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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40期

第１四半期累計期間
第41期

第１四半期累計期間
第40期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (千円) 3,262,451 3,117,388 13,035,309

経常利益 (千円) 143,692 119,835 562,532

四半期(当期)純利益 (千円) 112,056 94,643 305,509

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 1,510,530 1,510,530 1,510,530

発行済株式総数 (株) 8,550,400 8,550,400 8,550,400

純資産額 (千円) 4,910,877 5,069,086 5,045,832

総資産額 (千円) 7,749,635 7,891,457 7,937,804

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 13.34 11.27 36.37

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 16.00

自己資本比率 (％) 63.4 64.2 63.6

(注)１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第40期第１四半期累計期間及び第40期については関連会社がないため、また、第41期第１四半期累計期間につい

ては関連会社は存在しますが、損益等から見て重要性が乏しいため、持分法を適用した場合の投資利益は記載し

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。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業

の内容について、重要な変更はありません。　

また、主要な関係会社についても異動はありません。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、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】

　

業態名 契約内容
契約期間
(年)

加盟料
（千円）

加盟保証金
（千円）

マニュアル
保証金
（千円）

ロイヤリティ
パッケー
ジ料
（千円）

契約
件数

　
１．情報、知識、ノウ
ハウの提供

　 　 　 　 　 　 　

酔虎伝

２．店名、商号・商
標・サービス
マーク等の一定
地域における独
占権

７
店舗坪数×
50

店舗坪数
×30

50
売上高の
一定料率

― ２

　 ３．経営指導 　 　 　 　 　 　 　

八剣伝 同上 ５ 1,200 800 50 同上 ― 10

居心伝 同上 ５
店舗坪数
×50

1,000 50 同上 ― ２

串まん

１．情報、知識、ノウ
ハウの提供

２．店名、商号・商
標・サービス
マーク等の一定
地域における独
占権

５ 1,500 600 ― ― 50 １

　

　

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、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況

  当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、緩やかな景気回復の動きが見られたものの、海外経済の

影響や円高、電力供給の制約に対する懸念など、依然として先行き不透明な状況が続きました。

　外食業界におきましては、内食及び中食志向の高まりによる消費者の食事スタイルが大きく変わりつつ

あり、居酒屋部門も市場規模が縮小していく中で、競争はさらに激しさを増しております。

　この様な状況のもと、「全店昨年以上のお客様にお越し頂こう！」に再チャレンジし、従業員の教育・

研修に注力、独自開発した教育研修ツール等を活用し「お客様に伝える力の向上」を図りつつ、現在開催

中の「THE韓流フェア」をはじめ各種フェアを実施して参りました。

　そのような状況下、当第１四半期累計期間の売上高は前年同期比4.4％減の31億17百万円、営業利益は前

年同期比17.8％減の１億12百万円、経常利益は前年同期比16.6％減の１億19百万円、四半期純利益は前年

同期比15.5％減の94百万円となりました。
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(2) 資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期会計期間におきましては、主に売掛金の減少などにより、資産が前事業年度末に比べ、46百

万円減少し、78億91百万円となりました。

　負債は、賞与引当金の取崩や未払金の減少などにより、前事業年度末に比べ、69百万円減少し28億22百万

円となり、純資産は前事業年度末に比べ、23百万円増加し50億69百万円となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な事項はありません。

　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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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 18,400,000

計 18,400,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８月14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 8,550,400 8,550,400
東京証券取引所
大阪証券取引所
各市場第一部

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式で
あり、単元株式数は100株で
あります。

計 8,550,400 8,550,400― ―

　

(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４月１日～
　平成24年６月30日

― 8,550,400 ― 1,510,530 ― 1,619,390

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四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】

① 【発行済株式】

     平成24年６月30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)
(自己保有株式)
普通株式 151,100
 

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 8,391,900 83,919 同上

単元未満株式

　

普通株式
　

7,400
　

― 同上

発行済株式総数 8,550,400― ―

総株主の議決権 ― 83,919 ―

(注) １.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,400株(議決権14個)含まれ

ております。

２．当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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３月31日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

　

② 【自己株式等】

　 平成24年６月30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(％)

(自己保有株式)
マルシェ株式会社

大阪市東成区中本
２丁目13－１

151,100 ― 151,100 1.76

計 ― 151,100 ― 151,100 1.76

　

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】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63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１四半期会計期間(平成24年４月１日から

平成24年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)に係る四

半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

「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）第５条第

２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から

見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程

度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,386,411 2,373,272

売掛金 590,937 528,525

商品及び製品 42,685 35,617

原材料及び貯蔵品 55,801 51,032

その他 336,436 361,134

貸倒引当金 △20 △20

流動資産合計 3,412,252 3,349,562

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,398,461 1,441,065

土地 1,573,048 1,573,048

その他（純額） 108,290 104,056

有形固定資産合計 3,079,800 3,118,169

無形固定資産 83,131 83,370

投資その他の資産

差入保証金 1,173,162 1,163,307

その他 273,382 260,569

貸倒引当金 △83,925 △83,523

投資その他の資産合計 1,362,620 1,340,354

固定資産合計 4,525,551 4,541,894

資産合計 7,937,804 7,891,457

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,085,763 1,084,663

賞与引当金 102,000 51,000

株主優待引当金 － 44,181

その他 820,109 754,326

流動負債合計 2,007,872 1,934,171

固定負債

資産除去債務 215,118 212,530

その他 668,980 675,668

固定負債合計 884,099 888,199

負債合計 2,891,972 2,822,370
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,510,530 1,510,530

資本剰余金 1,619,390 1,619,390

利益剰余金 2,044,300 2,071,749

自己株式 △155,165 △155,165

株主資本合計 5,019,054 5,046,504

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 26,778 22,582

評価・換算差額等合計 26,778 22,582

純資産合計 5,045,832 5,069,086

負債純資産合計 7,937,804 7,891,457
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(2)【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

売上高 3,262,451 3,117,388

売上原価 1,321,025 1,251,983

売上総利益 1,941,426 1,865,404

販売費及び一般管理費 1,804,865 1,753,115

営業利益 136,560 112,288

営業外収益

受取利息 381 358

受取配当金 263 263

受取家賃 2,954 3,269

違約金収入 1,937 700

その他 3,584 4,167

営業外収益合計 9,122 8,758

営業外費用

支払利息 1,478 －

支払手数料 365 363

その他 146 848

営業外費用合計 1,990 1,212

経常利益 143,692 119,835

特別利益

固定資産売却益 1,935 3,451

特別利益合計 1,935 3,451

特別損失

固定資産除却損 2,437 16,142

固定資産売却損 13,001 －

賃貸借契約解約損 4,730 571

減損損失 1,612 928

特別損失合計 21,781 17,642

税引前四半期純利益 123,846 105,644

法人税等 11,789 11,000

四半期純利益 112,056 94,643

EDINET提出書類

マルシェ株式会社(E03278)

四半期報告書

10/15



【会計方針の変更等】

　 当第１四半期累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につ

いては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　この変更による影響額は軽微であります。

　

【追加情報】
　 当第１四半期累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

（株主優待引当金）

株主優待費は、従来、優待券利用時に費用処理をしておりましたが、利用実績率を正確に把握する体制が整い、引

当額を合理的に見積ることが可能となったため、当第１四半期会計期間末より、翌四半期会計期間以降に発生する

と見込まれる株主優待費の額を株主優待引当金として計上することといたしました。この結果、従来の方法によっ

た場合と比較して営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益がそれぞれ44,181千円減少しております。

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

前事業年度(平成24年３月31日)

                                              　　　　　　　　　　　 　        （単位：千円)

被保証者 保証金額 被保証債務の内容

フランチャイズ契約者（２名） 3,091 リース契約

フランチャイズ契約者（１社、19名）

139,708 銀行借入金
フランチャイズ契約及び店舗運営管理
委託契約者（１社）

計（２社、21名） 142,799 ―

　 (注)　上記以外に加盟店の不動産賃貸借契約について１件の債務保証を行っております。　

　

当第１四半期会計期間(平成24年６月30日)

                                              　　　　　　　　　　　 　        （単位：千円)

被保証者 保証金額 被保証債務の内容

フランチャイズ契約者（２名） 2,430 リース契約

フランチャイズ契約者（１社、19名）

130,349 銀行借入金
フランチャイズ契約及び店舗運営管理
委託契約者（１社）

計（２社、21名） 132,780 ―

　 (注)　上記以外に加盟店の不動産賃貸借契約について１件の債務保証を行っております。　

　

　

(四半期損益計算書関係)

　該当事項はありません。
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期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１四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
　至  平成24年６月30日)

減価償却費 80,246千円 46,088千円

のれんの償却額 315 315

　

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．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６月19日
定時株主総会

普通株式 100,794 12平成23年３月31日 平成23年６月20日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第１四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

１．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６月17日
定時株主総会

普通株式 67,193 ８ 平成24年３月31日 平成24年６月18日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

当社が有している関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社である

ため、記載を省略しております。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

  前第１四半期累計期間(自  平成 23年４月１日  至  平成23年６月30日)

　　当社は、飲食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

  当第１四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

　　当社は、飲食事業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は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
　至  平成24年６月30日)

　１株当たり四半期純利益金額 13円34銭 11円27銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(千円) 112,056 94,643

    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) 112,056 94,643

    普通株式の期中平均株式数(株) 8,399,579 8,399,239

　 (注) 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。

　

(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８月13日

マルシェ株式会社

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士   　西　野　　裕　久       印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士     桂  木    　　茂       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」に掲げられているマル
シェ株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第41期事業年度の第１四半期会計期間(平成

24年４月１日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日
まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損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財務諸表の作成基準に準拠して四半
期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
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財務諸表の作成基準に準拠して、マルシェ株式会社の平成24年６月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第１四半期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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