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平成 19 年２月期  中間決算短信（非連結）        平成 18 年 10 月 16 日 

上 場 会 社 名        株式会社どん                上場取引所     大阪証券取引所（市場第２部） 
コ ー ド 番 号         8216                            本社所在都道府県  埼玉県 

（ＵＲＬ http://www.steak-don.co.jp） 

代  表  者 役職名 代表取締役会長兼社長 氏名 籾山 昌也  

問合せ先責任者 役職名 専務取締役(管理統括) 氏名 南 慎一郎  ＴＥＬ (03)5379－0457 

決算取締役会開催日 平成 18 年 10 月 16 日       配当支払開始日 平成 －年 －月 －日  

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000 株） 
 
１．18 年８月中間期の業績（平成 18 年３月１日～平成 18 年８月 31 日） 

※平成 18 年８月中間期の各数値には、株式会社どんとの合併により同社から平成 18 年３月１日をもって継承した事業の成績等が

含まれております。 

(1)経営成績                                       （百万円未満切捨） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年８月中間期 15,395 （ 85.5） △403 （ － ） △519 （ － ）

17 年８月中間期 8,299 （△1.3） 80 （△76.4） 73 （△77.3）

18 年２月期 15,197 △424 △431 
 
 

中間（当期）純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 
中間（当期）純利益 

 百万円   ％  円   銭       円    銭

18 年８月中間期 △676 （ － ） △25 16 － 

17 年８月中間期 14 （△98.8） 0 69 － 

18 年２月期 △1,046 △49 16 － 
 (注)①持分法投資損益 18年８月中間期  － 百万円 17年８月中間期   － 百万円  18年２月期 － 百万円 

     ②期中平均株式数 18年８月中間期 26,866,366株  17年８月中間期  20,990,968株  18年２月期 21,280,627株 

     ③会計処理の方法の変更   有  

     ④売上高，営業利益，経常利益，中間（当期）純利益におけるパーセント表示は，対前年中間期増減率 
 
 (2)財政状態 

 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

18 年８月中間期 16,168 313 1.9 11   23 

17 年８月中間期 6,266 4,122 65.8 191   05 

18 年２月期 5,266 3,058 58.1 141   09 
(注)①期末発行済株式数  18 年８月中間期 28,047,303 株   17 年８月中間期 21,577,175 株  18 年２月期 21,650,703 株 

     ②期末自己株式数    18 年８月中間期   87,721 株   17 年８月中間期   73,528 株  18 年２月期   78,300 株 
 
(3)キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る 
キャッシュ･フロー 

投 資 活 動 に よ る 
キャッシュ･フロー 

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ･フロー 

現 金 及 び 現 金 
同 等 物 期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年８月中間期 △522 △1,260 1,532 1,593 

17 年８月中間期 182 △247 199 960 

18 年２月期 △527 △129 108 277 
 
２．19 年２月期の業績予想（平成 18 年３月１日～平成 19 年２月 28 日） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 
 百万円 百万円 百万円

通 期 31,700 300 100 

 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) ３円 58 銭 

※上記で記述されている予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき、当社が判断し作成したものであります。 

 そのため実際の業績は、今後の様々な要因により、予想数値と異なる可能性があることをご承知おき下さい。 

 
３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18 年２月期 － － －

19 年２月期（実績） － －

19 年２月期（予想） － －
－
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１．企業集団の状況 
(1) 事業の内容 

 当社は、「ステーキのどん」「フォルクス」「しゃぶしゃぶどん亭」「ドン・イタリアーノ」の４業態を展開する

専門レストランチェーンであります。なお、当社は平成18年３月１日に株式会社どんと合併し、商号を「株式会

社どん」に変更いたしました。 

 

ステーキのどん 

 「専門店として、圧倒的な品質とバリューを持った商品を、お値ごろ価格とフレンドリーなサービスで提供

する。」をコンセプトに、ステーキとハンバーグを中心メニューとする業態です。20代から50代のファミリー

をターゲットとしております。 

フォルクス 

 「落ち着いた雰囲気とサービスで、圧倒的な品質とバリューを持った商品を提供し、心に残るプライムタイ

ムを過ごして頂く。」をコンセプトに、サラダバー・ブレッドバーのあるステーキとハンバーグを中心メニュ

ーとする業態です。20代から50代のファミリー及びビジネスマンをターゲットとしております。 

しゃぶしゃぶどん亭 

 「和風の落ち着いた空間で、高級感のあるしゃぶしゃぶを、お値ごろ価格で気楽に楽しんで頂く。」をコン

セプトに、しゃぶしゃぶとすき焼きを中心メニューとする業態です。20代から60代のお客様をターゲットとし

ております。 

don・italiano 

「おいしく楽しいカジュアルイタリアン」をコンセプトに、パスタ、ピッツア、ハンドメイドケーキを中心

メニューとするイタリアンレストラン業態です。20代から50代のお客様をターゲットとしております。 

 

(2) 事業の系統図 

 以上述べた事項を事業の系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 関係会社の状況 

該当事項はありません。 
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２．経営方針 

(1) 経営の基本方針 

 当社は、「お客様が、光り輝くお店の中で、おいしい料理でおなかを満たし、心ふれあうサービスで心も満たし、

『楽しかった、又くるよ！』とお帰りになることが、私達の幸せ、そして社会へのお役立ちです」の経営理念のも

と、ステーキハウスを中心とした専門レストランチェーンを展開し、地域のお客様にとってただひとつの存在＝オ

ンリーワンになることを目指していきたいと考えております。 

 安全でおいしくボリューム感のある料理をお値ごろ価格と心地よいサービスでお客様にご提供するためにも、次

の４つの経営方針を実践してまいる所存です。 

①品質主義 

 お客様に喜ばれる“おいしさ”“バリュー”の実現を最優先とする。そのために素材を吟味し、その持ち味を

最大限に引き出すための、仕入れから流通、保管、加工、調理、盛り付けにいたる一連の最良な仕組みを創り

上げる。そして常に、他の追随をゆるさないお値打ち商品を提供していく。 

②値下げ主義 

 誰もが気軽に食べられるおいしい料理を通して社会に役立って行く。そのためには、求められる品質を向上

させながら、原料の生産、加工、流通、調理、提供方法までの各段階を合理化、効率化し経営努力で得た利益

をお客様に還元して行く。 

③人中心主義 

 個人の持つビジョンを大切にすると共に、仕事を通してその能力を引き出し、社員の人間性を高める。 

④一番調和主義 

 成立ちの基本である「料理品質ダントツ一番！」を磨き上げることにより、お客様に最も喜ばれる、どの店

よりも支持される地域一番のレストランを実現する。さらに、お店を取り巻く様々な人々や環境に配慮しお役

立ちを図り、社会性のある行動を通じて地域に調和していく。 

 

(2) 利益配分に関する基本方針 

 当社では、株主様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと考え、業績に応じて安定的な利益還元を行う事

を基本方針としておりますが、現状は安定した収益回復に至っておらず、誠に遺憾ではございますが、無配とさせ

ていただきます。 

復配を目指し収益力の向上、財務体質の強化に全社をあげて一層の努力をいたす所存であります。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、投資単位の引下げが株式市場に個人投資家の参加を促進し、株式市場の活性化に有用な施策のひとつで

あると認識しております。今後、市場の動向、当社の業績及び株価の推移等を勘案して適切に検討していきたいと

考えております。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社では平成 18 年３月から平成 21 年２月までの３年間を対象とする中期経営計画を策定し、その最終年度にお

いて、売上高 345 億、経常利益率 5.2％、株主資本比率 16.0％の達成を具体的な数値目標としております。 
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(5) 中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、親会社である株式会社どんとの合併を機に、経営ビジョン「『Happy Dining Restaurant Chain』～ファ

インな料理を居心地の良いお店で食べていただくスペシャリティ・レストランチェーン」の実現のため、売上高

1,000 億円を達成し、日本国内の外食事業で独自のポジションを確立することを目指す、中期３ヵ年計画を新たに

策定し、以下の５点を重点施策に掲げております。 

①合併の相乗効果発揮 

②お客様への“どん”ブランドの浸透と定着 

③ステークホルダーと良質な関係を構築できる経営体制の確立 

④財務体質の健全化 

⑤将来の飛躍に向けた新事業・新業態開発の構築 

 

(6) 対処すべき課題 

 当社では、全店舗の約半数を占めたフォルクス業態の競争力回復、収益性の向上が経営課題であると認識してお

ります。特に昨年 11 月に受けた不当景品類及び不当表示防止法に基づく公正取引委員会の排除命令以降の客足の

落ち込みが大きく、郊外店を中心に売上の低迷が続いておりました。こうした状況を打破すべく客観的かつ迅速に

対策を検討した結果、昨年 12 月にフォルクス業態の再生プランを策定し、翌１月から実行に移してまいりました。 

具体的には、店舗毎の立地条件や売上の推移を分析した上で、郊外立地に強い「ステーキのどん」又は「しゃぶ

しゃぶどん亭」に転換した方が売上、利益とも大幅な改善が見込めると判断した 54 店舗（既オープン店舗含む）

について、上期に全社集中対応にて業態転換を進めました。また、フォルクス業態として引き続き営業する店舗に

つきましては、お客様にご好評いただいておりますブレッドバーの増設も上期に進め、業態転換店舗も含め競争力

の回復、黒字体質への転換を図ってまいる所存です。 

下期からは「ステーキのどん」との食材・資材の一部共通化と自社加工工場の利用を開始することで品質の向上

とコスト削減を進め、サラダバー、ブレッドバーを特徴としたステーキハウスとして、業態の再生を図ってまいる

考えです。 

 

 

(7) 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

 当上半期のわが国経済は、企業業績の回復やそれに伴う設備投資の増加、雇用情勢の改善、さらに個人消費の回

復により景気は堅調に推移いたしました。 

外食業界は、原油価格の高騰による諸原材料の上昇、同業他社との競争の激化などにより、既存店売上高は伸び

悩み、厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況下のなかで、当社は、平成18年３月１日に株式会社どんと合併し、新生「株式会社どん」として

新年度をスタートいたしました。お客様に「楽しかった、又くるよ！」と言っていただけることを経営理念とし、

「料理品質ダントツ一番」を目指し料理品質とサービスの向上に努めてまいりました。また、合併により、他社の

追随を許さない確固たるステーキレストランチェーンの形成に全社をあげて取り組み、収益の拡大を目指しており

ます。 

 具体的には、①商品開発、調理、接客、販売促進、店舗開発等のノウハウの共有、②加工センターの稼働率の向

上、資材の一括購入、物流網の共同利用、重複業務の統合、によるコスト削減、③好業績業態への転換等を掲げ取

り組んでおります。 

 店舗面では、関東地区に「ステーキのどん」及び「しゃぶしゃぶどん亭」を各２店舗新設し、「しゃぶしゃぶど

ん亭」１店舗をリニューアルいたしました。また、合併効果早期実現のため関東・関西・九州地区のフォルクス業

態48店舗の「ステーキのどん」及び「しゃぶしゃぶどん亭」への業態転換を行ない、店舗の内外装をリニューアル

しより快適な空間の演出をいたしました。同時に不採算店舗６店舗の閉鎖を行ないその結果、当中間期末の店舗数

は205店舗となっております。 

 物流面では、福岡県糟屋郡宇美町に九州配送センターを開設し、九州地区店舗への商品の配送を開始いたしまし

た。 

 営業面では、料理品質及びサービスの向上を図る為、次のような施策を推進してまいりました。 

業態転換店舗におきましては、厨房機器を新設したことにより、安定した高品質の料理提供が可能になり、来客

数が大幅に増加し売上の拡大に結びつきました。「ステーキのどん」業態におきましては、新店２店舗において品

質のばらつきの低減と、生産性の向上を図る為新しい厨房機器を導入しました。今後もハード面においては改善を

おこない、作業の標準化と料理品質の向上に努めてまいります。「しゃぶしゃぶどん亭」業態におきましては、新

設店舗、業態転換店舗とも好業績で推移しております。又、ホール・キッチンの従業員研修を行い、サービス・料

理提供技術の向上を図っております。「フォルクス」業態におきましては、３分の２の店舗がベーカリー店舗とな

り、ベーカリーのブラッシュアップで食事に合う大型パンの導入を行い、焼きたてのパンを客席にお持ちしてお値

打ち感の向上を果たしました。 

商品面では、４月にメニュー改定を行い、新商品の導入と同時に食材アイテムの共通化と絞込みにより、効率化

と品質管理力の向上を図っております。 

財務面では、業態転換資金・新店建設資金・店舗並びに工場改装資金として金融機関より21億円の資金を調達い

たしました。平成18年７月18日に財務体質改善のため第三者割当増資（発行総額901,692千円、発行株式数1,452

千株）を実施いたしました。 

これらの結果、当中間期の業績は、新店及び業態転換店舗の売上増はあったものの、天候の不順や低価格帯のス

テーキ業態に転換したことによる客単価の低下により既存店前年比が94.4％と予想を若干下回り、売上高は153億

95百万円と成りました。利益面につきましては、原材料の高騰、新店の開店費用、48店舗の業態転換による出店費

用等により経常損失５億19百万円、中間純損失は６億76百万円となりました。なお、当初の業績予想に対しまして

は、売上高が３億５百万円の減少、経常損失が19百万円の増加、中間純損失が24百万円の減少となりました。 

 

当中間会計期間は、株式会社フォルクスと株式会社どんとが合併した初年度の中間決算であるため、前年同期と

の比較分析は行っておりません。 
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(2) 通期の見通し 

 通期の見通しにつきましては、企業業績の改善を背景に個人消費は回復の兆しが見えるものの、原油価格の高騰

による諸原材料価格の上昇、金利の上昇懸念等による景気への不安材料は消えず、外食業界においても同業他社と

の企業間競争は一層激化し、厳しい状況が続くものと思われます。 

 このような状況下ではありますが、各業態の商品力・販売力・調理力の強化を推し進め、企業体質の変革及び強

化を実現するため、お客様の視点に立ったきめ細やかなサービスを提供しお客様満足度の向上に努めてまいります。

また、下半期では、合併効果早期実現のための業態転換が終了したことにより、次のステップとして、一部店舗に

ついて地域単位で管理していた組織を業態単位で管理するように組織変更を行い、各業態のブランド力の更なる強

化と合理化を図り業績の向上を目指してまいります。 

 通期の見通しにつきましては、当初計画どおり、売上高317億円、経常利益３億円、当期純利益１億円を見込ん

でおります。 

 

 

(3) 財政状態 

 当中間期末における総資産は、合併により引き継いだ資産と新店・改装等に伴う有形固定資産の増加などにより、

前事業年度末に比べ 109 億２百万円増加し 161 億 68 百万円となりました。負債は、借入金の増加などにより、前

事業年度末に比べ 136 億 47 百万円増加し 158 億 55 百万円となりました。純資産は、第三者割当増資を実施したも

のの合併により受入れた自己株式の処分損及び中間期純損失を計上したことにより、前事業年度末に比べ 27 億 44

百万円減少し３億 13 百万円となりました。 

 

キャッシュ・フローの状況 

 当中間期末における現金及び現金同等物（以下資金という）は、前事業年度末に比べ 13 億 16 百万円増加し（合

併に伴う現金及び現金同等物の増加額 15 億 66 百万円を含む）15 億 93 百万円となりました。 

 当中間期のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は△５億 22 百万円と前中間期末に比べ７億５百万円減少いたしました。 

これは主に中間純損失の計上と法人税等の支払によるものです。 

（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 12 億 60 百万円と前中間期末に比べ 10 億 12 百万円増加いたしました。 

これは主に新規出店、業態転換による有形固定資産の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は 15 億 32 百万円と前中間期末に比べ 13 億 32 百万円増加いたしました。 

これは主に借入金の純増と株式の発行によるものです。 

 

 なお、当社の財政状態及びキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 
平成16年8月 

中間期 

平成17年8月 

中間期 

平成18年8月 

中間期 

平成18年 

２月期 

株主資本比率（％） 60.8 65.8 1.9 58.1 

時価ベースの株主資本比率（％） 106.8 184.2 116.4 266.2 

債務償還年数（年） － 2.0 － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 0.1 20.2 － － 

(注)１．各指標については、以下の計算式で算出しております。 

株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
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  ２．株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数（自己株式控除後）によ

り算出しております。 

  ３．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を払っている全ての負債を対象としてお

ります。 

  ４．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。 

  ５．利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  ６．平成18年２月期及び平成18年８月中間期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営

業キャッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。 

 

(4) 事業等のリスク 

以下において、当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、特に重要な影響を及ぼす可能性のある

事項を記載しております。なお、文中における将来に関する事項は、当中間期末において当社が判断したもので

あります。 

①食品の衛生管理について 

当社では、食品安全衛生管理として外部の品質管理機関に委託し、定期的に全店舗衛生検査を実施し、より

安全で安心な商品をお客様に提供することに努め、品質衛生管理の徹底を図っております。このような配慮を

しておりますが、食中毒等の発生により当社に対するお客様の不信感などから業績に影響を受ける可能性があ

ります。 

②食材の確保と安全性について 

 当社の取扱う豪州産牛肉は、牧場による一頭ごとのテール・イヤータグでの個体管理、牛の取扱いから獣医

の治療歴にいたるまで細かく設定されたキャトルケア制度、飼料の成分、肥育期間や飼料及び飲み水の安全性

に厳しい検査項目を設けた全国肥育場認定制度に基づき徹底した肥育管理を実施しております。と畜、加工に

ついては、政府検査官が常駐し生体検査、内臓検査、枝肉検査の公的検査を実施することでさらに安全性を追

求しております。 

 しかし、豪州の非汚染国でＢＳＥ等の発生により食材の調達に支障を来たすこととなった場合、一部メニュ

ーの変更等を余儀なくされるケースも想定され、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③顧客情報の管理について 

 当社では、アンケート情報や会員情報を取扱っております。会員情報においては、データベース化し、ダイ

レクトメールによる販売促進に活用しております。当社では、顧客情報の漏洩を重要なリスクと認識し、厳重

な取扱いを周知徹底しておりますが、万が一不正等により顧客情報が漏洩した場合には、損害賠償の責を負う

可能性もあり当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④合併にともなう当社株式の猶予期間入りについて 

 平成 18 年２月 28 日付にて、株式会社大阪証券取引所より当社株式が大阪証券取引所「市場第二部」に関す

る株券上場廃止基準第２条第１項第９号 a に定める「不適当な合併等」の規定に基づき、当社が実質的な存続

会社でないと認められるとして、平成 18 年３月１日より平成 22 年２月 28 日までの間において、当該規定に関

わる「猶予期間」入り銘柄となる旨の告知がなされております。仮に、猶予期間内に株式上場基準の審査が得

られない場合は、上場廃止となるおそれがあり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤有利子負債への依存について 

 当社は平成 18 年３月１日で株式会社どんと合併したことにより、同社から借入金等 11,412 百万円（同社の

総資産に対する有利子負債依存度は 74.6％）を継承しております。現在、市場金利に上昇傾向が見受けられ、

将来において金利が急激に上昇した場合には、収益状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。また、当該借入

金について借り換えが行えなかった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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４．中間財務諸表 
(1) 中間貸借対照表 

 前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 
要約貸借対照表  

 (平成17年8月31日現在) (平成18年8月31日現在)

対前中 
間期比 

(平成18年２月28日現在)

区 分 
注記
番号 金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
増減（千円） 金額（千円）

構成比

（％）

（資 産 の 部）         

Ⅰ 流動資産   

現金及び預金  1,040,015 1,748,276  277,550

売掛金  2,195 184,240  700

たな卸資産  88,652 322,964  51,029

その他  393,693 568,419  365,873

流動資産合計  1,524,556 24.3 2,823,901 17.5 1,299,344 695,153 13.2
   

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 
※

1.2.3  

建物  1,228,321 4,739,443  1,171,474

構築物  － 731,737  125,967

工具器具備品  148,971 420,873  137,518

土地  119,637 1,371,497  119,637

その他  139,658 50,664  6,575

有形固定資産合計  1,636,588 26.1 7,314,216 45.2 5,677,627 1,561,172 29.6
   

２．無形固定資産  58,771 1.0 346,060 2.1 287,288 51,289 1.0
   

３．投資その他の資産   

投資有価証券  72,000 127,917  72,000

差入保証金 ※3 2,827,421 5,035,556  2,752,612

その他  146,713 531,046  134,500

貸倒引当金  － △9,729  －

投資その他の資産

合計 
 3,046,135 48.6 5,684,791 35.2 2,638,656 2,959,113 56.2

固定資産合計  4,741,495 75.7 13,345,068 82.5 8,603,572 4,571,575 86.8

資産合計  6,266,052 100.0 16,168,969 100.0 9,902,917 5,266,729 100.0

   

（負 債 の 部）   

Ⅰ 流動負債   

買掛金 ※4 616,865 927,396  329,065

短期借入金 ※3 － 4,740,019  －

１年以内返済予定

長期借入金 
※3 － 1,075,476  －

１年以内償還予定

社債 
 － 16,000  －

未払金  351,706 1,444,869  637,011

未払費用  376,183 111,802  300,717

未払法人税等  69,000 118,627  117,000

賞与引当金  86,036 151,607  47,812

ポイント引当金  59,080 5,445  13,999

店舗再構築引当金  － 119,772  －

その他  125,795 84,299  371,512

流動負債合計  1,684,668 26.9 8,795,317 54.4 7,110,648 1,817,120 34.5
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 前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 
要約貸借対照表  

 (平成17年8月31日現在) (平成18年8月31日現在)

対前中 
間期比 

(平成18年２月28日現在)

区 分 
注記
番号 金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
増減（千円） 金額（千円）

構成比

（％）

Ⅱ 固定負債   

社債  － 656,000  －

長期借入金 ※3 － 5,628,066  －

退職給付引当金  226,187 309,012  239,326

役員退職慰労引当

金 
 － 374,983  －

長期割賦未払金  195,126 58,046  118,462

その他  37,840 33,637  33,025

固定負債合計  459,154 7.3 7,059,745 43.7 6,600,591 390,813 7.4

負債合計  2,143,822 34.2 15,855,062 98.1 13,711,240 2,207,934 41.9
   

（資 本 の 部）   

Ⅰ 資本金  7,780,222 124.2 － － △7,780,222 7,780,222 147.7

Ⅱ 資本剰余金   

資本準備金  432,315 －  432,315

資本剰余金合計  432,315 6.9 － － △432,315 432,315 8.2

Ⅲ 利益剰余金   

中間（当期）未処理

損失 
 4,063,182 －  5,123,839

利益剰余金合計  △4,063,182 △64.9 － － 4,063,182 △5,123,839 △79.3

Ⅳ 自己株式  △27,125 △0.4 － － 27,125 △29,902 △0.5

資本合計  4,122,229 65.8 － － △4,122,229 3,058,794 58.1

負債・資本合計  6,266,052 100.0 － － △6,266,052 5,266,729 100.0

   

（純 資 産 の 部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  － － 8,231,794 50.9 8,231,794 － －

２．資本剰余金   

(1) 資本準備金  － 1,507,897  －

資本剰余金合計  － － 1,507,897 9.3 1,507,897 － －

３．利益剰余金   

(1) 繰越未処理損失  － 9,399,452  －

利益剰余金合計  － － △9,399,452 △58.1 △9,399,452 － －

４．自己株式  － △35,993 △0.2 △35,993 －

株主資本合計  － － 304,245 1.9 304,245 － －

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券 

評価差額金 
 － 9,661  －

評価・換算等差額等

合計 
 － － 9,661 0.0 9,661 － －

純資産合計  － － 313,906 1.9 313,906 － －

負債純資産合計  － － 16,168,969 100.0 16,168,969 － －
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(2) 中間損益計算書 

前中間会計期間 当中間会計期間 
前事業年度の 
要約損益計算書 

自 平成17年３月１日 自 平成18年３月１日 自 平成17年３月１日 
  

至 平成17年８月31日 至 平成18年８月31日

対前中 
間期比 

至 平成18年２月28日 

区 分 
注記
番号 金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）
増減(千円） 金額（千円）

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  8,299,060 100.0 15,395,246 100.0 7,096,185 15,197,934 100.0

Ⅱ 売上原価  2,541,979 30.6 5,228,880 34.0 2,686,901 4,726,143 31.1

売上総利益  5,757,081 69.4 10,166,365 66.0 4,409,283 10,471,790 68.9

Ⅲ 営業収入  1,949 0.0 3,123 0.1 1,173 3,800 0.0

営業総利益  5,759,031 69.4 10,169,488 66.1 4,410,457 10,475,591 68.9

Ⅳ 販売費及び一般管理

費 
 5,678,879 68.4 10,573,151 68.7 4,894,272 10,900,012 71.7

営業利益  80,152 1.0 － － △80,152 － －

営業損失  － － 403,663 △2.6 403,663 424,420 △2.8

Ⅴ 営業外収益 ※1 10,352 0.1 55,451 0.3 45,098 17,972 0.1

Ⅵ 営業外費用 ※2 17,240 0.2 171,428 1.1 154,187 25,431 0.1

経常利益  73,264 0.9 － － △73,264 － －

経常損失  － 519,640 △3.4 519,640 431,879 △2.8

Ⅶ 特別利益 ※3 5,640 0.0 171,662 1.1 166,022 59,640 0.4

Ⅷ 特別損失 
※

4.5.6 
34,267 0.4 25,361 0.1 △8,905 620,780 4.1

税引前中間（当期） 

純利益 
 44,637 0.5 － － △44,637 － －

税引前中間（当期） 

純損失 
 － 373,339 △2.4 373,339 993,020 △6.5

法人税、住民税及び 

事業税 
 30,199 77,959  53,199

法人税等調整額  － 224,779  －

法人税等  30,199 0.3 302,739 2.0 272,540 53,199 0.4

中間（当期）純利益  14,438 0.2 － － △14,438 － －

中間（当期）純損失  － 676,079 △4.4 679,079 1,046,219 △6.9

前期繰越損失  4,077,620 － － 4,077,620

中間（当期）未処理 

損失 
 4,063,182 － － 5,123,839
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

株主資本 
評価・換算 

差額等 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
その他有価証

券評価差額金

純資産合計 

平成18年２月28日

残高（千円） 
7,780,222 432,315 △5,123,839 △29,902 3,058,794 － 3,058,794

中間会計期間中の

変動額 
   

合併による受入 

（千円）  625,462  625,462 625,462 

合併による自己株

式の取得（千円）    △4,949,842 △4,949,842 △4,949,842

新株の発行(千円) 451,572 450,120  901,692 901,692

中間純利益(千円)   △676,079 △676,079 △676,079 

自己株式の取得    △6,090 △6,090 △6,090

自己株式の処分   △3,599,534 4,949,842 1,350,308 1,350,308

株主資本項目以外の

項目の中間変動額

（純額）(千円) 
    9,661 9,661

当期変動額合計(千

円) 
451,572 1,075,582 △4,275,613 △6,090 △2,754,549 9,661 △2,744,887

平成18年８月31日

残高(千円) 8,231,794 1,507,897 △9,399,452 △35,993 304,245 9,661 313,906
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間会計期間 

自 平成17年３月１日

至 平成17年８月31日

当中間会計期間 

自 平成18年３月１日

至 平成18年８月31日

対前中 

間期比 

前事業年度の 
要約キャッシュ・
フロー計算書 

自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 金額（千円） 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 
 

税引前中間（当期）純利益  44,637 △373,339  △993,020 

減価償却費  117,473 360,024  238,640 

減損損失  － －  31,909 

有形固定資産除却損  5,247 －  71,631 

新株発行費  － 4,343  － 

社債発行費  － 7,974  － 

保険契約解約益  － △142,683  － 

貸倒引当金の増加額  － 3,179  － 

賞与引当金の増加額 
（△減少額） 

 12,187 △23,747  △26,036 

退職給付引当金の増加額  22,894 27,077  36,033 

役員退職慰労引当金の増加
額 

 － 88,083  － 

ポイント引当金の減少額  △2,629 △21,917  △47,711 

店舗再構築引当金の増加額
（△減少額） 

 － △95,236  337,078 

受取利息及び受取配当金  △2 △13,481  △24 

支払利息  9,013 121,671  16,356 

売上債権の増加額  － △130,681  － 

たな卸資産の増加額  － △90,610  － 

仕入債務の増加額 
（△減少額） 

 143,898 251,779  △143,901 

未払金の増加額 
（△減少額） 

 △120,908 △89,993  76,345 

その他  19,848 △14,095  △48,283 

小計  251,659 △131,651 △383,311 △450,981 

利息及び配当金の受取額  2 716  24 

利息の支払額  △9,013 △127,415  △16,356 

法人税等の支払額  △60,199 △264,201  △60,199 

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 182,450 △522,551 △705,001 △527,512 
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前中間会計期間 

自 平成17年３月１日

至 平成17年８月31日

当中間会計期間 

自 平成18年３月１日

至 平成18年８月31日

対前中 

間期比 

前事業年度の 
要約キャッシュ・
フロー計算書 

自 平成17年３月１日
至 平成18年２月28日

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 金額（千円） 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・
フロー 

     

定期預金の預入による支出  △24,000 △66,512  △44,000 

定期預金の払戻しによる収
入 

 － 84,004  100,005 

有形固定資産の取得による
支出 

 △417,733 △1,561,001  △454,878 

差入保証金の差入による支
出 

 △4,346 △164,305  △9,026 

差入保証金の償還による収
入 

 185,185 244,494  269,840 

保険契約解約による収入  － 196,410  － 

その他  13,451 6,721  8,926 

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

 △247,443 △1,260,189 △1,012,745 △129,132 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・
フロー 

     

短期借入金の増減額（純額）  － △1,836,400  － 

長期借入金の借入れによる
収入 

 － 3,100,000  － 

長期借入金の返済による支
出 

 － △523,012  － 

割賦未払金の返済による支
出 

 △89,589 △83,447  △177,619 

社債の発行による収入  － 292,025  － 

社債の償還による支出  － △308,000  － 

株式の発行による収入  294,063 897,348  294,063 

自己株式の増加額（純額）  △5,024 △6,090  △7,802 

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 199,449 1,532,422 1,332,973 108,641 

Ⅳ現金及び現金同等物の増加額  134,455 △250,317 △384,773 △548,003 

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残
高 

 825,554 277,550 △548,003 825,554 

Ⅵ合併による現金及び現金同等
物の増加額 

 － 1,566,535 1,566,535 － 

Ⅵ現金及び現金同等物の中間期
末(期末)残高 

 960,009 1,593,767 633,758 277,550 
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（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

項  目 

前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日) 

１ 資産の評価基準及び

評価方法 

(1) たな卸資産 

 ①商品及び原材料 

  最終仕入原価法による

原価法 

 ② ――― 

 

(1) たな卸資産 

 ①商品 

最終仕入原価法 

②原材料 

・店舗仕入品 

最終仕入原価法 

・加工配送センター仕入

品 

総平均法による原価

法 

 ③仕込品 

総平均法による原価法

 ④貯蔵品 

最終仕入原価法 

 

当期首において、加工配

送センターを有する旧㈱ど

んと合併したことにより、

従来、「原材料」として表

示していた委託業者からの

加工済み仕入食材を、当社

で加工・配送することとな

りました。 

これに伴い、当中間会計

期間より加工配送センター

による加工品で店舗におけ

る最終調理前の食材につい

ては「仕込品」として、加

工配送センターで加工され

る前の食材及び非加工で加

工配送センターから店舗に

配送される食材については

｢原材料｣として表示し、総

平均法による原価法により

評価しております。 

また、加工配送センターか

ら店舗に配送される消耗備

品を「貯蔵品」として表示

し、最終仕入原価法により

評価しております 

(1) たな卸資産 

  商品及び原材料 

同左 

 

 ② ――― 

 (2) 有価証券 (2) 有価証券 (2) 有価証券 

   その他有価証券 

  ⅰ時価のあるもの 

   中間決算末日の市場

価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定） 

  ⅱ時価のないもの 

   移動平均法による原

価法 

――― 

 ①その他有価証券 

  ⅰ時価のあるもの 

   中間決算末日の市場

価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移動

平均法により算定）

  ⅱ時価のないもの 

同左 

 ②子会社株式 

移動平均法によ

る原価法 

  その他有価証券 

  ⅰ時価のあるもの 

   決算末日の市場価格

等に基づく時価法(評

価差額は全部資本直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法

により算定) 

  ⅱ時価のないもの 

同左 

 

――― 
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項  目 

前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日) 

２ 固定資産の減価償却

の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法 

 なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

 建物    12年～15年

 工具器具備品５年～９年

 その他   10年～20年

(1) 有形固定資産 

定率法 

（ただし、平成10年4月1

日以降に取得した建物

（附属設備は除く）につ

いては定額法） 

 なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

 建物    12年～31年

 構築物   10年～20年

 工具器具備品５年～９年

 その他      ９年

 

(1) 有形固定資産 

定率法(ただし、平成10

年４月１日以降に取得

した建物（附属設備は除

く）については定額法)

なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

 建物    12年～15年

 工具器具備品５年～９年

 その他   10年～20年

 (2) 無形固定資産 

  ソフトウェア 

  自社利用のソフトウェ

アについては、社内に

おける利用可能期間

(５年)に基づく定額法 

(2) 無形固定資産 

  ソフトウェア 

同左 

(2) 無形固定資産 

  ソフトウェア 

同左 

 (3) 長期前払費用 

  均等償却 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

３ 繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費は、支出時

に全額費用として処理

しております。 

(2)     ――― 

(1)       同左 

 

 

(2) 社債発行費は、支出時

に全額費用処理してお

ります。 

(1)       同左 

 

 

(2)     ――― 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

貸倒損失に備え、一般債

権については貸倒実績率

により、破産更生債権等

特定の債権については個

別に回収の可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員への賞与支給に備

え、支給見込額のうち当

中間会計期間の負担額を

計上しております。 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員への賞与支給に備

え、支給見込額のうち当

期の負担額を計上してお

ります。 

 (3) ポイント引当金 

フォルクスカスタマーク

ラブ会員のポイントカー

ド利用による販売促進費

の発生に備え、当中間会

計期間末までに付与した

ポイントに対応して将来

発生すると見込まれる額

を計上しております。 

 

(3) ポイント引当金 

ポイントカード利用によ

る販売促進費の発生に備

え、当中間会計期間末ま

でに付与したポイントに

対応して将来発生すると

見込まれる額を計上して

おります。 

(3) ポイント引当金 

フォルクスカスタマーク

ラブ会員のポイントカー

ド利用による販売促進費

の発生に備え、当期末ま

でに付与したポイントに

対応して将来発生すると

見込まれる額を計上して

おります。 
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項  目 

前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日) 

 (4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

え、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、

当中間会計期間末におい

て発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。 

なお、会計基準変更時差

異については、15年によ

る按分額を費用処理して

おります。 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

え、当期末における退職

給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当期末

において発生していると

認められる額を計上して

おります。 

なお、会計基準変更時差

異については、15年によ

る按分額を費用処理して

おります。 

 過去勤務債務について

は、その発生時における

従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(５

年)による定額法により

費用処理しております。 

数理計算上の差異につい

ては、その発生時におけ

る従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(５年)による定額法によ

り、発生事業年度の翌期

から費用処理しておりま

す。 

(4) 退職給付引当金 

合併会社である当社と被

合併会社である旧㈱どん

の退職金制度が統一され

ていないため、当社の制

度が適用される従業員に

ついては原則法、旧㈱ど

んの制度が適用される従

業員については簡便法に

より退職給付債務をそれ

ぞれ計算しております。

（当社） 

従業員の退職給付に備

え、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、

当中間会計期間末におい

て発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。 

なお、会計基準変更時差

異については、15年によ

る按分額を費用処理して

おります。 

過去勤務債務について

は、その発生時における

従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(５

年)による定額法により

費用処理しております。

数理計算上の差異につい

ては、その発生時におけ

る従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(５年)による定額法によ

り、発生事業年度の翌期

から費用処理しておりま

す。 

（旧㈱どん） 

従業員の退職給付に備

え、当事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額

に基づき、当中間会計期

間末において発生してい

ると認められる額を計上

しております。 

 

過去勤務債務について

は、その発生時における

従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(５

年)による定額法により

費用処理しております。

数理計算上の差異につい

ては、その発生時におけ

る従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(５年)による定額法によ

り、発生事業年度の翌期

から費用処理しておりま

す。 

  

――― 

(5) 店舗再構築引当金 

店舗閉鎖及び店舗業態転

換に伴い発生する店舗解

体費用等の損失に備え、

店舗閉鎖及び店舗業態転

換の損失見込額を計上し

ております。 

(5) 店舗再構築引当金 

同左 
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項  目 

前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日) 

  

――― 

(6) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基

づく中間期末要支給額を

計上しております。 

（会計方針の変更） 

役員退職慰労金は、従来

支出時の費用として計上

しておりましたが、当期

首における旧㈱どんとの

合併に伴い内規を整備し

たことを契機に、役員退

職慰労金を役員の在任す

る各期間に合理的に配分

し、期間損益の適正化を

はかるため当中間会計期

間より内規に基づく中間

期末要支給額を計上する

方法に変更しました。 

この変更により、当中間

期発生額77,400千円は、

販売費及び一般管理費に

役員退職慰労引当金繰入

額として計上し、過年度

相当額23,341千円は、特

別損失に過年度役員退職

慰労引当金繰入額として

計上しております。なお、

旧㈱どんとの合併により

引き継いだ同社の役員退

職慰労引当金は、当期首

時点で286,900千円であ

ります。 

この結果、従来と比較し

て、営業損失及び経常損

失は77,966千円それぞれ

多く、税引前中間純損失

は88,083千円多く計上さ

れております。 

 

――― 

４ リース取引の処理方

法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 

５ 中間キャッシュ・フロ

ー計算書(キャッシ

ュ・フロー計算書)に

おける資金の範囲 

中間キャッシュ・フロー計

算書上資金の範囲に含めた

現金及び現金同等物は、手

許現金、要求払預金及び取

得日から３ヶ月以内に満期

日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない

短期的な投資であります。 

同左 キャッシュ・フロー計算書

上資金の範囲に含めた現金

及び現金同等物は、手許現

金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の

到来する流動性の高い、容

易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少な

リスクしか負わない短期的

な投資であります。 
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項  目 

前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日) 

６ その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のた

めの基本となる重要

な事項 

   

 (1) 消費税等の会計処理 税抜方式を採用しておりま

す。なお、仮払消費税等と

仮受消費税等は相殺して差

額を流動負債「その他」に

含めて表示しております。 

同左 税抜方式を採用しておりま

す。 

 (2) 法人事業税における

外形標準課税部分の

損益計算書上の表示

方法 

「地方税等の一部を改正す

る法律」(平成15年法律第９

号)が平成15年３月31日に

公布され、平成16年４月１

日以後に開始する事業年度

より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当中

間会計期間から「法人事業

税における外形標準課税部

分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」

平成16年２月13日 企業会

計基準委員会 実務対応報

告第12号）に従い法人事業

税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一

般管理費に計上しておりま

す。 

この結果、販売費及び一般

管理費が27,317千円増加

し、営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益が

27,317千円減少しておりま

す。 

 

――― 

「地方税等の一部を改正す

る法律」(平成15年法律第９

号)が平成15年３月31日に

公布され、平成16年４月１

日以後に開始する事業年度

より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当中

間会計期間から「法人事業

税における外形標準課税部

分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」

平成16年２月13日 企業会

計基準委員会 実務対応報

告第12号）に従い法人事業

税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一

般管理費に計上しておりま

す。 

この結果、販売費及び一般

管理費が50,355千円増加

し、営業損失、経常損失及

び税引前中間純損失が

50,355千円増加しておりま

す。 

(3) 貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会

計基準 

 

 

――― 

 当中間会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準適

用指針第８号）を適用してお

ります。 

従来の資本の部の合計に

相当する金額は313,906千円

であります。 

なお、中間財務諸表等規則

の改正により当中間期間に

おける中間貸借対照表の純

資産の部については、改正後

の中間財務諸表等規則によ

り作成しております。 

 

――― 
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（表示方法の変更） 

前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

未払費用については、従来流動負債の「その他」に含めて

おりましたが、当中間会計期間末において負債及び資本の

合計額の100分の５を超えたため、区分して表示しておりま

す。なお、前中間会計期間末の流動負債の「その他」に含

まれる未払費用の金額は、359,685千円であります。 

構築物については、従来有形固定資産の「その他」に含め

ておりましたが、当中間期末において区分して表示してお

ります。なお、前中間期末の有形固定資産の「その他」に

含まれる構築物の金額は、125,967千円であります。 

 

  クレジット未収入金、金券未収入金、ＳＣ未収入金につ

いては、従来流動資産の「その他」（未収入金）に含めて

表示しておりましたが、合併に伴いＰＯＳシステムを統合

したことを契機に、当中間会計期間末より「売掛金」とし

て表示しております。 

 なお、前中間会計期間末におけるクレジット未収入金、

金券未収入金、ＳＣ未収入金の合計額は103,584千円であり

ます。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成17年８月31日) 

当中間会計期間末 

（平成18年８月31日) 

前事業年度末 

（平成18年２月28日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

7,740,405千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

9,327,333千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

7,314,384千円 

※２ ――― ※２ 有形固定資産減損損失累計額 

115,957千円 

※２ ――― 

 

※３ ――― ※３ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の

とおりであります。 

建物 935,316千円

土地 1,251,860千円

差入保証金 1,038,171千円

合計 3,225,347千円

 

担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 3,284,019千円

１年以内返済予

定長期借入金 
237,456千円

長期借入金 1,591,192千円

合計 5,112,668千円

  

※３ ――― 

※４ ――― ※４ ――― ※４ 関係会社に対する債務 

買掛金    92,799千円 

 

  ５ 資本の欠損の額 5,153,742千円
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息       2千円 

未請求債務戻入益 8,134千円 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息    13,057千円 

賃貸収入    32,940千円 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息       24千円 

未請求債務戻入益  9,074千円 

償却債権取立益  4,154千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息     9,013千円 

新株発行費    6,171千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息   118,043千円 

社債利息    3,628千円 

新株発行費   4,343千円 

社債発行費   7,974千円 

賃貸原価    33,626千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息     16,356千円 

新株発行費     6,171千円 

※３ 特別利益の主要項目 

前期損益修正益  5,640千円 

※３ 特別利益の主要項目 

保険積立金解約益142,683千円 

店舗再構築引当金戻入額 

22,142千円 

※３ 特別利益の主要項目 

前期損益修正益   5,640千円 

店舗立退料    54,000千円 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 

建物 4,817千円

工具器具備品 226千円

その他 203千円

計 5,247千円

役員退職慰労金  29,020千円 

 

※４ 特別損失の主要項目 

役員退職慰労金繰入額 

23,341千円 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 

 建物     54,230 千円 

 構築物     4,905 千円 

 工具器具備品 12,495 千円 

 計      71,631 千円 

減損損失    31,909 千円 

店舗再構築引当金繰入額 

337,078 千円 

※５ ――― ※５ ――― ※５ 減損損失 

 当期において、以下の資産グループ

について減損損失を計上しておりま

す。 

場所 用途 種類 
金額

(千円)

近畿地区 
店舗 

２店舗 

建物、構築

物、その他 17,670

九州地区 
店舗 

１店舗 

建物、構築

物、その他 7,267

本社 
遊休 

資産 
電話加入権 6,970

当社は、事業用資産においては、管

理会計上の区分に基づいて、主とし

て各店舗を基本単位としてグルーピ

ングをしております。 

営業活動から生ずる損益が、継続し

てマイナスとなる店舗と地価の著し

く下落している資産及び遊休資産に

ついて減損を認識し、各資産の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失(31,909 千円)と

して計上いたしました。その主な内

訳は、建物16,846千円等であります。

なお、当該資産グループの回収可能

価額は、使用価値により測定し、将

来キャッシュ・フローを 4％で割り引

いて算出しております。但し、遊休

資産の回収可能価額は、正味売却価

額により測定し、市場取引事例価額

等を基礎として算出しております。
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前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日) 

※６ ――― ※６ ――― ※６ 店舗再構築引当金繰入額 

  店舗再構築引当金繰入額は、閉鎖

の決定している店舗の固定資産除

却損、解体費用等及び業態転換に

伴い発生する固定資産除却損、解

体費用等の損失見込額を計上して

おります 

 ７ 減価償却実施額 

有形固定資産 116,870千円 

無形固定資産   603千円 

 ７ 減価償却実施額 

有形固定資産 358,942千円 

無形固定資産  1,082千円 

 ７ 減価償却実施額 

有形固定資産 237,525千円 

無形固定資産  1,114千円 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前会計年度末株式数 

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数（千株） 

当中間会計期間減少

株式数（千株） 

当中間会計期間末 

株式数（千株） 

普通株式（注） 21,650 6,396 － 28,047 

合計 21,650 6,396 － 28,047 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加のうち、4,944千株は株式会社どんとの合併に伴う増加であり、1,452千株は新

株の発行による増加であります。 

 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前会計年度末株式数 

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数（千株） 

当中間会計期間減少

株式数（千株） 

当中間会計期間末 

株式数（千株） 

普通株式（注）1.2. 78 10,684 10,675 87 

合計 78 10,684 10,675 87 

（注）１ 普通株式の自己株式の株式数の増加10,675千株は、株式会社どんとの合併により承継したものであり、９千

株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２ 普通株式の自己株式の減少 10,675 千株は、株式会社どんとの合併に際し、株式会社どんの株主に交付した

ものであります。 

 

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

現金及び預金 

中間期末残高 
1,040,015千円 

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金 
△80,005千円 

現金及び現金同等

物中間期末残高 
960,009千円 

  

現金及び預金 

中間期末残高 
1,748,276千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△154,508千円

現金及び現金同等

物中間期末残高 
1,593,767千円

  

現金及び預金 

期末残高 
277,550千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金 
－千円

現金及び現金同等

物期末残高 
277,550千円
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（リース取引関係） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末（期末）残高相当額

前中間会計期間   （単位：千円）

 取得価額相当額 減価償却累計額相当額 減損損失累計額相当額 中間期末残高相当額

工具器具備品 652,061 319,993 43,219 288,848 

無形固定資産 

（ソフトウェア） 
111,490 91,564 658 19,268 

合 計 763,552 411,557 43,878 308,116 

 

当中間会計期間   （単位：千円）

 取得価額相当額 減価償却累計額相当額 減損損失累計額相当額 中間期末残高相当額

工具器具備品 1,796,955 585,330 22,358 1,189,266 

その他 1,313,890 448,588 － 865,301 

無形固定資産 

（ソフトウェア） 
335,790 122,277 － 213,512 

合 計 3,446,636 1,156,197 22,358 2,268,080 

 

前事業年度   （単位：千円）

 取得価額相当額 減価償却累計額相当額 減損損失累計額相当額 中間期末残高相当額

工具器具備品 435,253 129,401 23,243 282,608 

無形固定資産 

（ソフトウェア） 
7,604 5,127 － 2,476 

合 計 442,857 134,529 23,243 285,085 
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

１年内  132,306 千円 598,091 千円 66,564 千円 

１年超  223,307 千円 1,721,298 千円 234,023 千円 

合 計  355,613 千円 2,319,389 千円 300,588 千円 

リース資産減損勘定の残高 34,840 千円 13,165 千円 16,948 千円 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

支払リース料  79,197 千円 305,506 千円 158,470 千円 

リース資産減損勘定の取崩額 9,037 千円 3,783 千円 26,929 千円 

減価償却費相当額  61,300 千円 280,394 千円 123,227 千円 

支払利息相当額  10,238 千円 27,567 千円 19,865 千円 

減損損失 －千円 －千円 －千円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によっております。 

２  オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

１年内  142,821 千円 189,609 千円 119,496 千円 

１年超  412,496 千円 1,232,758 千円 352,748 千円 

合 計  555,318 千円 1,422,368 千円 472,244 千円  
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（有価証券関係） 

前中間会計期間(平成 17 年８月 31 日） 

１ 時価評価されていない有価証券 

区分 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 
72,000 

 

当中間会計期間（平成 18 年８月 31 日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
（千円） 

中間貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

(1)株式 39,698 55,917 16,218 

(2)債券   

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 39,698 55,917 16,218 

２ 時価評価されていない有価証券 

区分 中間貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式 

非上場株式 
12,901 

その他有価証券 

非上場株式 
72,000 

 

前事業年度(平成 18 年２月 28 日） 

１ 時価評価されていない有価証券 

区分 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 
72,000 
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（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成 17 年３月１日 至 平成 17 年８月 31 日）、当中間会計期間（自 平成 18 年３月１

日 至 平成 18 年８月 31 日）及び前事業年度（自 平成 17 年３月１日 至 平成 18 年２月 28 日） 

 いずれにおいてもデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成 17 年３月１日 至 平成 17 年８月 31 日）、当中間会計期間（自 平成 18 年３月１

日 至 平成 18 年８月 31 日）及び前事業年度（自 平成 17 年３月１日 至 平成 18 年２月 28 日） 

いずれにおいても関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付関係） 

該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション関係） 

該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日) 

１株当たり純資産額 191円04銭  １株当たり純資産額 11円23銭 １株当たり純資産額 141円79銭 
１株当たり中間純利益 0円68銭  １株当たり中間純利益 △25円16銭 １株当たり当期純利益 △49円16銭 
なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式が存

在していないため、記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式が存

在していないため、記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式が存

在していないため、記載しておりませ

ん。 

(注) 算定の基礎は以下のとおりであります。 

１ １株当たり純資産額 

項目 

前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日

至 平成17年８月31日)

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年３月１日

至 平成18年２月28日)

純資産の部合計額（千円） － 313,906 － 

純資産の部の合計額から 
控除する金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間期末 
（期末）の純資産額（千円） － 313,906 － 

中間期末（期末）の普通株式の数 
（自己株式控除後）（千株） － 27,959 － 

２ １株当たり中間(当期)純利益金額 

項目 

前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日)

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日)

中間（当期）純利益（千円） 14,438 △676,079 △1,046,219 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期） 
純利益（千円） 

14,438 △676,079 △1,046,219 

普通株式の期中平均株式数（千株） 20,990 26,866 21,280 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自 平成 17 年３月１日 至 平成 17 年８月 31 日） 

 当社(以下「甲」という）は、平成17年９月９日開催の取締役会において、平成18年３月１日を期して、株式会

社どん(以下「乙」という）と合併することを決定し、平成17年９月９日に合併契約を締結いたしました。 

１ 当該合併の相手会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容 

(1) 名称     株式会社どん 

(2) 住所     埼玉県鶴ヶ島市柳戸町７番地１ 

(3) 代表者の氏名 代表取締役 籾山 昌也 

(4) 資本金    384 百万円 

(5) 事業の内容  飲食店の経営 

２ 当該合併の目的 

株式会社どんは、創業以来29年間、ステーキ・しゃぶしゃぶ専門店として関東地区を中心にチェーン展開し

ており、自社加工センターを保有するなど強力な商品力を有し、また、平成17年３月度には６億円超の経常

利益を計上した優良な企業であります。 

当社と株式会社どんは、共にステーキハウスを主幹事業としておりますが、地域的な店舗の重複がほとんど

ないうえに、合併による次の相乗効果が見込まれるため、他社の追随を許さない確固たるステーキ専門チェ

ーンの形成ができるものと判断いたしました。 

(1) 商品開発、調理、接客、販売促進、店舗開発等のノウハウの共有 

(2) 株式会社どんが保有する加工センター及び物流網の共同利用、並びに重複業務の統合によるコスト削

減 

(3) 規模拡大によるスケールメリットの享受 

今後は、顧客に浸透している各ブランド（「フォルクス」「どん」等）を並存させたまま、上記の相乗効果

を発揮するために順次統合作業を進めていく予定です。 

３ 当該合併の方法及び合併契約の内容 

(1) 合併の日程  合併契約書承認取締役会  平成 17 年９月９日 

          合併契約書締結      平成 17 年９月９日 

          合併契約書承認株主総会  平成 18 年１月 17 日(予定) 

          合併期日         平成 18 年３月１日(予定) 

          合併登記         平成 18 年３月１日(予定) 

(2) 合併の方法  当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社どんは解散いたします。 

４ 商号変更及び本店所在地 

(1) 商号    株式会社どん (英文社名 Don Co.,Ltd.) 

(2) 本店所在地 埼玉県鶴ヶ島市 

５ 合併に際して割当交付する株式 

 甲は、合併に際して普通株式4,944,660株を発行し、これと甲が合併により乙から承継した甲の普通株式

10,675,000株の合計である15,619,660株を、合併期日前日最終の乙の株主名簿に記載された株主に対し、そ

の所有する乙の普通株式１株につき甲の普通株式2,170株の割合をもって割当交付する。 

６ 増加すべき資本金および準備金の額 

甲が乙との合併により増加すべき甲の資本金および準備金の額 

(1)資本金   甲は資本金を増加させない。 

(2)資本準備金 商法第 288 条ノ２第１項第５号の超過額。ただし、かかる超過額が発生しない場合は、甲は

資本準備金を増加させない。 

７ 合併交付金 

 甲は、合併期日前日最終の乙の株主名簿に記載された株主または登録質権者に対し、その所有する乙の普

通株式1株につき5,000円の合併交付金を、乙の平成17年４月１日から平成18年２月28日に至る期間の利益配

当に代えて、平成18年２月28日の決算期に関する甲の定時株主総会終了後遅滞なく支払うものとする。ただ

し、合併交付金は合併期日前日の乙の資産、負債の状況その他の経済情勢の変化に応じて、甲乙協議のうえ

これを変更することができる。 

８ 会社財産の引継 

 乙は、平成17年３月31日現在の貸借対照表、その他同日の計算を基礎として、その後合併期日までの間に

おいてその資産、負債に変動を生じたものについては別に計算書を添付してこれを明確にし、合併期日にお

いてそれぞれの資産、負債その他一切の権利義務を甲に引き継ぎ、甲はこれを承継する。 
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９ 合併条件の変更および本契約の解除 

 本契約締結の日から合併期日に至るまでの間において、甲または乙の資産状態、経営状態に重大な変更が

生じたときは、甲乙協議のうえ合併条件その他本契約の内容を変更し、あるいは本契約を解除することがで

きるものとする。 

 

当中間事業年度（自 平成 18 年３月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 17 年３月１日 至 平成 18 年２月 28 日） 

株式会社どんとの合併 

 当社は株式会社どんと平成17年９月９日開催の取締役会で合併契約書締結の承認を決議し、平成18年１月17日

開催の臨時株主総会において当該契約書の承認を受けた後、合併期日である平成18年３月１日をもって合併しま

した。 

 合併の概要は以下のとおりであります。 

(1) 合併の目的 

当社と株式会社どんは、共にステーキハウスを主幹事業としており、地域的な重複がほとんどないうえに、

合併による種々の相乗効果が見込まれるため、他社の追随を許さない確固たるステーキ専門チェーンの形成

を図ることを目的としております。 

(2) 合併の方法 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社どんは解散しました。 

(3) 合併の期日 

平成18年３月１日 

(4) 商号変更及び本店所在地 

合併の期日をもって商号を株式会社どんに変更、本店所在地を埼玉県鶴ヶ島市へ移転しました。 

(5) 合併比率、増加する株式数及び資本金等 

株式会社どんの普通株式１株に対し、当社の普通株式2,170株を割当交付しました。また、合併により株式

会社どんから当社が継承する株式会社どん保有の当社株式（10,675,000株）を代用自己株式とし充当して不

足する株式数（普通株式4,944,660株）を発行しました。 

なお、資本金の増加は行っておりませんが、資本準備金は625,462千円増加しました。 

(6) 合併交付金 

合併期日前日最終の株式会社どんの株主名簿に記載された株主または登録質権者に対し、その所有する株式

会社どんの普通株式1株につき5,000円の合併交付金を、平成17年4月1日から平成18年2月28日に至る間の利

益配当に代えて支払われます。 

(7) 合併に際し引き継ぐ財産（平成18年２月28日現在） 

当社は、合併期日において、株式会社どんからその資産、負債及び権利業務の一切を引き継いでおります。 

資産 金額(千円) 負債及び資本 金額(千円) 

(資産の部) (負債の部)  

流動資産 2,365,008 流動負債 9,468,141 

固定資産 12,920,784 固定負債 3,841,881 

 負債合計 13,310,022 

資産合計 15,285,793 差引正味財産合計 1,975,770 

なお、合併により受け入れる自己株式の処分損は、3,612,435千円(10,675,000株)であります。 
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５．生産、受注及び販売の状況 
 

(1) 生産実績 

当社は、最終ユーザーである消費者に直接販売しているため、生産は行っておりません。 

 

(2) 受注実績 

当社は、受注は行っておりません。 

 

(3) 販売実績 

① 部門別売上高 

単位：千円（千円未満切捨） 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

自 平成17年３月１日 自 平成18年３月１日 自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日 至 平成18年８月31日 至 平成18年２月28日 

期 別 

 

 

部門別 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比 

  ％    ％

料 理 ・ 喫 茶 8,265,509 99.6 － － 15,141,736 99.6 

店 頭 商 品 33,551 0.4 － － 56,198 0.4 

ス テ ー キ の ど ん － － 6,842,098 44.4 － － 

フ ォ ル ク ス － － 5,121,522 33.3 － － 

しゃぶしゃぶどん亭 － － 3,206,173 20.8 － － 

そ の 他 － － 225,451 1.5 － － 

合 計 8,299,060 100.0 15,395,246 100.0 15,197,934 100.0 

(注)前事業年度までは、「料理・喫茶」と「店頭商品」に区分しておりましたが、平成18年３月１日付で株式会社ど

んと合併したことにより、「ステーキのどん」「フォルクス」「しゃぶしゃぶどん亭」「その他」の業態別に区分し

ております。 

② 地域別売上高 

単位：千円（千円未満切捨） 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

自 平成16年３月１日 自 平成18年３月１日 自 平成17年３月１日 

至 平成16年８月31日 至 平成18年８月31日 至 平成18年２月28日 

期 別 

 

 

地域別 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比 

  ％  ％  ％

関 東 地 区 3,437,908 41.4 10,847,156 70.5 6,304,026 41.5 

中 部 地 区 86,199 1.1 333,606 2.2 138,852 0.9 

近 畿 地 区 3,188,346 38.4 2,874,740 18.7 5,832,722 38.4 

中 国 地 区 265,828 3.2 198,494 1.3 499,165 3.3 

九 州 地 区 1,320,777 15.9 1,141,248 7.4 2,423,166 15.9 

合 計 8,299,060 100.0 15,395,246 100.0 15,197,934 100.0 

（注）１． 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ２． 相手先別の販売実績については、総販売実績に対する当該販売実績の割合が10％を超える相手先はあ

りません。 

 ３． 平成18年３月１日付で株式会社どんと合併し、同社の事業を引継いでおります。 

 ４． 平成18年８月31日現在の直営店舗数 205店 

（関東 131店  中部 6店  近畿 44店  中国 3店  九州 21店） 
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