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                                    平成 19年 11月 27日 

 各   位 

 

                           会 社 名  株式会社 ど ん 

                           代 表 社 名    代表取締役会長兼社長 籾山 昌也 

                                             (コード番号 ８２１６ 大証第二部) 

                                            問 合 せ 先  専務取締役 南 慎一郎 

                           電話番号   (０３) ５３７９－０４５７ 

 

(訂正) 平成 20年 2月期中間決算短信(非連結)の一部訂正について 

 

平成 19年 10月 15日に発表いたしました「平成 20年 2月期中間決算短信」の内容について、一部訂正を要する箇所

がありましたので、下記のとおり訂正し、お知らせいたします。なお、訂正箇所には  線を付して表示しております。 

 

                         記 

１、 訂正箇所 

1.  １ページ １ １９年８月中間期の業績 ⑶ キャッシュ・フローの状況 

2.  ５ページ １ 経営成績 ⑵財政状態に関する分析②キャッシュ・フローの状況 

3. １２ページ ４  中間財務諸表 ⑴中間貸借対照表 

4. １８ページ ４ 中間財務諸表 ⑷中間キャッシュ・フロー計算書 

5. ２９ページ ４ 中間財務諸表 ⑻中間財務諸表に関する注記事項 (中間貸借対照表関係) 

２、訂正内容 

訂正箇所 1. 1ページ 1 19年 8月中間期の業績(平成 19年 3月 1日～平成 19年 8月 31日) 

    ⑶キャッシュ・フローの状況 

〔訂正前〕 

 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 
19年8月中間期 803 △67 △641 1,349 
18年8月中間期 △108 △1,657 1,515 1,593 

19年2月期 △574 △1,838 1,823 1,254 

 

〔訂正後〕 

 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 
19年8月中間期 811 △76 △641 1,349 
18年8月中間期 △108 △1,657 1,515 1,593 

19年2月期 △574 △1,838 1,823 1,254 
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訂正箇所２．５ページ １ 経営成績 ⑵ 財政状態に関する分析 ② キャッシュ・フローの状況 

〔訂正前〕 

（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 8億 3百万円 

（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 67百万円 

差入保証金の返還による収入 1億 91百万円 

 

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2月期 平成17年2月期 平成18年2月期 平成19年2月期 平成19年8月 
中間期 

自己資本比率 (%) 41.5 62.9 58.1 1.0 △3.7 

時価ベースの 
自己資本比率(%) 94.7 143.3 266.2 109.3 104.2 

キャッシュ・フロー対 
有利子負債比率(%) 347.1 ― ― ― 1,494.1 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ(倍) 8.6 ― ― ― 5.7 

 

〔訂正後〕 

（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 8億 11百万円 

（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 76百万円 

差入保証金の償還による収入 1億 83百万円 

 

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2月期 平成17年2月期 平成18年2月期 平成19年2月期 平成19年8月 
中間期 

自己資本比率 (%) 41.5 62.9 58.1 1.0 △3.7 

時価ベースの 
自己資本比率(%) 94.7 143.3 266.2 109.3 104.2 

キャッシュ・フロー対 
有利子負債比率(%) 347.1 ― ― ― 1478.4 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ(倍) 8.6 ― ― ― 5.7 
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訂正箇所３．12ページ ４ 中間財務諸表  

(1) 中間貸借対照表 

〔訂正前〕 

  前中間会計期間末 
 (平成18年８月31日) 

当中間会計期間末 
(平成19年８月31日) 

前事業年度の 
 要約貸借対照表 

 (平成19年２月28日) 

区分 
注記 

        
番号 

金額(千円) 
構成比 

        
(％) 

金額(千円) 
構成比 

        
(％) 

金額(千円) 
構成比 

        
(％) 

(資産の部)           

           

  (3) 投資その他の資産           

   １ 投資有価証券   127,917   123,666   134,533   

   ２ 差入保証金 ※2 5,035,556   4,654,411   4,805,540   

   ３ その他  531,046   725,841   706,025   

   ４ 貸倒引当金  △9,729   △8,938   △9,240   

計  5,684,791   5,494,980   5,636,858   

固定資産合計   13,345,068 82.5  12,547,767 83.1  13,206,518 84.2 

資産合計   16,168,969 100.0  15,095,585 100.0  15,687,939 100.0 

           
 

〔訂正後〕 

  
前中間会計期間末 

 (平成18年８月31日) 
当中間会計期間末 

 (平成19年８月31日) 
前事業年度の 

        要約貸借対照表 
    (平成19年２月28日) 

区分 
注記 

        
番号 

金額(千円) 
構成比 

        
(％) 

金額(千円) 
構成比 

        
(％) 

金額(千円) 
構成比 

        
(％) 

(資産の部)           

           

  (3) 投資その他の資産           

   １ 投資有価証券 ※2 140,818   136,567   147,435   

   ２ 差入保証金 ※2 5,035,556   4,654,411   4,805,540   

   ３ その他  518,145   712,939   693,123   

   ４ 貸倒引当金  △9,729   △8,938   △9,240   

計  5,684,791   5,494,980   5,636,858   

固定資産合計   13,345,068 82.5  12,547,767 83.1  13,206,518 84.2 

資産合計   16,168,969 100.0  15,095,585 100.0  15,687,939 100.0 
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訂正箇所４．１８ページ ４ 中間財務諸表 ⑷ 中間キャッシュ・フロー計算書 

〔訂正前〕 

(4) 中間キャッシュ・フロー計算書 

  

 
前中間会計期間 

 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

 
当中間会計期間 

 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成18年３月1日 
至 平成19年２月28日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(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（△純損

失）  △373,339 △540,884 △473,493 

   減価償却費  354,936 368,999 773,147 
   減損損失  － 287,122 43,669 
   有形固定資産除却損  － 19,646 10,656 
   保険解約益  △142,683 － △142,683 
   貸倒引当金の増加額（△減少額）  3,179 △302 2,691 
   賞与引当金の増加額（△減少額）  △23,747 36,455 △2,479 
   退職給付引当金の増加額  27,077 23,575 28,918 

   役員退職慰労引当金の増加額  88,083 12,000 102,789 

   ポイント引当金の減少額  △21,917 － △27,362 

   店舗再構築引当金の減少額  △28,738 － △72,692 
   店舗閉鎖損失等引当金の増加額  － 215,116 － 

   受取利息及び受取配当金  △13,481 △14,263 △28,550 

   支払利息及び社債利息  121,671 143,462 259,508 
   売上債権の増加額  △130,681 △48,689 △64,242 
   たな卸資産の増加額  △90,610 △23,053 △177,317 
   仕入債務の増加額(△減少額)  251,779 272,625 △16,177 
   未払消費税等の増加額（△減少額）  － 104,331 △79,347 
   未払金の増加額  307,166 95,107 66,867 
   未払費用の増加額（△減少額）  △250,413 12,606 △252,325 
   その他  △63,435 46,304 13,968 
     小計  14,846 1,010,161 △34,456 
   利息及び配当金の受取額  716 1,427 1,376 
   利息の支払額  △127,415 △141,854 △265,481 
   保険の解約による収入  196,410 － 196,410 
   保険積立金の払込による支出  － － △201,756 
   法人税等の支払額  △192,802 △66,269 △270,198 
   営業活動による 

キャッシュ・フロー  △108,243 803,463 △574,106 

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  △66,512 △187,280 △112,513 
   定期預金の払戻しによる収入  84,004 93,246 160,854 
   有形固定資産の取得による支出  △1,748,495 △140,637 △2,112,841 
   投資有価証券の取得による支出  － － △12,314 
   差入保証金の差入による支出  △164,305 △24,409 △176,228 
   差入保証金の償還による収入  236,661 191,504 433,170 
   その他  755 11 △18,871 
   投資活動による 

キャッシュ・フロー  △1,657,893 △67,564 △1,838,744 
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〔訂正後〕 

⑷  中間キャッシュ・フロー計算書 

  

 
前中間会計期間 

 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

 
当中間会計期間 

 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(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）純損失  △373,339 △540,884 △473,493 
   減価償却費  354,936 368,999 773,147 
   減損損失  － 287,122 43,669 
   有形固定資産除却損  － 19,646 10,656 
   前期損益修正損  － 8,500 － 
   保険解約益  △142,683 － △142,683 
   前期損益修正益  － △16,838 － 
   貸倒引当金の増加額(△減少額)  3,179 △302 2,691 
   賞与引当金の増加額(△減少額)  △23,747 36,455 △2,479 
   退職給付引当金の増加額(△減少額)  27,077 23,575 28,918 
   役員退職慰労引当金の増加額(△減少額)  88,083 12,000 102,789 
   ポイント引当金の増加額(△減少額)  △21,917 － △27,362 
   店舗再構築引当金の増加額(△減少額)  △28,738 － △72,692 
   店舗閉鎖損失等引当金の増加額 

(△減少額)  － 215,116 － 

   受取利息及び受取配当金  △13,481 △14,263 △28,550 
   支払利息及び社債利息  121,671 143,462 259,508 
   売上債権の減少額(△増加額)  △130,681 △48,689 △64,242 
   たな卸資産の減少額(△増加額)  △90,610 △23,053 △177,317 
   仕入債務の増加額(△減少額)  251,779 272,625 △16,177 
   未払消費税等の増加額(△減少額)  － 104,331 △79,347 
   未払金の増加額(△減少額)  307,166 95,107 66,867 
   未払費用の増加額(△減少額)  △250,413 12,606 △252,325 
   その他  △63,435 63,142 13,968 
     小計  14,846 1,018,661 △34,456 
   利息及び配当金の受取額  716 1,427 1,376 
   利息の支払額  △127,415 △141,854 △265,481 
   保険の解約による収入  196,410 － 196,410 
   保険積立金の払込による支出  － － △201,756 
   法人税等の支払額  △192,802 △66,269 △270,198 
   営業活動による 

キャッシュ・フロー  △108,243 811,963 △574,106 

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  △66,512 △187,280 △112,513 
   定期預金の払戻しによる収入  84,004 93,246 160,854 
   有形固定資産の取得による支出  △1,748,495 △140,637 △2,112,841 
   投資有価証券の取得による支出  － － △12,314 
   差入保証金の差入による支出  △164,305 △24,409 △176,228 
   差入保証金の償還による収入  236,661 183,004 433,170 
   その他  755 11 △18,871 
   投資活動による 

キャッシュ・フロー  △1,657,893 △76,064 △1,838,744 



 6 

訂正箇所５．２９ページ ４ 中間財務諸表 ⑻ 中間財務諸表に関する注記事項 

  (中間貸借対照表関係) 

〔訂正前〕 

前中間会計期間末 
        （平成18年８月31日) 

当中間会計期間末 
        （平成19年８月31日) 

前事業年度末 
        （平成19年２月28日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 
8,975,048千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 
9,621,937千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 
9,321,159千円 

※２ 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

 

※２ 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 905,937千円
土地 1,214,074千円
差入保証金 963,350千円
合計 3,083,361千円

 
担保付債務は次のとおりであります。 
短期借入金 88,000千円

１年以内返済予
定長期借入金 433,347千円

長期借入金 4,152,654千円
合計 4,674,002千円

 

※２ 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 1,002,559千円
土地 1,251,860千円
差入保証金 1,022,697千円

合計 3,277,117千円
 

担保付債務は次のとおりであります。 
短期借入金 60,000千円

１年以内返済予
定長期借入金 228,393千円

長期借入金 4,478,217千円
合計 4,766,610千円

    

 

〔訂正後〕 

前中間会計期間末 
        （平成18年８月31日) 

当中間会計期間末 
        （平成19年８月31日) 

前事業年度末 
        （平成19年２月28日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 
8,975,048千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 
9,621,937千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 
9,321,159千円 

※２ 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

 

※２ 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 905,937千円
土地 1,214,074千円
差入保証金 963,350千円
投資有価証券 32,185千円
合計 3,115,546千円

 
担保付債務は次のとおりであります。 
短期借入金 88,000千円

１年以内返済予
定長期借入金 433,347千円

長期借入金 4,184,839千円
合計 4,706,187千円

 

※２ 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 1,002,559千円
土地 1,251,860千円
差入保証金 1,022,697千円

合計 3,277,117千円
 

担保付債務は次のとおりであります。 
短期借入金 60,000千円
１年以内返

済予定長期借入
金 

228,393千円

長期借入金 4,478,217千円
合計 4,766,610千円

    

                                               



 7 

３、 訂正理由  

※ １ 営業活動によるキャッシュ・フロー(訂正箇所１．２．４．) 

     投資活動によるキャッシュ・フロー 「差入保証金の償還による収入」より「前期損益修正損」へ 

     振替えております。 

    「その他」より「前期損益修正益」へ振替えております。 

     上記の訂正により、小計、営業活動によるキャッシュ・フローを訂正し、財政状態及びキャッシュ・フ

ロー指標のトレンドのうち「キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％)」を訂正しております。 

       

※ ２ 投資活動によるキャッシュ・フロー(訂正箇所１．２．４．)    

    「差入保証金の償還による収入」より 営業活動によるキャッシュ・フロー「前期損益修正損」へ振替え 

ております。 

       上記の訂正により、投資活動によるキャッシュ・フローを訂正しております。  

 

※ ３ 中間財務諸表 ⑴中間貸借対照表  

    「その他」に含まれていた関係会社株式を「投資有価証券」に振替えました。 

 

※ ４ 中間財務諸表 ⑻中間財務諸表に関する注記事項(中間貸借対照表関係) 

      新規に担保に差入れた「投資有価証券」を「担保に供している資産」及び「担保付債務」に追加しまし 

た。 

 

                                                                      以  上。 

 

 

          


