後の店舗運営の効率化を目指して、POSレジの

導入・キャッシュレス化の推進とともに、「発注支援シス

テム」・「自動釣銭機」の研究も進めております。

販売費及び一般管理費の中で、特に影響が大

きいものは人件費であり、中でも店舗のパー

ト・アルバイトの給与と有給休暇消化関連費用の上昇

は店舗運営費用の大きな部分を占める重要な費目で

す。費用の上昇に対しては「発注支援システム」・「自動

釣銭機」の導入等によって作業の効率化に取り組んで

おりますが、まだ十分な成果を上げるところまでは

至っておりません。第26期はこれらを更に有効に活用

することにより人件費の圧縮を実現させるとともに、

粗利率の改善にも引き続き取り組み、店舗における収

益の改善を実現して参ります。

第26期は“絶対に計画を上回る”ということを

実現しなければならない大切な期であると認

識しております。幸いなことに9月は“消費税率引き上

げ前の駆け込み需要”の影響もあって順調なスタート

を切ることが出来ました。しかしながら、10月以降は“駆

け込み需要の反動減”が見込まれます。これをお客様に

とってより魅力のある商品の提供等でカバーしていけ

るよう、しっかりと取り組んで参ります。当社の基本戦略

である「国内100円ショップ事業・海外事業・国内ファッ

ション雑貨事業」の3本の柱で“成長性と収益性を実現

する”ための基盤を固めて参ります。

キャッシュレス決済へのニーズは、100円ショッ

プ事業でもどんどん高まってきております。そ

のために当社がレジを管理する店舗（約半数の店舗はレ

ジが母店管理となっておりますので、母店の対応に従っ

ております）では基本的には何らかのキャッシュレス決

済への対応を進めております。またそれらの店舗では

「キャッシュレスポイント還元」も実施しております

（FC店舗を除く）。今後キャッシュレス化のより一層の

普及が予想される中、積極的にキャッシュレス化への

対応を進めて参ります。

■ ご優待の対象となる株主様

 2019年8月31日付の当社株主名簿に
 記載された、1単元（100株）以上
 保有いただいている全ての株主様

■ ご優待の実施期間

 2019年11月下旬から順次発送予定

※  3年以上継続保有の株主様とは、2月末日及び8月末日時点の株主名簿に、同一株主番号で、
7回以上連続で記載された株主様とします。

■ ご優待の内容

株主優待のお知らせ

保有株式数または保有期間

100株以上
1,000株未満

1,000株以上
または

3年以上継続保有

内容

当社オリジナル商品
詰め合わせ10点

当社オリジナル商品
詰め合わせ10点

及びギフトカード1,000円分

中核事業である100円ショップ事業での
取り組みについてお聞かせください。

第25期の事業の概要について
お聞かせください。

当社のキャッシュレス決済対応に
ついてお聞かせください。

販売費及び一般管理費増加への
対応についてお聞かせください。

第26期の見通しと今後の目標に
ついてお聞かせください。

ワッツ株主優待事務局　0120-659-736
受付時間 10:00～17:00（土日祝日、年末年始を除く）
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※商品は予告なく変更になる可能性があります。



EVAサンダル　300円（税別）

キャッシュレス対応店舗、増加中

様々な価格の商品の取扱いを始めました

ワッツスタンプカードの
ご紹介

100円ショップでは、より便利にお買い物を楽しんでいただくため
に、キャッシュレス決済の導入を進めています。
下記のワッツホームページの店舗検索からクレジットカード、電子マ
ネー対応可能店舗をご確認いただけます。「キャッシュレス」、「クレ
ジットカード」、「電子マネー」等で検索してみて
ください。キャッシュレス・消費者還元制度につ
いても一部店舗が参加しています。

200円～1,000円の100円以外の商品の取扱いを始めました。これまで以上におしゃ
れで、便利なアイテムを厳選し、手に取りやすい価格で提供しています。これらの商品
にもワッツマークが目印のPB商品が誕生し
ました。PB商品では、EVAサンダルや折り
たたみ収納ボックスなどが人気です。なお、
100円以外の商品ひとつひとつに値札シー
ルを貼ることで、価格の混同を避けるため
の工夫をしています。

100円ショップ「ワッツ」でお買い物をすると、1日1回スタンプが貯まるという
サービスを導入しております。
スタンプを10個集めていただくと、100円商品の中からお好きなものをひとつ
プレゼントさせていただきます。期間限定でスタンプが5倍貯まるキャンペーン
も開催しています。スマホで使うスタンプカードなので、ポイントカード忘れや
紛失の心配はありません。アプリ内でご利用可能な店舗を検索することができ
ます。お得なスタンプカードを是非ご利用ください。

https://www.watts-jp.com/shop/

iPhone、Android 共通のQRコードはこちら

 ※  Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPadは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。App Storeは、
Apple Inc.のサービスマークです。

※ Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

折りたたみ収納ボックス　300円（税別）
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発行可能株式総数 36,000,000株
発行済株式の総数 13,958,800株
株主数 17,590名

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

有限会社トリオ 1,255,600 9.33

GOLDMAN,
SACHS&CO.REG 829,386 6.16

株式会社カシオペア 773,600 5.75

大阪中小企業投資育成株式会社 648,000 4.82

平岡滿子 600,750 4.46

有限会社アカリ 562,000 4.18

平岡史生 418,240 3.11

三井住友信託銀行株式会社 370,400 2.75

平岡紀子 367,850 2.73

衣笠敦夫 365,600 2.72

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5F

証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及び
ご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座
を開設されていない株主様は、下記の電話照会先にご連絡ください。

【 株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について 】

株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されて
いなかった株主様には、株主名簿管理人である左記の三井住友信託銀
行株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設いたしております。
特別口座についてのご照会及び住所変更等のお届出は、左記の電話
照会先にお願いいたします。

【 特別口座について 】

商 号：株式会社ワッツ
設 立 日：1995年2月22日
上 場 日：2002年5月24日
資 本 金：4億4,029万円
グループ従業員数：3,311名

（パート・アルバイト（8時間換算人数）を含む）
本 社：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5F
問い合わせ先：06（4792）3280（代表）
グループ会社：株式会社ワッツ東日本販売（東京都北区）

株式会社ワッツ西日本販売（大阪市中央区）
有限会社リアル（大阪府大東市）
株式会社ワッツ・コネクション（大阪市中央区）
株式会社ヒルマー・ジャパン（東京都渋谷区）
株式会社あまの（大阪市中央区）
株式会社バリュー100（岡山県倉敷市）
上海望趣商貿有限公司（中国 上海）
Watts Peru S.A.C.（ペルー リマ）
Thai Watts Co., Ltd.（タイ バンコク）

事 業 年 度 毎年9月1日から翌年8月31日まで
定時株主総会 毎年11月
基 準 日 定時株主総会・期末配当：毎年8月31日

なお、中間配当を実施するときの基準日は2月末日です。

ホームページ
https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

公 告 の 方 法 電子公告
（電子公告掲載URL）
https://www.watts-jp.com/
但し、電子公告を行うことができない事故その他の
やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に
掲載して公告する。

株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人
事務取扱場所

大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社  証券代行部

（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）  0120-782-031

代 表 取 締 役 社 長 平　岡  　  史　生
取 締 役 副 社 長 衣　笠  　  敦　夫
常 務 取 締 役 福　光  　  　宏　
常 務 取 締 役 　森　  　  秀　人
取 締 役 山　野  　  博　幸
取 締 役 平　田  　  正　浩
取 締 役 ⻆　本  　  昌　也
取 締 役（常勤監査等委員） 西　岡  　  　亨　
取 締 役（ 監 査 等 委 員 ） 酒　谷  　  佳　弘
取 締 役（ 監 査 等 委 員 ） 林　堂  　  佳　子

役 員 （2019年11月26日現在）

株式の状況 （2019年8月31日現在）

株主メモ

大株主（上位10名）　（2019年8月31日現在）

（2019年8月31日現在）

個人その他

48.22%
6,731,220株

その他法人等

24.58%
3,431,019株

証券会社

0.89%
123,716株

自己株式

3.59%
500,874株

外国法人等

10.85%
1,514,571株

金融機関

11.87%
1,657,400株

株
13,958,800

（注）取締役 西岡亨氏、酒谷佳弘氏、林堂佳子氏は社外取締役であります。

（注） 持株比率は自己株式500,874株を控除して計算しております。

会社の概況 （2019年8月31日現在）

三井住友信託銀行　株式

株式分布状況（所有者別）


