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 (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無     ： 有 
 (2) 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無     ： 無 
  
 [(注) 詳細は、 3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 
  
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  本資料に記載されている業績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。なお、上記の業績予想に関する事項については、添付資料の２ページをご覧下さい。 

平成21年２月期 第３四半期財務・業績の概況(非連結)
平成20年12月24日

上 場 会 社 名 株式会社どん 上場取引所 大証二部

コ ー ド 番 号 8216 URL http://www.steak-don.co.jp

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)南 慎一郎
問合せ先責任者 (役職名)執行役員 経営管理本部長 (氏名)越智 洋 TEL  (03)5379―0456

1. 平成21年２月期第３四半期の業績（平成20年３月１日～平成20年11月30日）

 (1) 経営成績

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年２月期第３四半期 21,186 △4.6 83 － △83 － △186 －
20年２月期第３四半期 22,199 △1.5 △69 － △255 － △957 －

20年２月期 29,554 42 △211 △1,145

１株当たり四半期 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

21年２月期第３四半期 △ 4 34 ― ―

20年２月期第３四半期 △34 26 ― ―

20年２月期 △40 86 ― ―

 (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

21年２月期第３四半期 15,188 312 2.1 7 28

20年２月期第３四半期 15,019 △817 △5.4 △29 27

20年２月期 14,240 509 3.6 11 86

 (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

21年２月期第３四半期 1,264 △530 491 2,381

20年２月期第３四半期 573 △448 △402 976

20年２月期 672 95 △866 1,156

3. 平成21年２月期の業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日） 【参考】

 
  現時点で平成20年４月16日付の決算短信において公表いたしました平成21年２月期の通期業績予想に変
更はありません。

4. その他
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1. 経営成績に関する定性的情報 
  当第３四半期会計期間におけるわが国の経済は、米国の金融不安に端を発する世界同時株安や、円高によ
る国内大手企業の業績不振等により、景気は後退局面に入っております。一部、ガソリン価格の下落などの
好材料はあるものの、消費者の購買意欲を好転させるには至らず、引き続き厳しい状況となっております。
食品業界における相次ぐ偽装は後を絶つことがなく、食の安心・安全に対する信頼の回復には全く至ってお
りません。  
 このような状況の中、当第３四半期は、今年度当初より計画していた諸施策を実施致しました。  
  ステーキのどん業態では、西日本地区おいて、第１の施策として10月より全店に「エクセレントカフェ」
と名付けた新タイプのドリンクバーを設置し、第２の施策として「ＤｏｎＤｏｎハンバーグ」というお客様
ご自身がメニューをアレンジできる商品を導入し、選ぶ楽しさを提供しております。第３の施策として、ラ
ンチタイムに日替わりメニューを導入し、これら３本柱の施策により、お客様の来店頻度アップを目指して
まいりました。その結果として、10月、11月につきましては売上、来客数共に前年を上回っております。東
日本地区につきましても、引き続き業績は苦戦している状況ではありますが、11月中旬から12月中旬にかけ
て西日本地区同様エクセレントカフェの導入をしております。 
 しゃぶしゃぶどん亭業態では、12月４日オープンのしゃぶしゃぶどん亭上尾店の開店準備を進めてまいり
ました。 
 フォルクス業態では、10月に新たに２店舗のブレッドバーの設置と、日替わりランチメニューのリニュー
アルを実施しております。  
 引き続き原材料価格は上昇傾向にあるものの、円高メリットと、アメリカ国内での牛肉の消費量減少に伴
う価格の低下により、著しい食材原価の高騰という状況には陥らないと予測しております。  
 厳しい環境下ではありますが、その中で御来店頂けるお客様の大切な時間を、おいしいお料理と心ふれあ
うサービスで楽しんで頂けるよう取り組んでまいります。  
 また、当第３四半期会計期間における店舗の増減はございません。  
株式会社吉野家ホールディングスとのシナジー効果の追求に関しましても、引き続き各種委員会等により推
進しております。  
 これらの結果、売上高は211億86百万円(前年同期比95.4％)となり、利益面では営業利益83百万円(前年同
期営業損失69百万円)、経常損失83百万円(前年同期経常損失２億55百万円)、第３四半期純損失は１億86百
万円(前年同期純損失９億57百万円)となりました。  
  
  
2. 財政状態に関する定性的情報 
(1)財政状態 
 当第３四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ９億48百万円増加し151億88百万円、負債につい
ては11億45百万円増加し148億76百万円、純資産については１億96百万円減少し３億12百万円となりまし
た。 
(2)キャッシュ・フローの状況 
  当第３四半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12億25百万
円増加し23億81百万円となりました。これは当第３四半期末が金融機関休業日であり、仕入債務等の支払い
が翌月になったことが影響しております。 
  当第３四半期のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 
  営業活動の結果得られた資金は12億64百万円（前年同期は５億73百万円の収入）となりました。これは主
に税引前四半期純損失１億９百万円を計上したものの、減価償却費５億10百万円、仕入債務の増加額８億35
百万円によるものであります。 
  投資活動の結果使用した資金は５億30百万円（前年同期は４億48百万円の支出）となりました。これは主
に定期預金の払戻しによる収入２億72百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出７億85百万円に
よるものであります。 
  財務活動の結果得られた資金は４億91百万円（前年同期は４億２百万円の支出）となりました。これは主
に長期借入金の借入れによる収入23億50百万円ありましたが、長期借入金の返済による支出14億95百万円、
社債の償還による支出３億16百万円によるものであります。 
  
3. 業績予想に関する定性的情報 
 平成21年２月期の通期業績予想につきましては、平成20年４月16日付の決算短信において公表いたしまし
た業績予想に変更はありません。 
  
  

【定性的情報・財務諸表等】 
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4. その他 
 (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 
 影響額が僅少な項目につき一部簡便な方法を採用しております。  
  
  
 (2) 近事業年度からの会計処理の方法の変更 
 該当事項はありません。 
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（単位：千円、％） 

5. (要約）四半期財務諸表

(1) (要約）四半期貸借対照表

科  目

前年同四半期末 
(平成20年２月期 
第３四半期末)

当四半期末
(平成21年２月期 
第３四半期末)

増  減
（参考）前期末 

(平成20年２月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 1. 現金及び預金 1,529,717 2,482,465 952,747 62.3 1,209,031

 2. 売掛金 145,722 199,170 53,447 36.7 118,002

 3. たな卸資産 532,615 464,738 △67,877 △12.7 472,846

 4. その他 458,166 436,427 △21,739 △4.7 471,477

   流動資産合計 2,666,222 3,582,801 916,579 34.4 2,271,357

Ⅱ 固定資産

 1. 有形固定資産

  (1) 建物 4,305,638 4,316,676 11,037 0.3 4,135,863

  (2) 構築物 647,635 577,066 △70,569 △10.9 603,326

  (3) 工具器具備品 285,588 315,306 29,718 10.4 262,896

  (4) 土地 1,333,711 1,333,711 - - 1,333,711

  (5) その他 1,720 93,889 92,168 - 4,895

   有形固定資産合計 6,574,294 6,636,649 62,355 0.9 6,340,692

 2. 無形固定資産 360,849 358,283 △2,567 △0.7 348,520

 3. 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 124,155 95,702 △28,453 △22.9 118,011

  (2) 差入保証金 4,567,650 4,186,015 △381,635 △8.4 4,362,828

  (3) その他 734,803 416,471 △318,332 △43.3 806,783

  (4) 貸倒引当金 △8,768 △86,983 △78,215 892.0 △7,536

   投資その他の資産合計 5,417,840 4,611,206 △806,635 △14.9 5,280,087

   固定資産合計 12,352,984 11,606,139 △746,846 △6.0 11,969,301

   資産合計 15,019,206 15,188,940 169,733 1.1 14,240,658
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（単位：千円、％） 

科  目

前年同四半期末 

(平成20年２月期 

第３四半期末)

当四半期末 

(平成21年２月期 

第３四半期末)

増  減
（参考）前期末 

(平成20年２月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 1. 買掛金 846,999 1,493,256 646,257 76.3 657,955

 2. 短期借入金 4,332,731 3,257,833 △1,074,898 △24.8 2,847,558

 3. １年以内償還予定社債 316,000 16,000 △300,000 △94.9 316,000

 4. 未払金 1,057,796 1,417,503 359,706 34.0 1,394,837

 5. 未払法人税 89,800 97,086 7,285 8.1 134,760

 6. 賞与引当金 313,997 319,907 5,910 1.9 154,047

 7. その他 473,312 238,332 △234,979 △49.6 264,392

   流動負債合計 7,430,636 6,839,918 △590,718 △7.9 5,769,552

Ⅱ 固定負債

 1. 社債 332,000 316,000 △16,000 △4.8 332,000

 2. 長期借入金 7,234,059 7,186,084 △47,975 △0.7 6,769,536

 3. 退職給付引当金 354,672 370,498 15,826 4.5 331,616

 4. 役員退職慰労引当金 409,389 50,876 △358,513 △87.6 416,989

 5. その他 76,413 113,153 36,739 48.1 111,792

   固定負債合計 8,406,534 8,036,611 △369,922 △4.4 7,961,934

   負債合計 15,837,170 14,876,530 △960,640 △6.1 13,731,486

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 1. 資本金 8,231,794 8,981,794 750,000 9.1 8,981,794

 2. 資本剰余金 1,507,897 2,257,897 750,000 49.7 2,257,897

 3. 利益剰余金 △10,497,675 △10,871,776 △374,101 3.6 △10,685,450

 4. 自己株式 △47,216 △51,765 △4,548 9.6 △48,194

   株主資本合計 △805,200 316,148 1,121,349 △139.3 506,047

Ⅱ 評価・換算差額等

 1. その他有価証券評価 

   差額金
△12,763 △3,738 9,025 △70.7 3,124

   評価・換算差額等合計 △12,763 △3,738 9,025 △70.7 3,124

   純資産合計 △817,964 312,410 1,130,374 △138.2 509,171

   負債純資産合計 15,019,206 15,188,940 169,733 1.1 14,240,658
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（単位：千円、％） 

 
  

(2) (要約）四半期損益計算書

科  目

前年同四半期 

(平成20年２月期 

第３四半期)

当四半期 

(平成21年２月期 

第３四半期)

増  減
（参考）前期 

(平成20年２月期)

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ 売上高 22,199,680 21,186,561 △1,013,118 △4.6 29,554,915

Ⅱ 売上原価 7,805,205 7,169,240 △635,965 △8.1 10,445,903

   売上総利益 14,394,475 14,017,321 △377,153 △2.6 19,109,012

Ⅲ 営業収入 2,868 1,813 △1,054 △36.8 3,578

   営業総利益 14,397,343 14,019,135 △378,208 △2.6 19,112,590

Ⅳ 販売費及び一般管理費 14,467,027 13,935,863 △531,163 △3.7 19,070,371

   営業利益 

      又は営業損失(△)
△69,683 83,271 152,954 - 42,219

Ⅴ 営業外収益 68,909 79,698 10,789 15.7 97,612

Ⅵ 営業外費用 255,038 246,858 △8,179 △3.2 351,658

   経常利益 

      又は経常損失(△)
△255,813 △83,889 171,923 △67.2 △211,825

Ⅶ 特別利益 22,511 127,475 104,964 466.3 107,755

Ⅷ 特別損失 535,796 153,373 △382,423 △71.4 822,890

   税引前四半期(当期) 

   純利益又は純損失(△)
△769,098 △109,787 659,311 △85.7 △926,960

   税金費用 188,184 76,539 △111,645 △59.3 218,097

   四半期(当期)純利益 △957,283 △186,326 770,956 △80.5 △1,145,058

      又は純損失(△)
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前年同四半期(自 平成19年３月１日 至 平成19年11月30日) 

 
  

  

当四半期(自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日) 

  

 
  

  

(3) (要約）四半期株主資本等変動計算書

株主資本
   評価・換算 

     差額等

純資産合計

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 

評価差額金資本準備金
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年２月28日残高

(千円)
8,231,794 1,507,897 △9,540,391 △43,620 155,679 6,266 161,945

当四半期会計期間中の

変動額

 四半期純損失（△） △957,283 △957,283 △957,283

 自己株式の取得 △3,596 △3,596 △3,596

 株主資本以外の項目

の当四半期会計期間中

の変動額(純額)

△19,029 △19,029

当四半期会計期間中の

変動額合計(千円)
- - △957,283 △3,596 △960,879 △19,029 △979,909

平成19年11月30日残高

(千円)
8,231,794 1,507,897 △10,497,675 △47,216 △805,200 △12,763 △817,964

株主資本
   評価・換算 

     差額等

純資産合計

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 

評価差額金資本準備金
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成20年２月29日残高

(千円)
8,981,794 2,257,897 △10,685,450 △48,194 506,047 3,124 509,171

当四半期会計期間中の

変動額

 四半期純損失（△） △186,326 △186,326 △186,326

 自己株式の取得 △3,571 △3,571 △3,571

 株主資本以外の項目

の当四半期会計期間中

の変動額(純額)

△6,862 △6,862

当四半期会計期間中の

変動額合計(千円)
- - △186,326 △3,571 △189,898 △6,862 △196,761

平成20年11月30日残高

(千円)
8,981,794 2,257,897 △10,871,776 △51,765 316,148 △3,738 312,410
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前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

  

 
  

株主資本
   評価・換算 

     差額等

純資産合計

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 

評価差額金資本準備金
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年２月28日残高

(千円)
8,231,794 1,507,897 △9,540,391 △43,620 155,679 6,266 161,945

事業年度中の変動額

 新株の発行 750,000 750,000 1,50,000 1,500,000

 当期純損失（△） △1,145,058 △1,145,058 △1,145,058

 自己株式の取得 △4,573 △4,573 △4,573

 株主資本以外の項目

の事業年度中の変動額

(純額)

△3,141 △3,141

事業年度中の変動額合

計(千円)
750,000 750,000 △1,145,058 △4,573 350,368 △3,141 347,226

平成20年２月29日残高

(千円)
8,981,794 2,257,897 △10,685,450 △48,194 506,047 3,124 509,171
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（単位：千円） 

 
  

(4) (要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期 

(平成20年２月期第３四半期)

当四半期 

(平成21年２月期第３四半期)

（参考）前期 

(平成20年２月期)

区分 金額 金額 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前四半期(当期)純損失 △769,098 △109,787 △926,960

   減価償却費 545,609 510,920 724,445

   減損損失 287,122 3,932 392,917

   固定資産除却損 19,646 8,250 69,338

   投資有価証券評価損 - - 24,155

   店舗閉鎖等損失 - - 62,990

   特別退職金 - - 86,216

   移転等補償金 - - △65,611

   保険解約損 - 28,808 -

   前期損益修正損 8,500 - -

   保険解約益 - △42,881 -

   前期損益修正益 △22,038 △20,975 △40,439

   役員退職慰労金 - 506,698 -

   貸倒引当金の増加額（△減少額） △472 79,445 △1,704

   賞与引当金の増加額（△減少額） 141,121 165,859 △18,827

   退職給付引当金の増加額（△減少額） 43,819 38,882 20,763

   役員退職慰労引当金の増加額 

     （△減少額）
19,700 △366,113 27,300

   店舗閉鎖損失等引当金の増加額 

     （△減少額）
196,877 - -

   受取利息及び受取配当金 △22,076 △26,431 △33,614

   支払利息及び社債利息 213,991 195,027 284,259

   売上債権の減少額（△増加額） △27,920 △81,167 △200

   たな卸資産の減少額（△増加額） △122,944 8,107 △63,175

   仕入債務の増加額（△減少額） 187,560 835,301 △1,483

   未払消費税等の増加額（△減少額） 112,052 △67,899 128,135

   未払金の増加額（△減少額） △9,054 121,481 238,560

   未払費用の増加額（△減少額） 12,606 45,468 △13,482

   その他 34,120 △6,325 77,367

    小計 849,122 1,826,603 970,947

   利息及び配当金の受取額 2,639 9,868 3,609

   利息の支払額 △212,383 △189,078 △280,713

   移転等補償金による収入 - - 45,111

   保険の解約による収入 - 303,577 -

   役員退職慰労金の支払額 - △506,698 -

   特別退職金の支払額 - △86,216 -

   法人税等の支払額 △66,269 △93,172 △66,433

  営業活動によるキャッシュ・フロー 573,108 1,264,882 672,520

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 △735,280 △200,416 △773,698

   定期預金の払戻しによる収入 222,116 272,409 724,530

   有形固定資産の取得による支出 △191,157 △785,530 △220,743

   関係会社の清算による収入 - 12,655 -

   差入保証金の差入による支出 △32,518 △42,360 △40,527

   差入保証金の償還による収入 285,808 224,957 403,812

   その他 2,655 △12,229 2,411

  投資活動によるキャッシュ・フロー △448,374 △530,513 95,785
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Ⅲ 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(△減少額) 664,000 △28,001 △901,000

   長期借入金の借入による収入 - 2,350,000 -

   長期借入金の返済による支出 △951,544 △1,495,176 △1,336,240

   社債の償還による支出 △16,000 △316,000 △16,000

   株式の発行による収入 - - 1,494,567

   割賦未払金の返済による支出 △95,291 △16,192 △103,448

   自己株式の増加額 △3,596 △3,571 △4,573

  財務活動によるキャッシュ・フロー △402,432 491,058 △866,694

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △277,697 1,225,427 △98,389

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,254,593 1,156,204 1,254,593

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 976,895 2,381,631 1,156,204
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①部門別売上高 

                               (単位：千円)
 

 
（注）1 記載金額には、消費税等は含まれておりません。 

 2 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

  

②地域別売上高 

                               (単位：千円)
 

 
（注）1 記載金額には、消費税等は含まれておりません。 

 2 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

 3 平成20年11月30日現在の直営店舗数 189店 

    (関東128 中部・北陸6 近畿41 中国2 九州12) 

6. 販売実績

                  期 別

  部 門 別

前年同四半期
(平成20年２月期第３四半期)

当四半期 
(平成21年２月期第３四半期)

金額 構成比 金額 構成比

％ ％

ステーキのどん 10,507,177 47.3 9,119,832 43.0

 どん亭 5,389,755 24.3 5,604,367 26.5

 フォルクス 6,006,647 27.1 6,217,515 29.3

 その他 296,100 1.3 244,845 1.2

合   計 22,199,680 100.0 21,186,561 100.0

期 別 
前年同四半期 当四半期

平成20年２月期第３四半期 平成21年２月期第３四半期

 地 域 別
金  額 構成比 金  額 構成比

 関 東 地 区 15,731,663 70.9 15,494,656 73.1

 中 部 地 区 518,746 2.3 443,582 2.1

 近 畿 地 区 4,347,825 19.6 4,056,709 19.2

 中 国 地 区 170,684 0.8 153,572 0.7

 九 州 地 区 1,430,760 6.4 1,038,041 4.9

合  計 22,199,680 100.0 21,186,561 100.0
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