
  

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成18年５月26日 

【事業年度】 第36期(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

【会社名】 株式会社どん 

  （旧社名 株式会社フォルクス） 

【英訳名】 Don Co., Ltd. 

  （旧英訳名 The Volks, Inc.） 

（注）平成18年３月１日付で、当社は株式会社どんと合併

し、社名を上記のように変更いたしました。 

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長  籾 山 昌 也 

【本店の所在の場所】 埼玉県鶴ヶ島市柳戸町７番地１ 

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区愛住町５番地 

【電話番号】 (03)5379―0457(直通) 

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理統括   南   慎一郎 

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 

  株式会社どん（東京事務所) 

  (東京都新宿区愛住町５番地) 

    



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32期 第33期 第34期 第35期 第36期 

決算年月 平成14年２月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月

売上高 (千円) 17,709,038 16,910,795 17,046,198 16,266,608 15,197,934

経常損益 (千円) △924,449 △581,861 △651,026 185,246 △431,879

当期純損益 (千円) △2,245,459 △815,051 △1,407,814 672,835 △1,046,219

持分法を適用した 
場合の投資損益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 7,379,570 7,629,732 7,629,732 7,629,732 7,780,222

発行済株式総数 (株) 19,079,703 20,905,703 20,905,703 20,905,703 21,650,703

純資産額 (千円) 4,881,061 4,146,768 3,311,659 3,812,581 3,058,794

総資産額 (千円) 9,240,000 8,330,958 7,977,825 6,066,142 5,266,729

１株当たり純資産額 (円) 255.93 198.72 158.76 182.91 141.79

１株当たり配当額 
(内１株当たり中間配当額) 

(円) 
(円) 

― 
(―)

―
(―)

―
(―)

― 
(―)

―
(―)

１株当たり当期純損益 (円) △117.70 △39.28 △67.47 32.26 △49.16

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 52.8 49.8 41.5 62.9 58.1

自己資本利益率 (％) ― ― ― 18.9 ―

株価収益率 (倍) ― ― ― 12.9 ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △154,412 △709,941 512,230 △225,108 △527,512

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 281,521 365,706 850,109 1,722,215 △129,132

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △208,480 208,342 △842,320 △1,360,632 108,641

現金及び現金同等物の 
期末残高 

(千円) 304,952 169,060 689,079 825,554 277,550

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) 
431 

(1,742)
366

(1,725)
330

(1,886)
354 

(1,667)
337

(1,627)



(注) １ 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、「最近５連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」については記載

しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 持分法を適用した場合の投資損益については、関連会社がありませんので、記載しておりません。 

４ １株当たり純資産額及び１株当たり当期純損益については、発行済株式数から自己株式数を控除して算出しております。

５ 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。 

６ 32期、33期、34期及び36期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失のため、記載しておりません。 

７ 従業員数については、就業人員数を記載しております。また、「平均臨時雇用者数」は、年間の平均雇用人員(１日８時

間換算による月平均人数)を記載しております。 

  



２ 【沿革】 

提出会社は平成18年３月１日に、飲食業を営む株式会社どんを吸収合併し、現在に至っております。従いまして、

被合併会社の主な沿革を、ご参考まで付記しております。 

  

  

  

年月 沿革

昭和45年７月 ステーキハウスチェーンの展開を目的に大阪市大淀区(現、北区)に資本金1,000万円をもって、

株式会社フォルクス設立 

昭和45年12月 第１号店を大阪市大淀区(現、北区)に開店(中津店) 

昭和49年４月 関東地方における第１号店を東京都港区に開店(赤坂店) 

昭和49年９月 関西本部を本社内に設置 

昭和49年９月 東京本部を東京都台東区に設置 

昭和50年５月 本社を大阪府吹田市に移転 

昭和54年10月 郊外型独立店舗第１号店を大阪府吹田市に開店(江坂店) 

昭和55年８月 九州地方における第１号店を福岡市東区に開店(香椎店) 

昭和55年12月 事業基盤の確立に伴い、郊外型独立店舗を中心に多店舗化に着手 

昭和57年４月 24時間営業店舗第１号店を東京都渋谷区に開店(西参道店) 

昭和57年８月 九州本部を福岡市南区に設置 

昭和60年４月 中部地方における第１号店を名古屋市北区に開店(上飯田店) 

昭和61年７月 関西、関東、九州の三事業部制度を確立 

昭和62年10月 大阪証券取引所市場第二部に上場 

平成２年２月 中国地方における第１号店を鳥取市に開店(鳥取店) 

平成４年３月 全店オンライン網を確立 

平成４年９月 営業本部を設置、事業部を営業部に改称し、三営業部を統括 

平成５年４月 関東営業部を東京都港区に移転 

平成６年７月 関東営業部を東京都新宿区に移転 

平成６年８月 本社を東京都新宿区に移転 

平成14年７月 関西６店舗、九州２店舗計８店舗を中華レストラン「暖中」として新業態を展開 

平成16年10月 新業態のベーカリーステーキハウスを展開(柏店) 

平成17年１月 中華レストラン「暖中」業態から撤退 

平成17年２月 大阪府豊中市にベーカリーステーキハウスを開店（豊中緑丘店） 



  

  

(ご参考)被合併会社(株式会社どん)の沿革 

  

年月 沿革

平成18年１月 臨時株主総会において、株式会社どんとの合併契約書承認を決議 

平成18年２月 

平成18年２月 

関東６店舗を「ステーキのどん」へ業態転換 

店舗数109店舗 

平成18年３月 株式会社フォルクスを存続会社として、株式会社どんを吸収合併し、株式会社どんは解散 

合併に伴い、商号を株式会社どんに変更し、本店所在地を大阪府吹田市より埼玉県鶴ヶ島市 

(被合併会社の本店・本社所在地)へ移転 

東京都新宿区の本社を東京事務所へ変更 

年月 沿革

昭和51年７月 群馬県前橋市に資本金1,000万円をもって、富士フード株式会社を設立 

昭和51年８月 ステーキのどん１号店を前橋市に開店 

平成２年11月 埼玉県入間郡鶴ヶ島町に資本金1,000万円をもって、株式会社どん亭を設立 

平成２年11月 どん亭１号店を前橋市に開店 

平成２年12月 株式会社どん亭のセントラルキッチン部門を目的として株式会社デライツフーズを設立 

平成３年９月 株式会社どん亭の商号を株式会社どんに変更 

平成10年５月 本店を東京都港区に移転 

平成11年４月 富士フード株式会社のステーキのどん店舗の運営譲受により、ステーキのどん店舗を株式会社ど

んに一元化 

平成13年４月 株式会社デライツフーズを吸収合併 

平成13年12月 本店を東京都三鷹市に移転 

平成14年10月 コミッサリー業務、サービスセンター業務の拡充のため、埼玉県鶴ヶ島市に新工場・新サービス

センターを移転 

平成14年11月 本店を埼玉県鶴ヶ島市に移転。富士フード株式会社より店舗不動産等を転貸借解消のため譲受 

平成18年１月 臨時株主総会において、株式会社フォルクスとの合併契約書承認を決議 

平成18年２月 店舗数90店舗 

平成18年３月 株式会社フォルクスと合併(株式会社どんは解散) 



３ 【事業の内容】 

当社は、ステーキ料理を主体としたファミリーステーキハウスのチェーン展開を行い、ステーキハウスという業態

において、お客様の多様な食生活に対するニーズを満たすため、ステーキのポピュラープライス化を実現し、豊富な

バリエーションのステーキメニューを提供する外食企業であります。 

当社の企業集団は、当社及びステーキ・しゃぶしゃぶ専門店を展開している親会社（株式会社どん）によって構成

されております。また、親会社である株式会社どんとは、原材料等の仕入及び店舗の賃貸等の取引関係があります。 

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。 

  

事業の系統図は次のとおりであります。 

  

 

  



４ 【関係会社の状況】 

(1) 親会社 

当期において、その他の関係会社から親会社となった会社は、次のとおりであります。 

  

  

  

(2) 関連会社 

該当事項はありません。 

  

(3) その他の関係会社 

該当事項はありません。 

  

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の従業員数、平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与 

平成18年２月28日現在 

(注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

２ 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均雇用人員(１日８時間換算による月平均人数)を( )外数で記載し

ております。 

３ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(2) 労働組合の状況 

当社の労働組合は、平成４年６月16日に結成され、日本労働組合総連合会に属し、平成18年２月現在の組合員数

は260名でユニオンショップ制であります。 

なお、労使関係については良好であります。 

  

名称 住所 
資本金 
(千円) 

主要な事業
の内容 

議決権の
所有(被所有)割合 

関係内容 
所有割合
(％) 

被所有割合
(％) 

㈱どん 埼玉県鶴ヶ島市 384,710 飲食業 ― 50.1
役員の兼任 ３名 
原材料等の仕入 
 店舗の賃貸 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

337 
( 1,627) 

36.5 11.4 4,822,984



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当期の外食業界におきましては、企業業績の改善を背景に、雇用及び所得環境や個人消費に改善の傾向が見られる

ものの、同業他社や中食業態との競争は依然として続いており、全体的に経営環境は厳しい状況で推移いたしまし

た。 

このような状況の中で、当社は、ブレッドバー設置のベーカリーステーキハウスへの改装を実施するとともに、新

サービス革命を推進することで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取り組ん

でまいりました。 

営業面におきましては、前年に引き続き、商品力・販売力・調理力の強化として、お客様の感動の得られる商品の

開発を行ってまいりました。また、店舗営業力の強化と効率的な営業を目指し、ランチ、ディナータイムに資源を集

中するため営業時間を変更し、モーニング営業を全店で中止いたしました。 当社はステーキハウスのこだわりとし

て、豪州の牧場より栄養価の高い、穀物で肥育したグレインフェッドビーフを冷蔵温度帯で輸入し約５週間熟成さ

せ、柔らかく旨みの増したステーキを常に提供しております。 

メニュー面については、年２回のグランドメニューを改訂しシーフードメニュー、スモールポーションメニューを

投入する一方、“大満足デラックストリオ”と名づけた、ハンバーグ・ひとくちヤングステーキ・グリルチキンの三

種類の味が楽しめるボリューム満点の新メニューを投入しました。 

また今回の改訂より、穀物肥育牛ミドルグレイン（穀物肥育日数150日）を一部使用したサーロインステーキ（170g

～300g）、リブロースステーキリップオン（350g）を提供し、さらに、和牛の血統を持つ豪州産和牛交雑種（和牛と

主にアンガス種をかけあわせ、豪州で350日以上長期穀物肥育した牛）のビーフ100％のハンバーグを提供し、ロイン

及びハンバーグの品質向上に取り組みました。 

女性客、家族連れの新規顧客を開拓するため、カットフィレステーキ100ｇサラダ仕立て、プチフィレステーキ100

ｇ香草バター焼きの新メニューを販売する一方、ステーキハンバーグなどのセットメニューとして６つの中から組み

合わせを楽しめるセットを展開し、お客様にご好評いただいております。 

ランチタイムの集客力の回復対策として、「野菜をたっぷり食べられるヘルシーなランチをお手軽価格で」を掲げ

たおかわり自由なサラダバーとパン又はライス付の“得々おすすめランチ”の低価格帯を販売し、ランチの客数増加

に努めました。 

販売促進面については、当社の新メニュー及びベーカリーステーキハウスをお客様にさらに知っていただくため、

一般朝刊紙に割引券付きチラシを年４回実施いたしました。 

一方、恒例の厚切りステーキフェアを開催するとともに、グランドメニューでは、ステーキメニューの拡大とステ

ーキ通の方々に、ダブルシャトーブリアンステーキ400g、１ポンドサーロインステーキ450g、１ポンドリブロースス

テーキリップオン450gの厚切りステーキを販売し、ステーキハウスとしてのフォルクスらしさを訴求しました。 

調理面については、調理指導体制の強化と調理技術の向上のため調理部門を運営部へ移管するとともにベーカリー

技能の向上を目指し、全国で「ベーカリー鉄人コンテスト」を開催し調理技術の更なる向上を図りました。 

制服については、十数年ぶりにフロア、キッチン、店長制服を常に清潔感のある機能的な制服に刷新し、店舗イメ

ージ向上、サービスの向上に努めるとともに制服の自己管理によるローコスト化を図り経費削減を実施しました。 

店舗面については、店内ベーカリーとオープンキッチンを導入した調理を観て楽しむ店舗を関西地区に３店舗新設

する一方、契約満了及び不採算店舗４店舗を閉鎖いたしました。既存店では、13店舗をベーカリーステーキハウスに

改装するとともに、合併により相乗効果の見込めない６店舗を前倒しで業態転換により改装いたしました。その結

果、期末の店舗数は、前期末より10店舗減少し109店舗となっております。 



これらの結果、売上高は151億97百万円（前期比6.6％減）、経常損失4億31百万円（前事業年度は経常利益1億85百

万円）、当期純損失10億46百万円（前事業年度は当期純利益6億72百万円）となりました。 

  

（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について） 

平成17年11月15日、公正取引委員会より、同年9月まで販売しておりました「ビーフステーキ」等の表示に関して排

除命令を受けました。排除命令で指摘された概要は、当社が、平成17年3月8日から平成17年9月6日までの間で提供し

ていた商品に関し、使用している肉が牛の成型肉であるにもかかわらず、あたかも牛の生身の切り身であるかのよう

にメニュー・ポスター・チラシに示した表示は、当該料理の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著

しく優良であると示すものであって、景品表示法の規定に違反するものである、との認定を受けました。 

当社は、排除命令を受けたという事実を真摯に受け止め、二度とこのような事態が生じないよう、次の施策に取り

組んでおります。まず、メニューやチラシを始めとする全ての表示物に関して事前法務チェックを強化し、法令違反

がないように努めます。更に、社内全部門の表示物制作担当者を対象に、景品表示法に関する再教育を実施し、再発

防止に取り組んでまいります。 

  

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に比べ5億48百万円減少し2億77百万円とな

りました。 

当期のキャッシュ・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） 

営業活動の結果使用した資金は5億27百万円（前期に使用した資金は2億25百万円）となりました。 

これは主に税引前当期純利益が17億28百万円減少した一方、店舗再構築引当金を3億37百万円計上したこと、前期に

計上した営業活動によるキャッシュ・フローから除外される投資有価証券売却益及び関係会社株式売却益が９億54百

万円なくなったこと等の影響によるものであります。 

（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1億29百万円（前期に得られた資金は17億22百万円）となりました。これは主に有形

固定資産の取得による支出が3億35百万円増加したこと、前期に計上した投資有価証券及び関係会社株式の売却収入16

億75百万円なくなったこと等によるものであります。 

（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1億8百万円（前期に使用した資金は13億60百万円）となりました。これは主に第三

者割当増資による収入2億94百万円があったことのほか、前期に計上した短期借入金及び長期借入金の返済による支出

が11億74百万円なくなったこと等によるものであります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当社は、最終ユーザーである消費者に直接販売する飲食業を行っておりますので、生産及び受注の状況は記載して

おりません。 

  

(1) 仕入実績 

  

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 販売実績 

① 部門別販売実績 

  

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

品目別 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

金額(千円) 構成比(％) 前年同期比(％) 

原材料 肉類 1,353,191 28.8 95.2

  加工食品 1,547,715 32.9 99.0

  青果・野菜 634,376 13.5 97.8

  酒・飲料 425,089 9.0 79.9

  穀類 380,955 8.1 120.4

  その他 344,749 7.3 87.4

計 4,686,078 99.6 96.1

商品   18,573 0.4 60.3

合計 4,704,652 100.0 95.9

部門別 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

金額(千円) 構成比(％) 前年同期比(％) 

料理・喫茶 15,141,736 99.6 93.5

商品 56,198 0.4 69.7

合計 15,197,934 100.0 93.4



② 地域別販売実績 

  

(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。 

  

都道府県別 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

金額(千円) 構成比(％) 
前年同期比 
(％) 

関東地区    

茨城県 92,215 0.6 92.7

群馬県 76,725 0.5 83.2

埼玉県 677,319 4.5 96.9

千葉県 1,331,683 8.8 99.8

東京都 2,481,415 16.3 97.1

神奈川県 1,644,667 10.8 105.0

小計 6,304,026 41.5 99.3

中部地区    

新潟県 40,591 0.3 44.3

愛知県 98,261 0.6 96.5

小計 138,852 0.9 71.8

近畿地区    

滋賀県 100,890 0.7 96.8

京都府 1,239,805 8.2 92.6

大阪府 3,378,281 22.2 85.7

兵庫県 806,451 5.3 90.2

奈良県 211,646 1.4 94.1

和歌山県 95,647 0.6 93.4

小計 5,832,722 38.4 88.3

中国地区    

鳥取県 99,929 0.7 92.2

岡山県 265,765 1.7 95.2

広島県 133,470 0.9 91.4

小計 499,165 3.3 93.5

九州地区    

福岡県 1,723,492 11.3 94.5

長崎県 78,707 0.5 95.1

熊本県 394,533 2.6 93.9

大分県 67,403 0.4 97.3

鹿児島県 159,029 1.1 85.4

小計 2,423,166 15.9 93.8

合計 15,197,934 100.0 93.4



３ 【対処すべき課題】 

当社では、全店舗の約半数を占める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す。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、当年1月から実行に移しております。 

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50店舗について、上期中に全社集中対

応にて業態転換を進め、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。 

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

バーの増設を上期に進め、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。 

当社は現状において、大阪証券取引所「市場第二部」市場における猶予期間銘柄として、株式が取引されておりま

す。平成18年５月現在、株式会社大阪証券取引所において猶予期間銘柄の指定解除には至っていませんが、早期に株

式上場基準に適合するため、再審査を受ける準備を進めております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



４ 【事業等のリスク】 

有価証券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、特に重要な影響を及ぼす可能性のある

事項には、以下のものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当

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) 合併に伴う店舗管理システム統合のリスクについて 

当社では、合併に伴い店舗管理システム統合を実施しておりますが、予想を超えるシステム障害が起きた場合

には、営業活動に支障をきたし、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(5) 合併に伴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３年間において、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。 

(6) 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％）を承継しております。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。 

  



５ 【経営上の重要な契約等】 

合併について 

当社と株式会社どんは、商品開発、調理、店舗開発等のノウハウを共有することで経営基盤をさらに強化し、他

社の追随を許さない確固たるステーキ専門チェーンを形成するため、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、平成18年３

月１日を期して合併いたしました。 

なお、詳細は「第５ 経理の状況」 財務諸表等の(重要な後発事象)に記載しております。 

  

６ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 資産、負債及び資本の状況 

資産 

当期末における資産合計は、前期末に比べ７億99百万円減少し52億66百万円となりました。 

これは主に新店及び改装店舗による有形固定資産が１億17百万円増加したものの、現金及び預金が6億4百万円減少

したこと及び差入保証金の返還による減少等投資その他の資産が１億93百万円減少したことによるものでありま

す。 

負債 

当期末における負債合計は、店舗の閉鎖及び改装の実施に伴う店舗再構築引当金の計上により3億37百万円増加し

たものの、季節要因により買掛金が１億43百万円減少したこと及び割賦未払金が１億77百万円減少したことによ

り、前期末に比べ45百万円減少し、22億7百万円となりました。 

資本 

資本については、第三者割当増資により資本金及び資本剰余金が３億円増加したものの、当期純損失10億46百万

円計上したことにより、前期末に比べ7億53百万円減少し、30億58百万円となりました。 

(2) キャッシュ・フローの分析 

「１. 業績等の概要、(2)キャッシュ・フローの状況」に記載しております。 

(3) 経営成績の分析 

売上高 

当期の業績は、新店及びベーカリーステーキハウスに改装した店舗の売上増はあったものの、前期に閉鎖した店

舗の影響及び公正取引委員会より商品の表示（成型肉である旨をメニュー・ポスター・チラシに表示しなかったこ

と）に関して排除命令を受けたことで品質の風評（イメージダウン）等の影響もあり、売上高は151億97百万円（前

期比6.6％減）となりました。 

経常損益 

利益面につきましては、サラダ食材に使用する野菜類の高騰や原材料の見直しによる売上原価の増加及び新店の

開店費用、既存店の改装や業態転換による出店費用等の増加により、経常損失4億31百万円（前事業年度は経常利益

1億85百万円）となりました。 

当期純損益 

当期純損益につきましては、閉鎖による店舗立退料等59百万円を特別利益に計上した一方、合併により相乗効果

の見込めない店舗の閉鎖及び店舗の業態転換による損失並びに合併費用等特別損失を6億20百万円計上した結果、当

期純損失は10億46百万円（前事業年度は当期純利益6億72百万円）となりました。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

 当期の設備投資は、ベーカリーステーキハウスを３店舗新設すると共に、戸塚東店他15店舗をベーカリーステー

キハウス等に改装しました。また、６店舗を「ステーキのどん」へ業態転換しました。 

 この結果、当期の設備投資の総額は、460,253千円となりました。 

 また、当期中に閉鎖した店舗は、新潟海老ケ瀬店(新潟県)、太宰府店(福岡県)、鳥取店(鳥取県)、府内大橋店(大

分県)計４店舗であります。なお、改装、業態転換に伴う設備の除却損及び閉鎖による除却損は、64,951千円となり

ました。 

 当期末時点で業態転換により改装中の店舗は、高崎店(群馬県)、所沢店(埼玉県)、八王子店(東京都)、吉祥院店

(京都府)、吹田店(大阪府)、大阪空港店(大阪府)、豊中緑丘店(大阪府)、太宰府水城店(福岡店)、熊本八王寺店

（熊本県）計９店舗であります。 

  

  

  

  

  

  

  



２ 【主要な設備の状況】 

(1) 平成18年２月28日現在における各事業所の設備、投下資本並びに従業員の配置状況は次のとおりであります。 

  

事業所 
(所在地) 設備の内容 

面積 帳簿価額(千円) 従業
員数 
(名) 

土地 
(㎡) 

建物 
(㎡) 建物 構築物

工具器具
備品 土地 差入保証金 合計 

茨城県 店舗 1店 (1,355.37) 
1,355.37 

(254.36) 
   254.36 13,878 5,001 1,420 ― 30,505 50,805 2

群馬県 店舗 1店 (1,457.86) 
  1,457.86 

(343.40) 
   343.40 ― 754 283 ― 10,000 11,037 ―

埼玉県 店舗 5店 (7,835.59) 
  7,835.59 

(1,743.62) 
 1,743.62 38,783 3,402 5,375 ― 75,000 122,562 8

千葉県 店舗12店 (14,716.86) 
 14,716.86 

(4,151.41) 
 4,151.41 107,277 8,839 11,535 ― 243,034 370,687 24

東京都 店舗17店 (19,319.49) 
 19,319.49 

(4,582.94) 
 5,619.31 208,370 18,733 23,070 ― 410,803 660,977 38

神奈川県 店舗10店 (15,469.68) 
 15,469.68 

(3,413.82) 
 3,413.82 123,616 14,802 19,748 ― 164,256 322,423 23

新潟県 店舗 1店 (1,320.53) 
  1,320.53 

(254.16) 
   254.16 ― ― ― ― 47,884 47,884 ―

愛知県 店舗 1店 (1,012.73) 
  1,012.73 

(306.46) 
   306.46 ― ― ― ― 18,540 18,540 2

滋賀県 店舗 1店 (1,487.61) 
  1,487.61 

(363.63) 
   363.63 19,535 1,948 944 ― 6,500 28,928 2

京都府 店舗11店 (14,827.61) 
 14,827.61 

(3,411.73) 
 3,411.73 98,000 8,626 11,171 ― 234,394 352,192 22

大阪府 店舗25店 (38,101.19) 
 38,101.19 

(8,322.73) 
 9,042.48 326,941 29,333 32,079 ― 715,763 1,104,117 55

兵庫県 店舗 7店 (10,961.87) 
 11,529.23 

(2,391.56) 
 2,391.56 28,346 2,569 3,421 119,637 224,997 378,972 14

奈良県 店舗 2店 (3,625.88) 
  3,625.88 

(632.64) 
   632.64 3,667 1,486 81 ― 49,312 54,546 4

和歌山県 店舗 1店 ― 
(363.47) 
   363.47 3,101 47 113 ― 10,000 13,262 2

岡山県 店舗 2店 (2,574.50) 
  2,574.50 

(670.07) 
   670.07 13,653 2,580 2,032 ― 20,000 38,266 4

広島県 店舗 1店 (1,371.44) 
  1,371.44 

(281.29) 
   281.29 2,358 478 295 ― 10,000 13,132 2

福岡県 店舗14店 (23,123.81) 
 23,123.81 

(4,573.66) 
 4,573.66 108,365 15,590 17,632 ― 295,254 436,842 30

長崎県 店舗 1店 (1,139.79) 
  1,139.79 

(―) 
280.00 24,513 5,255 242 ― 4,000 34,011 2

熊本県 店舗 4店 (7,004.70) 
  7,004.70 

(1,343.93) 
 1,343.93 20,852 4,449 4,257 ― 61,700 91,258 7

鹿児島県 店舗 2店  (3,104.02) 
  3,104.02 

(669.53) 
   669.53 11,167 2,066 1,856 ― 35,100 50,190 4

店舗計 店舗119店 (169,810.53) 
170,377.89 

(38,074.41) 
40,110.53 1,152,428 125,967 135,563 119,637 2,667,044 4,200,641 245

本店及び西
日本運営部
(吹田市) 

本店・ 
事務所 ― 

(273.00)
273.00 15,489 ― 237 ― 26,310 42,037 33

本社及び東
日本運営部
(東京都 
新宿区) 

本社・ 
事務所 ― 

(389.40)
389.40 2,477 ― 1,203 ― 56,258 59,939 42

九州運営部
(福岡市 
南区) 

事務所 ― 
(231.10)

    231.10 1,078 ― 513 ― 3,000 4,591 17

その他計 3事務所 ― 
(893.50)
893.50 19,045 ― 1,954 ― 85,568 106,568 92

合計 (169,810.53)
170,377.89 

(38,967.91)
41,004.03 1,171,474 125,967 137,518 119,637 2,752,612 4,307,209 337



(注) １ 面積のうち( )書は内書で、賃借部分を示しております。 

２ 兵庫県の土地は西宮店(西宮市)にかかるものであります。 

３ 新潟県の１店舗は、転貸物件であります。 

４ リース契約による主な賃借設備は下記のとおりであります。 

  

(注) 上記に係る当期リース料は158,470千円であり、リース契約残高は300,588千円(いずれも消費税等除く)でありま

す。 

  

リース資産の種類 名称 数量 契約期間 

工具器具備品 

厨房機器 95店舗 ６年 

オーダーエントリーシステム 109店舗 ５年 

ストアコンピューター 109台 ５年 



(2) 平成18年２月28日現在における店舗の所在地、開店年月及び客席数は次のとおりであります。 

  

  

店名 開店年月 所在地
客席数 
(席) 

新橋店 昭和51年８月 東京都港区新橋１―18―21 第一日比谷ビル２F 72

江坂店 昭和54年10月 大阪府吹田市江ノ木町２―１ 112

箕面店 昭和54年12月 大阪府箕面市粟生新家１―１―３ 101

相模原店 昭和55年12月 神奈川県相模原市中央２―１―１ 124

※2 大阪空港店 昭和55年12月 大阪府池田市空港１―10―９ ―

芦屋店 昭和56年６月 兵庫県芦屋市春日町24―16 112

新松戸店 昭和56年11月 千葉県松戸市新松戸３―２―２ ダイエー新松戸店１F 82

大和店 昭和57年２月 神奈川県大和市深見台１―１―３ 110

座間店 昭和57年４月 神奈川県座間市相模が丘１―31―17 95

北山通店 昭和57年５月 京都市北区上賀茂桜井町34―１ 104

※2 吹田店 昭和57年７月 大阪府吹田市金田町28―10 ―

大橋店 昭和57年８月 福岡市南区向野１―20―18 103

越谷店 昭和57年12月 埼玉県越谷市神明町２―132―１ 112

門真店 昭和57年12月 大阪府門真市向島町35―１ 107

武蔵野店 昭和57年12月 東京都武蔵野市八幡町３―７―８ 101

港南台店 昭和58年２月 横浜市港南区日野南１―１―31 96

津田沼店 昭和58年２月 千葉県習志野市谷津１―16―１ サンペデック10F 112

小倉店 昭和58年２月 北九州市小倉北区片野２―21―26 103

船橋店 昭和58年２月 千葉県船橋市宮本９―４―１ 101

博多駅南店 昭和58年４月 福岡市博多区博多駅南３―16―27 101

城東古市店 昭和58年７月 大阪市城東区古市３―16―14 103

※2 所沢店 昭和58年８月 埼玉県所沢市東町12―９ ―

天保山店 昭和59年１月 鹿児島市天保山町22―１ 130

※2 八王子店 昭和59年２月 東京都八王子市元横山町２―３―14 ―

※2 吉祥院店 昭和59年８月 京都市南区吉祥院池之内町24―１ ―

川口店 昭和59年11月 埼玉県川口市芝３―23―22 98

到津店 昭和59年11月 北九州市小倉北区上到津３―１―５ 143

名島店 昭和60年１月 福岡市東区名島２―31―33 92

高槻店 昭和60年３月 大阪府高槻市富田丘町11―１ 112

世田谷代田店 昭和60年３月 東京都世田谷区代田１―９―10 84

上飯田店 昭和60年４月 名古屋市北区織部町１―１ 92



  

  

店名 開店年月 所在地
客席数 
(席) 

西宮店 昭和60年５月 兵庫県西宮市能登町５―８ 94

高井戸東店 昭和60年８月 東京都杉並区高井戸東２―３―10 100

戸塚東店 昭和61年４月 横浜市戸塚区吉田町876 104

薬院店 昭和61年10月 福岡市中央区薬院２―７―６ 118

太秦店 昭和61年12月 京都市右京区常盤東ノ町６―３ 116

中環千里店 昭和62年１月 大阪府吹田市津雲台７―66―12 117

針中野店 昭和62年２月 大阪市東住吉区針中野４―12―21 109

高槻東店 昭和62年２月 大阪府高槻市東上牧１―１―３ 110

戸塚西店 昭和62年２月 横浜市戸塚区汲沢町1170 132

奈良大宮店 昭和62年３月 奈良市大宮町５―181 124

宝塚店 昭和62年７月 兵庫県宝塚市安倉西４―３―20 95

渋谷公園通店 昭和62年７月 東京都渋谷区宇田川町２―１ 渋谷ホームズB１F 78

中百舌鳥店 昭和62年11月 大阪府堺市百舌鳥梅町３丁46―１ 122

川西店 昭和62年12月 兵庫県川西市多田桜木１―４―18 122

上新庄店 昭和62年12月 大阪市東淀川区豊新１―６―28 100

港北ニュータウン店 昭和63年２月 横浜市都筑区茅ヶ崎南５―26―36 124

長住店 昭和63年２月 福岡市南区西長住１―８―30 118

川口中央店 昭和63年２月 埼玉県川口市栄町１―13―18 108

物集女店 昭和63年２月 京都市西京区樫原井戸町14―１ 84

桂店 昭和63年２月 京都市西京区上桂三ノ宮町50―4 80

和歌山店 昭和63年２月 和歌山市小雑賀805―１ 106

鶴見寺尾店 昭和63年７月 横浜市鶴見区諏訪坂５―37 103

宇宿店 昭和63年８月 鹿児島市宇宿３―15―15 122

熊本インター店 昭和63年10月 熊本市御領６―１―60 112

津久野店 昭和63年10月 大阪府堺市津久野町１丁20―５ 96

※2 高崎店 昭和63年11月 群馬県高崎市緑町１―１―１ ―

田無店 昭和63年11月 東京都西東京市芝久保町３―１―46 110

市川ニッケ店 昭和63年11月 千葉県市川市鬼高１―１―１ コルトンプラザ 106

大津店 平成元年１月 滋賀県大津市別保３―11―26 104

千里中央店 平成元年２月 大阪府豊中市新千里東町１―５―２ 千里セルシーB１F 84

太宰府インター店 平成元年２月 福岡県大野城市白木原５―１―10 106



  

  

店名 開店年月 所在地
客席数 
(席) 

成田店 平成元年６月 千葉県成田市東町168―１ 104

羽曳野店 平成元年８月 大阪府羽曳野市西浦１―２―12 106

宇治店 平成元年11月 京都府宇治市宇治壱番125―１ 98

柏店 平成元年11月 千葉県柏市あけぼの３―11―１ 146

千里丘店 平成元年11月 大阪府吹田市千里丘上６―１ 134

北方店 平成２年１月 北九州市小倉南区北方２―30―１ 114

摂津店 平成２年２月 大阪府摂津市学園町１―７―49 105

稲毛店 平成２年２月 千葉市稲毛区小仲台８―６―５ 103

枚方店 平成２年２月 大阪府枚方市星ヶ丘２―37―７ 105

西明石店 平成２年６月 兵庫県明石市西明石北町１―１―10 102

堺七道店 平成２年８月 大阪府堺市三宝町３丁173―１ 91

倉敷店 平成２年８月 岡山県倉敷市老松町４―７―28 92

※2 熊本八王寺店 平成２年10月 熊本市八王寺町12―43 ―

近見店 平成２年12月 熊本市日吉２―１―１ 105

岡山店 平成２年12月 岡山市青江１―７―26 106

黒崎店 平成３年５月 北九州市八幡西区筒井町13―３ 122

金閣寺店 平成３年６月 京都市北区衣笠北荒見町８ 113

西浦和店 平成４年３月 さいたま市桜区西堀４―10―30 111

健軍店 平成４年３月 熊本市健軍１―28―10 109

※2 太宰府水城店 平成４年４月 福岡県太宰府市大字大佐野106―１ ―

宝ヶ池店 平成４年６月 京都市左京区上高野仲町27 92

豊洲店 平成４年11月 東京都江東区豊洲３―３―３ あいプラザ１F 90

姫路店 平成４年11月 兵庫県姫路市北条１―48―１ 105

百草園店 平成４年12月 東京都日野市落川987 107

青梅店 平成５年７月 東京都青梅市新町８―21―４ 92

佐世保店 平成５年12月 長崎県佐世保市大塔町1861―12 88

新葛西店 平成６年10月 東京都江戸川区中葛西３―27―16 106

イースト21店 平成６年12月 東京都江東区東陽６―３―２ イースト21モール１F 130

戸越店 平成６年12月 東京都品川区平塚２―３―11 104



  

(注) １※1の店舗については、「ステーキのどん」に業態転換した店舗であります。 

   ２※2の店舗については、業態転換による改装中の店舗であります。 

  

店名 開店年月 所在地
客席数 
(席) 

西田辺店 平成６年12月 大阪市阿倍野区昭和町４―12―29 100

亀岡店 平成７年４月 京都府亀岡市篠町野条下川27―４ 106

広島本通店 平成７年４月 広島市中区紙屋町２―３―19 110

千葉ニュータウン中央店 平成７年８月 千葉県印西市戸神469 千葉NTアルカサール１F 112

博多の森店 平成７年８月 福岡市博多区東平尾１―18―47 106

十条新千本店 平成７年８月 京都市南区上鳥羽唐戸町７―１ 105

上野毛店 平成７年10月 東京都世田谷区中町２―22―17 104

富士森公園店 平成７年11月 東京都八王子市台町２―12―44 104

玉津店 平成７年12月 兵庫県神戸市西区枝吉５―164 100

次郎丸店 平成８年４月 福岡市早良区賀茂４―38―15 100

中環柴原店 平成８年６月 大阪府豊中市刀根山元町５―50 124

下曽根店 平成８年８月 北九州市小倉南区田原新町２―２―２ 94

大和郡山店 平成８年11月 奈良県大和郡山市小林町西３―１―７ 100

南流山店 平成８年12月 千葉県流山市鰭ヶ崎952―１ 94

東天満店 平成９年７月 大阪市北区東天満１―２―17 112

あすみが丘店 平成13年６月 千葉市緑区あすみが丘４―19―４ 96

西参道店 平成15年７月 
東京都渋谷区代々木３―33―７
フォレストタウン参宮橋２F 

138

※2 豊中緑丘店  平成17年２月 大阪府豊中市春日町５―９―23 ―

伏見下鳥羽店  平成17年３月 京都市伏見区下鳥羽長田町37 114

高石店  平成17年４月 大阪府高石市西取石７―11―37 111

枚方御殿山店  平成17年４月 大阪府枚方市渚内野１―２―３ 110

※1 白井店 平成18年２月 千葉県白井市木274―１ 102

※1 取手店 平成18年２月 茨城県取手市新町４―６―12 98

※1 幕張店 平成18年２月 千葉市美浜区浜田２―43―６ 150

※1 茅ヶ崎店 平成18年２月 神奈川県茅ヶ崎市西久保1521 124

※1 藤沢店 平成18年２月 神奈川県藤沢市片瀬339―４ 100

※1 恋ヶ窪店 平成18年２月 東京都国分寺市東恋ヶ窪５―13―４ 102

合計 ― ――― 11,602



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

平成18年２月28日現在における重要な設備の新設等の主なものは次のとおりであります。 

(注) １ 平成18年３月１日付で株式会社どんと合併しておりますので、合併後の設備の計画を記載しております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

当事業年度末現在、店舗の閉鎖及び業態転換を予定しておりますが、それに伴う設備除却損は、店舗再構築引当

金として既に計上しております。 

  

  

事業所 設備の内容 
投資予定額 

資金調達
方法 

着手(予定)
年月 

完成(予定) 
年月 

完成後の 
増加能力 
客席数(席) 

総額 
(千円) 

既支払額
(千円) 

新設 
ステーキのどん 
(小山店他計３店舗) 
(注)1 

建物、 
内装設備、 
保証金 

255,000 1,828
自己資金

及び借入金 
平成18年２月 平成18年11月 354 

新設 
どん亭 
(戸田駅前店他計３

店舗) 
(注)1 

建物、 
内装設備、 
保証金 

349,000 6,244
自己資金

及び借入金 
平成17年12月 平成18年11月 444 

新設 
九州配送センター 
(福岡県宇美町) 
(注)1 

物流倉庫、 
工場設備 

31,000 ―
自己資金

及び借入金 
平成18年４月 平成18年４月 ― 

業態転換 
(熊本八王寺店他計

50店舗) 
店内設備 1,400,000 6,262

自己資金

及び借入金 
平成18年１月 平成18年８月 ― 

合計 ― 2,035,000 14,335 ― ― ― 798 



第４ 【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】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) 提出日現在の発行数には、平成18年３月１日合併に際して割当交付した普通株式4,944,660株が含まれております。 

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) １ 有償 第三者割当増資  発行価格  274円 

資本組入額 137円 

割当先   株式会社ベンチャー・リンク 

      リンク・インベストメント株式会社 

２ 有償 第三者割当増資  発行価格  403円 

資本組入額 202円 

割当先   株式会社どん 

３ 平成18年３月１日に株式会社どんとの合併に伴い、発行済株式数が4,944,660株増加し、発行済株式総数は26,595,363株

となっております。また、資本準備金が625,462千円増加し、資本準備金残高は1,057,777千円となっております。 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 32,000,000

計 32,000,000

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年２月28日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年５月26日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 21,650,703 26,595,363
大阪証券取引所
(市場第二部) 

完全議決権株式であり、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 

計 21,650,703 26,595,363 ― ― 

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14年３月29日 
(注)１ 

1,826,000 20,905,703 250,162 7,629,732 250,162 282,570

平成17年７月25日 
(注)２ 

745,000 21,650,703 150,490 7,780,222 149,745 432,315



(4) 【所有者別状況】 

平成18年２月28日現在 

(注) １ 自己株式78,300株は、「個人その他」に78単元、「単元未満株式の状況」に300株含まれております。 

なお、期末日現在の実質的な所有株式数は、78,300株であります。 

   ２ 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成18年２月28日現在 

(注) １ 前事業年度末現在主要株主であった株式会社ローソンは、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。 

２ 上記のほか、当社所有の自己株式78千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合0.36％)があります。 

  

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株)
単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等 個人
その他 

計 
個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 5 7 112 2 ― 8,355 8,481 ―

所有株式数 
(単元) 

― 390 24 11,597 3 ― 9,364 21,378 272,703

所有株式数 
の割合(％) 

― 1.83 0.11 54.25 0.01 ― 43.80 100.00 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

株式会社どん 埼玉県鶴ヶ島市柳戸町７－１ 10,675 49.30

株式会社オーエムシーカード 東京都中央区銀座６－２－１ 513 2.37

中央三井信託銀行株式会社 東京都中央区晴海１－８－11 232 1.07

麒麟麦酒株式会社 東京都中央区新川２－10－１ 117 0.54

第一生命保険相互会社 東京都中央区晴海１－８－12 110 0.50

三田 昌宏 兵庫県西宮市南郷町 69 0.31

フォルクス従業員持株会 東京都新宿区愛住町５ 62 0.29

株式会社マルエツ 東京都豊島区東池袋５－51－12 60 0.27

茅場 福次 茨城県竜ヶ崎市城下 54 0.24

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜２－４－６ 40 0.18

計 ― 11,934 55.12



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年２月28日現在 

(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1,000株(議決権１個)が含まれております。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式300株が含まれております。 

  

  

② 【自己株式等】 

平成18年２月28日現在 

(注)  平成18年３月１日付けをもって、本店を埼玉県鶴ヶ島市柳戸町７番地１に移転しております。 

  

  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

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 78,000

―
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 

21,300,000 
21,300 同上 

単元未満株式 普通株式 272,703 ― 一単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数 21,650,703 ― ― 

総株主の議決権 ― 21,300 ― 

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) 
株式会社フォルクス 

大阪府吹田市 
豊津町10番11号 

78,000 ― 78,000 0.36

計 ― 78,000 ― 78,000 0.36



２ 【自己株式の取得等の状況】 

 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

(1)【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2)【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

３ 【配当政策】 

 当社では、株主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。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

回次 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期 

決算年月 平成14年２月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 

最高(円) 582 439 392 469 741

最低(円) 281 280 310 321 403

月別 平成17年９月 10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 

最高(円) 582 538 575 588 741 723

最低(円) 430 430 489 546 591 602



５ 【役員の状況】 

  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

代表取締役 
会長兼社長   籾 山 昌 也 昭和19年９月11日生

昭和51年７月 富士フード株式会社設立 

1,519

昭和59年５月 同社代表取締役社長(現) 

平成２年11月 株式会社どん設立 

同社代表取締役社長 

平成２年12月 株式会社デライツフーズ設立 

同社代表取締役社長 

平成13年４月 株式会社どんが株式会社デライツ

フーズを吸収合併 

株式会社どん代表取締役社長 

平成17年５月 

平成18年１月 

当社代表取締役会長就任 

当社代表取締役会長兼社長(現)  

常務取締役 管理統括 南  慎一郎 昭和33年８月30日生

昭和56年４月 株式会社サト入社 

21

昭和59年２月 松栄株式会社入社 

平成10年２月 株式会社どん入社 

平成15年４月 同社取締役開発本部長兼社内監査

室長 

平成16年４月 同社取締役開発本部長 

平成16年11月 同社取締役管理本部担当 

平成17年４月 同社常務取締役（管理部門担当) 

平成17年５月 同社取締役 

平成17年５月 当社常務取締役就任(現) 

平成18年３月 管理統括(現) 

常務取締役 

営業統括兼フォ
ルクス・パスタ
事業本部長兼パ
スタ営業部ゼネ
ラルマネジャー 

中 西   譲 昭和25年１月５日生

昭和50年４月 南海観光株式会社入社 

21

昭和53年４月 株式会社ビッグボーイジャパン入

社 

平成12年１月 ピエトロバルコーネ東京株式会社

入社 

平成16年２月 株式会社どん入社 

平成16年10月 同社取締役第一営業本部長 

平成17年４月 同社常務取締役（営業部門担当）

第一営業本部長兼務 

平成17年５月 同社取締役 

平成17年５月 当社常務取締役就任(現) 

平成18年３月 営業統括兼フォルクス・パスタ事

業本部長兼パスタ営業部ゼネラル

マネジャー(現) 

取締役 どん亭事業 
本部長 磯 田 隆 弘 昭和33年11月１日生

昭和58年４月 ロイヤル株式会社入社 

21

平成２年５月 大宝食品工業株式会社入社 

平成３年10月 株式会社どん入社 

平成11年10月 同社営業推進部長 

平成13年12月 同社取締役 

平成14年４月 同社取締役生産本部長 

平成15年４月 株式会社ジップ取締役 

平成15年10月 株式会社どん取締役第二営業本部

長 

平成18年３月 当社取締役就任(現) 

平成18年３月 どん亭事業本部長(現) 

取締役 管理副統括 籾 山   裕 昭和48年９月23日生

平成４年４月 株式会社どん取締役 

12,000

平成13年12月 同社入社 

平成15年４月 株式会社ジップ取締役 

平成16年５月 同社代表取締役(現) 

平成16年10月 株式会社どん取締役 

平成18年３月 当社取締役就任(現) 

平成18年３月 管理副統括(現) 



  

(注) １ 監査役白川紘一、小森谷繁行及び栃本克之は、会社法第２条16号に定める社外監査役であります。 
２ 取締役 籾山裕は、取締役会長兼社長 籾山昌也の長男であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

取締役 財務経理本部長 間 宮 俊 幸 昭和25年５月26日生

昭和48年４月 株式会社埼玉銀行(現 株式会社

埼玉りそな銀行)入行 

21

平成10年12月 株式会社どん入社 経理部長 
平成14年４月 同社管理本部副本部長兼財務担当 
平成15年４月 同社常勤監査役

平成15年６月 株式会社ジップ監査役

平成17年６月 株式会社どん取締役 財務経理本

部長 
平成18年３月 当社取締役就任(現)

平成18年３月 財務経理本部長(現)

監査役 
(常勤)   福 島 直 廣 昭和22年８月26日生

昭和45年４月 株式会社ダイエー入社

1

平成５年６月 同社広報室副室長

平成６年１月 同社社長室副室長

平成10年11月 同社広報企画室副室長

平成11年４月 当社顧問就任

平成11年５月 当社監査役就任(現)

監査役   白 川 紘 一 昭和17年４月20日生

昭和41年４月 株式会社埼玉銀行(現 株式会社

埼玉りそな銀行)入行 

―

平成３年４月 株式会社協和埼玉銀行(現 株式

会社埼玉りそな銀行)資金証券企

画部長 
平成４年９月 株式会社あさひ銀行(現 株式会

社埼玉りそな銀行)営業統括部長 
平成６年６月 同行取締役支店第一部長

平成８年６月 同行取締役東京業務本部副本部長 
平成９年６月 同行取締役営業本部副本部長 
平成10年４月 同行取締役商業銀行部門支配人 
平成10年６月 富士倉庫運輸株式会社専務取締役 
平成13年６月 富士共同物流株式会社社長 
平成16年６月 富士倉庫運輸株式会社顧問(現) 
平成17年５月 当社監査役就任(現)

監査役   小森谷 繁 行 昭和19年10月18日生

昭和38年４月 株式会社埼玉銀行(現 株式会社

埼玉りそな銀行)入行 

―

平成元年６月 同行新所沢支店長

平成３年６月 株式会社協和埼玉銀行(現 株式

会社埼玉りそな銀行)検査部主任

検査役 
平成５年７月 株式会社島村工業出向

平成11年11月 同社取締役人事総務部長

平成16年12月 同社退任

平成17年５月

平成17年７月 
当社監査役就任(現)

株式会社スーパーバリュー監査役

(現) 

監査役   栃 本 克 之 昭和38年１月21日生

昭和61年４月 株式会社富士銀行(現 株式会社

みずほ銀行)入行 

―

平成元年６月 ベイン・アンド・カンパニー東京

支社入社 
平成６年６月 シカゴ大学経営学部大学院を修了

しMBA資格を取得 
平成６年８月 ボストン・コンサルティング・グ

ループ東京支社入社 
平成12年３月 モニター・グループ日本支社長、

全社パートナー 
平成15年10月 株式会社シークエッジ・パートナ

ーズ設立 
同社代表取締役社長(現) 

平成17年５月 当社監査役就任(現)

計 13,606



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、コーポレート・ガバナンスを会社の経営上の重要な課題のひとつと位置付け、急激な経営環境の変化と

多様化する市場、食生活に敏速に対応できる経営管理体制を目指すと共に、タイムリーで質の高い情報開示をする

ことで経営の透明性の確保に努めてまいります。 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

1.会社機関の内容 

・当社の取締役会は、社内取締役５名(平成18年２月28日現在)で構成され、経営方針その他の重要事項に関する意

思決定と業務執行状況の監督を行っております。 

・当社は、監査役制度を採用しております。当社の監査役は、社内の常勤監査役１名と社外監査役３名により監査

役会を形成し、原則毎月監査役会を開催しております。さらに取締役会をはじめとした重要会議には、各監査役

が必ず出席し、必要に応じて意見を述べ意思決定及び業務執行の適法性、妥当性を幅広い視野から監視する体制

をとっております。 

2.内部統制システムの整備の状況 

・内部統制につきましては、内部監査部門として監査室を設置し、内部監査担当３名が定期的に店舗を訪れ、年間

の監査計画に沿って会社の業務執行が適正に行われているかを監査しております。その結果は、社長に報告さ

れ、問題点が発生すれば直ちに各部門にて改善策を講じております。 

・会計監査人である監査法人トーマツと監査契約を締結し、期末及び中間における通常の会計監査のほか、内部統

制の整備等について必要に応じてアドバイスを受けております。また、期末及び中間における監査報告会を通じ

て、監査役と情報交換をし、監査内容の充実に努めております。この他に、弁護士事務所と顧問契約を結び、必

要に応じてコンプライアンス及び全般についてアドバイスを受けております。 

3.リスク管理体制の整備の状況 

・食品安全衛生管理に関するリスク 

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。 

・事故・災害に関するリスク 

当社では、店舗等における事故・災害発生時（地震、台風、風水害）に関し危機管理規定を定め、情報の混乱等

を防止し迅速に対応するよう努めております。事故・災害発生時には、災害発生時における対応マニュアル、災

害発生時前後チェックリスト・災害状況報告書に基づき、情報収集と確認を行い、状況に応じ取締役会、経営会

議に報告し、事後対策を講じる体制を整えております。 

  



4.役員報酬等及び監査報酬の内容 

・当事業年度における当社の取締役及び監査役に支払った報酬は以下のとおりであります。 

  

・当期中の株主総会決議により支給した役員退職慰労金は以下のとおりであります。 

  

・当事業年度における監査法人に対する報酬は、以下のとおりであります。 

  

5.会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

・経営の重要事項の意思決定機関として原則毎月１回の取締役会を開催するほか必要に応じて臨時取締役会を適時

開催しております。なお、当期においては、12回の取締役会及び３回の臨時取締役会を開催しております。 

 また役員、主要幹部及び各地区の運営部長からなる経営会議を月１回実施することにより、経営環境に対応でき

る体制をとっております。 

 なお、平成17年５月24日開催の第35回定時株主総会において、取締役の経営責任をより明確にし、経営体質の強

化を図るため、定款を変更し、取締役の任期を就任後２年以内から１年以内に短縮することにいたしました。 

 情報開示については、決算発表、中間決算発表、第１・第３四半期決算の発表、適時のニュースリリース、ホー

ムページでの営業の月次報告等を実施することで、株主・投資家に正確で十分な情報提供を行っております。 

(2) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

・社外取締役は在籍しておりません。また、社外取締役小森谷 繁行は、当社の親会社である株式会社どんの常勤

監査役であります。なお、社外監査役３名と当社の間に利害関係等はございません。 

(3) 会計監査の状況 

当社は、商法に基づく会計監査人及び証券取引法に基づく会計監査に監査法人トーマツを起用しておりますが、

同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、同

監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措

置をとっております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以

下のとおりであります。 

  業務を執行した公認会計士の氏名 

    指定社員 業務執行社員  杉 本 茂 次 

    指定社員 業務執行社員  後 藤 德 彌 

  監査業務に係る補助者の構成 

    公認会計士 ５名  会計士補 ３名  その他 １名 

区分 金額(千円) 

取締役 39,337 

監査役 12,528 

合計 51,865 

区分 金額(千円) 

取締役 29,020 

内容 金額(千円) 

監査契約に基づく監査証明に係る報酬 15,000 

それ以外の報酬 ― 

合計 15,000 



第５ 【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。)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、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前事業年度(平成16年３月１日から平成17年２月28日まで)及び当

事業年度(平成17年３月１日から平成18年２月28日まで)の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けて

おります。 

  

３ 連結財務諸表について 

当社は、子会社がないため、連結財務諸表は作成しておりません。 

  



 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  

  
前事業年度

(平成17年２月28日) 
当事業年度 

(平成18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
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金  881,559 277,550  

 ２ 売掛金  1,975 700  

 ３ 商品  3,891 1,732  

 ４ 原材料  68,628 49,296  

 ５ 前払費用  243,448 232,795  

 ６ 未収入金  198,343 101,645  

 ７ その他  11,986 31,432  

   流動資産合計  1,409,833 23.2 695,153 13.2

Ⅱ 固定資産     

 (1) 有形固定資産     

 １ 建物 6,639,126 6,519,651    

   減価償却累計額 5,600,324 1,038,802 5,348,176 1,171,474  

 ２ 構築物 1,088,917 1,051,740    

   減価償却累計額 947,629 141,287 925,773 125,967  

 ３ 工具器具備品 1,258,068 1,177,952    

   減価償却累計額 1,116,904 141,164 1,040,434 137,518  

４ 土地  119,637 119,637  

 ５ 建設仮勘定  3,150 6,575  

   有形固定資産合計  1,444,041 23.8 1,561,172 29.6

 (2) 無形固定資産     

 １ 借地権  19,139 19,139  

 ２ ソフトウェア  4,897 3,782  

 ３ 電話加入権  35,338 28,368  

   無形固定資産合計  59,375 1.0 51,289 1.0

 (3) 投資その他の資産     

 １ 投資有価証券  72,000 72,000  

 ２ 長期前払費用  123,894 106,890  

 ３ 差入保証金  2,903,054 2,752,612  

 ４ 長期未収入金  37,943 27,610  

 ５ その他  16,000 ―  

   投資その他の資産合計  3,152,892 52.0 2,959,113 56.2

   固定資産合計  4,656,308 76.8 4,571,575 86.8

   資産合計  6,066,142 100.0 5,266,729 100.0

      



  

  

  
前事業年度

(平成17年２月28日) 
当事業年度 

(平成18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
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

 １ 買掛金 ※１  472,967 329,065  

 ２ 未払金  578,265 637,011  

 ３ 未払消費税等  82,621 3,079  

 ４ 未払費用  319,235 300,717  

 ５ 未払法人税等  70,000 117,000  

 ６ 前受金  4,315 3,560  

 ７ 預り金  17,791 25,578  

 ８ 賞与引当金  73,848 47,812  

 ９ ポイント引当金  61,710 13,999  

 10 店舗再構築引当金  ― 337,078  

 11 その他  40,501 2,216  

   流動負債合計  1,721,257 28.3 1,817,120 34.5

Ⅱ 固定負債     

 １ 退職給付引当金  203,293 239,326  

 ２ 預り保証金  3,000 16,000  

 ３ 長期割賦未払金  282,133 118,462  

 ４ その他  43,878 17,025  

   固定負債合計  532,304 8.8 390,813 7.4

   負債合計  2,253,561 37.1 2,207,934 41.9

      

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※２  7,629,732 125.8 7,780,222 147.7

Ⅱ 資本剰余金     

   資本準備金  282,570 432,315  

   資本剰余金合計  282,570 4.7 432,315 8.2

Ⅲ 利益剰余金     

   当期未処理損失  4,077,620 5,123,839  

   利益剰余金合計  △4,077,620 △67.2 △5,123,839 △97.3

Ⅳ 自己株式 ※３  △22,100 △0.4 △29,902 △0.5

   資本合計  3,812,581 62.9 3,058,794 58.1

   負債・資本合計  6,066,142 100.0 5,266,729 100.0

      



② 【損益計算書】 

  

  

  
前事業年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(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)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  16,266,608 100.0 15,197,934 100.0

Ⅱ 売上原価    

 １ 原材料等期首たな卸高 86,492 72,520   

 ２ 当期原材料等仕入高 4,908,005 4,704,652   

   合計 4,994,498 4,777,172   

 ３ 原材料等期末たな卸高 72,520 4,921,977 30.3 51,029 4,726,143 31.1

   売上総利益  11,344,631 69.7 10,471,790 68.9

Ⅲ 営業収入  4,008 0.0 3,800 0.0

   営業総利益  11,348,639 69.7 10,475,591 68.9

Ⅳ 販売費及び一般管理費    

 １ 営業用消耗品費 383,200 374,318   

 ２ ポイント引当金繰入額 61,710 13,999   

 ３ 給料及び賞与 4,645,576 4,697,157   

 ４ 賞与引当金繰入額 73,848 47,812   

 ５ 退職給付費用 152,921 123,092   

 ６ 水道光熱費 919,831 863,457   

 ７ 減価償却費 263,715 238,640   

 ８ 地代家賃 2,791,838 2,667,919   

 ９ その他 1,853,802 11,146,446 68.5 1,873,613 10,900,012 71.7

   営業利益  202,193 1.2 ― ―

   営業損失  ― ― 424,420 △2.8

Ⅴ 営業外収益    

 １ 受取利息 22 24   

 ２ 受取配当金 1,131 ―   

 ３ 未請求債務戻入益 ― 9,074   

 ４ 償却債権取立益 ― 4,154   

 ５ 未回収商品券受入益 1,752 ―   

 ６ 保険差益 3,268 1,868   

 ７ 駐車場収入 2,991 1,838   

 ８ 雑収入 5,304 14,470 0.1 1,012 17,972 0.1



  

  

  
前事業年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(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)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅵ 営業外費用    

 １ 支払利息 28,114 16,356   

 ２ 新株発行費 ― 6,171   

 ３ 雑損失 3,303 31,417 0.2 2,903 25,431 0.1

   経常利益  185,246 1.1 ― ―

   経常損失  ― ― 431,879 △2.8

Ⅶ 特別利益    

 １ 前期損益修正益 ※１ 22,150 5,640   

 ２ 投資有価証券売却益 401,453 ―   

 ３ 関係会社株式売却益 552,853 ―   

 ４ 厚生年金基金解散益 493,123 ―   

 ５ 店舗立退料 ― 1,469,581 9.0 54,000 59,640 0.4

Ⅷ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 ※２ 6,951 ―   

 ２ 固定資産除却損 ※３ 210,362 71,631   

 ３ 減損損失 ※４ 523,399 31,909   

 ４ 店舗再構築引当金繰入額 ※５ ― 337,078   

 ５ 合併費用 ― 53,176   

 ６ リース契約解約損 ― 43,908   

 ７ 店舗閉鎖に伴う損失 ※６ 171,364 54,055   

 ８ 会員権評価損 4,000 ―   

 ９ 役員退職慰労金 3,090 919,168 5.6 29,020 620,780 4.1

   税引前当期純利益  735,659 4.5 ― ―

   税引前当期純損失  ― ― 993,020 △6.5

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 62,823 0.4 53,199 0.4

   当期純利益  672,835 4.1 ― ―

   当期純損失  ― ― 1,046,219 △6.9

   前期繰越損失  4,750,456 4,077,620 

   当期未処理損失  4,077,620 5,123,839 

     



③ 【キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

   
前事業年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(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) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 税引前当期純利益（△純損失）  735,659 △993,020

 ２ 減価償却費  263,715 238,640

 ３ 減損損失  523,399 31,909

 ４ 有形固定資産売却損  6,951 ―

 ５ 有形固定資産除却損  210,362 71,631

 ６ 貸倒引当金の減少額  △4,920 ―

 ７ 賞与引当金の増加額（△減少額）  6,971 △26,036

 ８ 退職給付引当金の増加額（△減少額）  △500,853 36,033

 ９ ポイント引当金の減少額  △11,616 △47,711

 10 店舗再構築引当金の増加額  ― 337,078

 11 受取利息及び受取配当金  △1,153 △24

 12 支払利息  28,114 16,356

 13 投資有価証券売却益  △401,453 ―

 14 関係会社株式売却益  △552,853 ―

 15 仕入債務の減少額  △373,366 △143,901

 16 未払消費税等の増加額（△減少額）  9,092 △79,541

 17 未払金の増加額（△減少額）  △217,677 76,345

 18 その他  138,519 31,258

    小計  △141,106 △450,981

 19 利息及び配当金の受取額  1,153 24

 20 利息の支払額  △22,332 △16,356

 21 法人税等の支払額  △62,823 △60,199

   営業活動によるキャッシュ・フロー  △225,108 △527,512

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 定期預金の預入による支出  △56,005 △44,000

 ２ 定期預金の払戻しによる収入  16,400 100,005

 ３ 有形固定資産の取得による支出  △119,756 △454,878

 ４ 投資有価証券の売却による収入  725,134 ―

 ５ 関係会社株式の売却による収入  950,704 ―

 ６ 差入保証金の差入による支出  △27,926 △9,026

 ７ 差入保証金の返還による収入  222,407 269,840

 ８ その他  11,258 8,926

   投資活動によるキャッシュ・フロー  1,722,215 △129,132

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 短期借入金の返済による支出  △1,056,500 ―

 ２ 長期借入金の返済による支出  △117,500 ―

 ３ 株式の発行による収入  ― 294,063

 ４ 割賦未払金の返済による支出  △180,559 △177,619

 ５ 自己株式の増加額(純額)  △6,073 △7,802

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,360,632 108,641

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  136,474 △548,003

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  689,079 825,554

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  825,554 277,550

    



④ 【損失処理計算書】 

  

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。 

  

  
前事業年度

(平成17年５月24日) 
当事業年度 

(平成18年５月26日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処理損失 4,077,620 5,123,839

Ⅱ 次期繰越損失 4,077,620 5,123,839

   



重要な会計方針 

  

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

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) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品  最終仕入原価法による原価法 

原材料 最終仕入原価法による原価法 

同左 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

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 

構築物     10年～20年 

工具器具備品  ５年～９年 

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 

構築物     10年～20年 

工具器具備品  ５年～９年 

  

  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 

ソフトウェア 

同左 

  長期前払費用 

均等償却 

長期前払費用 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 ―――――― 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。 

５ 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す

ることとしております。 

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。 

同左 



  

項目 
前事業年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

(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。 

同左 

  

  

  

  

(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。 

なお、平成17年１月28日に厚生労働大

臣の認可を受け、当社が加入している

ダイエー厚生年金基金が解散したこと

に伴い、同基金に係る退職給付債務等

は消滅しております。これに伴い、退

職給付引当金を取崩して厚生年金基金

解散益493,123千円を特別利益に計上

しております。 

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。 

  

  

  

  

  

  

  

  

(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。 

６ 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 

７ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

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 



  

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

８ その他財務諸表作成のた

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。 同左 

(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 

―――――― 「地方税法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

期から「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

失及び税引前当期純損失が50,355千円

増加しております。 



会計方針の変更 

  

  

表示方法の変更 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

固定資産の減損に係る会計基準 

「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書」(平成14年8月9

日 企業会計審議会))及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日)が平成16年3月31日以後に終了する事業年

度に係る財務諸表から適用できることになったことに伴

い、当期から同会計基準及び同適用指針を適用しており

ます。 

これにより、税引前当期純利益が523,399千円減少して

おります。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。 

―――――― 

  

  

  

  

  

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 保険差益については、従来営業外収益の「雑収入」

に含めておりましたが、当期において営業外収益の

合計額の100分の10を超えたため、区分して表示し

ております。なお、前期の営業外収益の「雑収入」

に含まれる保険差益の金額は、1,411千円でありま

す。 

１ 未請求債務戻入益については、従来営業外収益の

「雑収入」に含めておりましたが、当期において営

業外収益の合計額の100分の10を超えたため、区分

して表示しております。なお、前期の営業外収益の

「雑収入」に含まれる未請求債務戻入益の金額は、

226千円であります。 

２ 駐車場収入については、従来営業外収益の「雑収

入」に含めておりましたが、当期において営業外収

益の合計額の100分の10を超えたため、区分して表

示しております。なお、前期の営業外収益の「雑収

入」に含まれる駐車場収入の金額は、 1,290千円で

あります。 

２ 償却債権取立益については、従来営業外収益の「雑

収入」に含めておりましたが、当期において営業外

収益の合計額の100分の10を超えたため、区分して

表示しております。なお、前期の営業外収益の「雑

収入」に含まれる償却債権取立益の金額は、2,945

千円であります。 

３ 特別損失の「退店に伴う原状回復費用」及び「賃貸

借契約解約損」については、当期から「店舗閉鎖に

伴う損失」として表示しております。なお、前期に

おける「店舗閉鎖に伴う損失」は242,173千円であ

ります。 

―――――― 

  

  



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

(損益計算書関係) 

  

  

前事業年度 
(平成17年２月28日) 

当事業年度
(平成18年２月28日) 

※１        ―――――― 

     

※１ 関係会社に対する債務 

買掛金   92,799千円

※２ 会社が発行する株式の総数 

  普通株式 32,000,000株

発行済株式総数 普通株式 20,905,703株

※２ 会社が発行する株式の総数 

  普通株式 32,000,000株

発行済株式総数 普通株式 21,650,703株

※３ 自己株式の保有数 普通株式 62,413株 ※３ 自己株式の保有数 普通株式 78,300株

４ 資本の欠損の額         4,099,720千円 ４ 資本の欠損の額                5,153,742千円 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１ 前期損益修正益22,150千円は、前事業年度に計上

した退店に伴う原状回復費用の見積計上額の修正

によるものであります。 

※１ 前期損益修正益5,640千円は、前事業年度に計上

した退店に伴う原状回復費用の見積計上額の修正

によるものであります。 

※２ 固定資産売却損6,951千円の内訳は次のとおりで

あります。 

工具器具備品    6,951千円

※２        ―――――― 

   

※３ 固定資産除却損210,362千円の内訳は次のとおり

であります。 

建物 195,469千円

構築物 3,412 

工具器具備品 9,058 

ソフトウエア 2,421 

合計 210,362 

※３ 固定資産除却損71,631千円の内訳は次のとおりで

あります。 

建物 54,230千円

構築物 4,905 

工具器具備品 12,495 

合計 71,631 



  

  

 (キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※４ 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。 

  

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(523,399千円)として計上

いたしました。その主な内訳は、建物226,650千円、

土地157,606千円等であります。 

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、土地を含む店舗(１

店舗)については、回収可能価額は正味売却価額によ

り算定し、不動産鑑定士による不動産鑑定評価基準に

基づいた評価額を基準としております。 

  

場所 用途 種類 金額(千円)

関東地区 店舗５店舗 建物、構築物、その他 113,850 

中部地区 店舗２店舗 建物、構築物、その他 13,965 

近畿地区 店舗13店舗 
建物、構築物、 

土地、その他 
320,247 

中国地区 店舗１店舗 建物、構築物、その他 10,606 

九州地区 店舗５店舗 建物、構築物、その他 64,730 

※４ 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。 

  

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。 

  

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 

※５        ―――――― 

     

※５ 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。 

     

※６ 店舗閉鎖に伴う損失は、原状回復費用及び賃貸

借契約解約損等であります。 

※６ 店舗閉鎖に伴う損失は、原状回復費用及び賃貸借

契約解約損等であります。 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(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 

  

  

現金及び預金期末残高 881,559千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △56,005 

現金及び現金同等物期末残高 825,554 

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 

  

現金及び預金期末残高 277,550千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ― 

現金及び現金同等物期末残高 277,550 



(リース取引関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

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期末残高相当額 

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期末残高相当額 

  工具器具備品 ソフトウェア 合計 

取得価額相当額 
(千円) 

508,346 111,194 619,540

減価償却累計額 
相当額 
(千円) 

270,259 80,833 351,092

減損損失累計額 
相当額 
(千円) 

43,219 658 43,878

期末残高相当額 
(千円) 

194,867 29,702 224,570

工具器具備品 ソフトウェア 合計 

取得価額相当額 
(千円) 

435,253 7,604 442,857 

減価償却累計額
相当額 
(千円) 

129,401 5,127 134,529 

減損損失累計額
相当額 
(千円) 

23,243 ― 23,243 

期末残高相当額 
(千円) 

282,608 2,476 285,085 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

        リース資産減損勘定の残高    43,878 

１年内 117,894千円

１年超 161,804 

合計 279,699 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

        リース資産減損勘定の残高    16,948 

１年内 66,564千円

１年超 234,023 

合計 300,588 

(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 

支払リース料 138,340千円

リース資産減損勘定の取崩額 ― 

減価償却費相当額 124,531 

支払利息相当額 14,792 

減損損失 43,878 

(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 

支払リース料 158,470千円

リース資産減損勘定の取崩額 26,929 

減価償却費相当額 123,227 

支払利息相当額 19,865 

減損損失 ― 

(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。 

(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。 

(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 

１年内 167,211千円

１年超 361,244 

合計 528,456 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 119,496千円

１年超 352,748 

合計 472,244 



(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年２月28日) 

１ 時価のある有価証券 

 当期中に売却したその他有価証券 

  

  

２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

  

  

当事業年度(平成18年２月28日) 

１ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

  

  

(デリバティブ取引関係) 

  

  

  

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

1,675,838 954,307 ―

  貸借対照表計上額(千円) 

非上場株式 72,000

  貸借対照表計上額(千円) 

非上場株式 72,000

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容 

デリバティブ取引がないため、該当事項はありま

せん。 

１ 取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容 

同左 

(2) 取引に対する取組方針 

デリバティブ取引を行う方針はありません。 

(2) 取引に対する取組方針 

同左 

２ 取引の時価等に関する事項 

該当事項はありません。 

２ 取引の時価等に関する事項 

同左 



 (退職給付関係) 

  

  

  

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制

度及び退職一時金制度を設けております。 

なお、当期において、当社が加入しているダイエー

厚生年金基金は、厚生労働大臣の認可を受け解散して

おります。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制

度及び退職一時金制度を設けております。 

また、平成17年３月１日より、新たに確定拠出型の

退職給付制度を採用しております。 

  

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年２月28日) 

イ 退職給付債務 △672,238千円

ロ 年金資産 105,599 

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △566,638 

ニ 会計基準変更時差異の 
  未処理額 

351,322 

ホ 未認識数理計算上の差異 12,023 

ヘ 退職給付引当金 
  (ハ＋ニ＋ホ) 

△203,293 

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年２月28日) 

イ 退職給付債務 △698,963千円

ロ 年金資産 129,600 

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △569,363 

ニ 会計基準変更時差異の 
  未処理額 

319,383 

ホ 未認識数理計算上の差異 10,653 

ヘ 退職給付引当金 
  (ハ＋ニ＋ホ) 

△239,326 

３ 退職給付費用に関する事項 

(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

(注) 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除して

おります。 

イ 勤務費用(注) 67,747千円

ロ 利息費用 35,541 

ハ 期待運用収益 △11,350 

ニ 会計基準変更時差異の 
  費用処理額 

59,453 

ホ 数理計算上の差異の 
  費用処理額 

12,023 

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 △10,493 

ト 退職給付費用 
  (イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 

152,921 

３ 退職給付費用に関する事項 

(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

(注) 確定拠出年金に対する掛金支払額を含んでおり

ます。 

イ 勤務費用(注) 75,248千円

ロ 利息費用 13,444 

ハ 期待運用収益 △2,639 

ニ 会計基準変更時差異の 
  費用処理額 

31,938 

ホ 数理計算上の差異の 
  費用処理額 

5,101 

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 ― 

ト 退職給付費用 
  (イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 

123,092 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ 退職給付見込額の 
  期間配分方法 

期間定額基準 
及び給与基準 

ロ 割引率 2.0％～2.5％ 

ハ 期待運用収益率 2.5％～4.8％ 

ニ 過去勤務債務の額の 
  処理年数 

５年 

ホ 数理計算上の差異の 
  処理年数 

５年 

ヘ 会計基準変更時差異の 
  処理年数 

15年 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ 退職給付見込額の 
  期間配分方法 

期間定額基準 

ロ 割引率 2.0％ 

ハ 期待運用収益率 2.5％ 

ニ 過去勤務債務の額の 
  処理年数 

５年 

ホ 数理計算上の差異の 
  処理年数 

５年 

ヘ 会計基準変更時差異の 
  処理年数 

15年 



  
(税効果会計関係) 

  

  

(持分法損益等) 

  

  

前事業年度 
(平成17年２月28日) 

当事業年度
(平成18年２月28日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産   

 賞与引当金損金算入限度 
 超過額 

30,056千円

 ポイント引当金 
 繰入額否認 

25,116 

 退職給付引当金損金算入 
 限度超過額 

72,524 

 減価償却費損金算入限度

超過額 
214,020 

 税務上の繰越欠損金 2,417,008 

 その他 28,589 

繰延税金資産小計 2,787,315 

 評価性引当額 △2,787,315 

繰延税金資産合計 ― 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産   

未払事業税否認 21,978千円

 賞与引当金損金算入限度 
 超過額 

19,459 

 ポイント引当金 
 繰入額否認 

5,697 

 退職給付引当金損金算入 
 限度超過額 

92,297 

 減価償却費損金算入限度

超過額 
193,765 

 店舗再構築引当金 

繰入額否認 
137,191 

 税務上の繰越欠損金 2,582,675 

 その他 50,001 

繰延税金資産小計 3,103,066 

 評価性引当額 △3,103,066 

繰延税金資産合計 ― 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 42.0％

 (調整)  

 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目 

2.7 

 住民税均等割 8.5 

 税務上の繰越欠損金の消滅 139.5 

 評価性引当額の減少 △184.2 

 その他 0.0 

税効果会計適用後の税負担率 8.5 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 △40.7％

 (調整)  

 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目 

2.5 

 住民税均等割 5.4 

 税務上の繰越欠損金の消滅 6.3 

 評価性引当額の増加 31.9 

 その他 0.0 

税効果会計適用後の税負担率 5.4 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

関連会社がないため、該当事項はありません。 同左 



【関連当事者との取引】 

前事業年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  

(注) 店舗の賃借の未払金のみ消費税等が含まれております。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 店舗の賃借料及び差入保証金の差入は、近隣の取引実勢等を参考に交渉のうえ決定しております。 

(2) その他の関係会社である㈱ダイエーは、平成17年2月25日に当社株式を譲渡したため、その他の関係会社から外れており

ます。従って、取引金額は、平成16年3月から平成17年2月の取引であります。また、期末残高については、関連当事者

でなくなった時点のものを開示しております。 

  

２ 兄弟会社等 

  

(注) 上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等は含まれております。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 店舗の賃借料及び差入保証金の差入は、近隣の取引実勢等を参考に交渉のうえ決定しております。 

(2) 一般的なリース料率及び割賦料率による見積りの提示を受け、交渉のうえ決定しております。 

(3) その他の関係会社である㈱ダイエーが、平成17年2月25日に当社株式を譲渡したため、㈱ダイエーリーシングカンパニー

及び㈱日本流通リースは、その他の関係会社の子会社から外れております。従って、取引金額は、平成16年3月から平成

17年2月の取引であります。また、期末残高については、関連当事者でなくなった時点のものを開示しております。 

  

属性 会社等 
の名称 住所 資本金

(千円) 
事業の 
内容 

議決権等
の所有 
(被所有)
割合 
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

その他 
の関係 
会社 

㈱ダイエー 
兵庫県 
神戸市 
中央区 

119,510,560 小売業 
被所有
間接 
2.4 

兼任２名
転籍２名 

店舗の賃
借等 

店舗の賃借
(注１) 29,115 

差入 
保証金 83,304

未払金 2,390

属性 会社等 
の名称 住所 資本金

(千円) 
事業の 
内容 

議決権等
の所有 
(被所有)
割合 
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

その他 
の関係 
会社の 
子会社 

㈱ダイエー 
リーシング 
カンパニー 

東京都 
港区 13,847,280 

不動産 
の賃貸 
業 

なし なし
店舗の賃
借 

営業
取引

店舗の賃
借(注1) 137,648 

前払費用 10,210

差入 
保証金 148,700

その他 
の関係 
会社の 
子会社 

㈱日本流通 
リース 

東京都 
港区 926,636 総合リ 

ース業 なし なし

営業設備
等のリー 
ス契約及 
び割賦 
契約 

営業
取引

リース契
約(注2) 101,750 前払費用 4,317

リース解
約損 36,885 未払金 27,472

割賦契約 36,570 未払金 148,506

利息の支
払(注2) 21,501 長期割賦 

未払金 267,059



当事業年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

当社は、株式会社どんによる平成17年５月24日付の当社普通株式の公開買付けの実施及び平成17年７月25日付の

第三者割当増資の実施により、同社が当社発行済株式総数の49.3％保有したことで同社の子会社となりました。 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  

(注) 上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高のうち買掛金、未払金には消費税等は含まれております。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 原材料等の仕入は、取引基本契約に基づいて、価格交渉のうえ、一般的取引条件と同様に決定しております。 

(2) 保証金の受入は、近隣の取引実勢等を参考に交渉のうえ決定しております。 

(3) 当社の実施した第三者割当増資を㈱どんが引受たものであります。 

  

(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

  

  

属性 会社等 
の名称 住所 資本金

(千円) 
事業の 
内容 

議決権等
の所有 
(被所有)
割合 
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

親会社 ㈱どん 
埼玉県 
鶴ヶ島
市 

384,710 飲食業 
被所有
直接
50.1 

兼任３名

原材料等
の仕入及
び店舗の
賃貸等 

原材料等の仕
入 
営業用消耗品
の購入 
(注１) 

  
468,539 

  
25,169 

  
  
  

  
買掛金 
  
未払金 
  
  
  

92,799
 

8,571
 
 

保証金の受入
(注２) 

13,000 
  
預り保証
金 

13,000
 

増資の引受
(注３) 

300,235 
  

― 
  

―
 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(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 182円91銭 １株当たり純資産額 141円79銭

１株当たり当期純利益 32円26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。 

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。 

項目 
前事業年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当期純利益(千円) 672,835 △1,046,219

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 672,835 △1,046,219

普通株式の期中平均株式数(千株) 20,851 21,280



 (重要な後発事象) 

  

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(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。 

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。 

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 



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

【有形固定資産等明細表】 

  

(注) １ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。 

２ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。 

      なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。 

  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円) 

(投資有価証券)   

その他有価証券   

関西国際空港㈱ 1,440 72,000 

資産の種類 
前期末残高
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額
(千円) 

当期末残高
(千円) 

当期末減価
償却累計額 
又は償却 
累計額(千円)

当期償却額 
(千円) 

差引当期末
残高 
(千円) 

有形固定資産      

 建物 6,639,126 389,583 
509,058
(16,846) 

6,519,651 5,348,176 185,833 1,171,474

 構築物 1,088,917 12,587 
49,764
(5,039) 

1,051,740 925,773 17,963 125,967

 工具器具備品 1,258,068 45,630 
125,746
(3,052) 

1,177,952 1,040,434 33,728 137,518

 土地 119,637 ― ― 119,637 ― ― 119,637

 建設仮勘定 3,150 13,295 9,870 6,575 ― ― 6,575

有形固定資産計 9,108,899 461,097 
694,439
(24,938) 

8,875,557 7,314,384 237,525 1,561,172

無形固定資産      

 借地権 19,139 ― ― 19,139 ― ― 19,139

 ソフトウェア 70,124 ― ― 70,124 66,342 1,114 3,782

 電話加入権 35,338 ― 
6,970
(6,970) 

28,368 ― ― 28,368

無形固定資産計 124,602 ― 
6,970
(6,970) 

117,632 66,342 1,114 51,289

長期前払費用 248,553 7,074 17,550 238,077 131,187 8,675 106,890

繰延資産      

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

建物 
伏見下鳥羽店他２店舗の新設139,057千円及び戸塚東店他15店舗の改装119,957千円並
びに業態転換による改装81,537千円ほかであります。 

建物 
太宰府店他３店舗の店舗閉鎖による減少101,677千円及び業態転換による減少346,315
千円ほかであります。 

工具器具備品 
太宰府店他３店舗の店舗閉鎖による減少27,473千円及び業態転換による減少82,169千
円ほかであります。 

    



【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 「平均利率」については、有利子負債残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期割賦未払金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであり

ます。 

  

  

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期末残高
(千円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

その他の有利子負債    

未払金 177,619 163,671 4.28% ― 

長期割賦未払金 282,133 118,462 4.69%
平成19年３月～ 
平成21年６月 

合計 459,752 282,133 ― ― 

区分 
１年超２年以内 
(千円) 

２年超３年以内
(千円) 

３年超４年以内
(千円) 

４年超５年以内 
(千円) 

長期割賦未払金 97,224 19,873 1,363 ―



【資本金等明細表】 

  

(注) １ 普通株式、資本金及び資本準備金の増加の原因は、第三者割当増資によるものであります。 

   ２ 当期末の自己株式数は、78,300株であります。 

  

【引当金明細表】 

  

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金 (千円) 7,629,732 150,490 ― 7,780,222

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式 (株) (20,905,703) (745,000) (―) (21,650,703)

普通株式 (千円) 7,629,732 150,490 ― 7,780,222

計 (株) (20,905,703) (745,000) (―) (21,650,703)

計 (千円) 7,629,732 150,490 ― 7,780,222

資本準備金及び 
その他資本剰余金 

(資本準備金)      

 株式払込剰余金 (千円) 282,570 149,745 ― 432,315

計 (千円) 282,570 149,745 ― 432,315

利益準備金及び 
任意積立金 

利益準備金 (千円) ― ― ― ―

任意積立金 (千円) ― ― ― ―

計 (千円) ― ― ― ―

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額
(千円) 

当期減少額
(目的使用) 
(千円) 

当期減少額
(その他) 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

賞与引当金 73,848 47,812 73,848 ― 47,812 

ポイント引当金 61,710 13,999 61,710 ― 13,999 

店舗再構築引当金 ― 337,078 ― ― 337,078 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 流動資産 

ａ 現金及び預金 

  

  

ｂ 売掛金 

(a) 相手先別内訳 

  

  

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 
  

(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。 

  

内訳 金額(千円)

現金 54,817

預金  

普通預金 222,477

別段預金 254

計 222,732

合計 277,550

相手先 金額(千円)

㈱日本毛織 621

熊西染色工業㈱ 51

㈱酉島製作所 13

㈱ホンダ・ルマン 13

合計 700

前期繰越高 
(千円) 

当期発生高 
(千円) 

当期回収高
(千円) 

次期繰越高
(千円) 

回収率
(％) 

滞留期間 
(日) 

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ)
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

  (Ａ)＋(Ｄ)   
  ２   
  (Ｂ)   
  365   

1,975 32,017 33,292 700 97.94 15.24



ｃ 商品 

  

  

ｄ 原材料 

  

  

② 投資その他の資産 

差入保証金 

  

(注) 店舗等別の内訳につきましては、「第３設備の状況」２ 主要な設備の状況の「差入保証金」欄に記載しております。 

  

内訳 金額(千円)

店頭商品 1,732

合計 1,732

内訳 金額(千円)

牛肉類 21,030

加工食品 8,315

酒類 4,692

その他 15,257

合計 49,296

内訳 金額(千円)

店舗賃借保証金 2,733,557

その他 19,055

合計 2,752,612



③ 流動負債 

ａ 買掛金 

  

(注) ㈱日本青果他 

  

ｂ 未払金 

  

(注) １ 店舗設備の割賦代等 

２ 店舗設備工事 

３ 新聞広告等 

  

ｃ 未払費用 

  

  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

相手先 金額(千円)

㈱神戸ナックス 120,466

㈱どん 92,799

協和食品㈱ 24,658

ハンナン㈱ 15,574

日本ピュアフード㈱ 15,068

その他(注) 60,498

合計 329,065

相手先 金額(千円)

㈱日本流通リース(注)１ 183,225

㈱美作(注)２ 55,838

㈱ＭＲサービス(注)２ 52,500

㈱電通(注)３ 24,780

昭和リース㈱(注)１ 22,312

その他 298,354

合計 637,011

内訳 金額(千円)

未払雑給 210,363

未払給与 70,724

未払社会保険料他 19,630

合計 300,717



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

(注) 平成18年５月26日開催の定時株主総会決議により定款の一部変更が行われ、当社の公告方法は、電子公告とします。ただ

し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行い

ます。 

電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 

http://www.steak-don.co.jp/koukoku/ 

なお、会社法第440条第４項の規定により決算公告は行いません。 

  

決算期 ２月末日

定時株主総会 ５月中 

基準日 ２月末日

株券の種類 10万株券、１万株券、1,000株券

中間配当基準日 ８月31日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え   

  取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号
 中央三井信託銀行株式会社 本店 

  株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号
 中央三井信託銀行株式会社 

  取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店
日本証券代行株式会社 本店および全国各支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 １枚につき100円に印紙税相当額を加算した額

単元未満株式の買取り   

  取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号
 中央三井信託銀行株式会社 本店 

  株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号
 中央三井信託銀行株式会社 

  取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店
日本証券代行株式会社 本店および全国各支店 

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 日本経済新聞(注) 

株主に対する特典 
毎年２月末日及び８月31日現在の単元株主(1,000株以上保有の株主)に対し優待食事
券(額面500円)を半期ごと年２回、１回につき24枚を交付する。(年間48枚 24,000円) 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

(1)親会社等の名称、株式の所有別状況、大株主の状況及び役員の状況 

①親会社等の名称  株式会社どん 

②株式の所有者別状況 

(平成18年２月28日現在) 

  

③大株主の状況 

(平成18年２月28日現在) 

  

区分 

株式の状況(１単元の株式数１株)
単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等 個人
その他 

計 
個人以外 個人

株主数 
(人) 

― ― ― ― ― ― 18 18 ―

所有株式数 
(単元) 

― ― ― ― ― ― 7,198 7,198 ―

所有株式数 
の割合(％) 

― ― ― ― ― ― 100.00 100.00 ―

氏名又は名称 住所又は所在地 所有株式数 
（株） 

発行済株式の総数
に対する所有株式
数の割合（％） 

籾山 裕 群馬県前橋市昭和町 5,530 76.83 

籾山 昌也 群馬県前橋市昭和町 700 9.72 

籾山 美紗子 群馬県前橋市昭和町 700 9.72 

どん従業員持株会 埼玉県鶴ヶ島市柳戸町７番地１ 99 1.38 

籾山 晶 群馬県前橋市昭和町 70 0.97 

南 慎一郎 埼玉県さいたま市中央区 10 0.14 

中西 譲 東京都国立市 10 0.14 

磯田 隆弘 埼玉県鶴ヶ島市 10 0.14 

二宮 正明 埼玉県さいたま市西区 10 0.14 

間宮 俊幸 埼玉県富士見市 10 0.14 

清 起一郎 神奈川県横浜市都筑区 10 0.14 

計 － 7,159 99.46 



④役員の状況 

  

  

  

  （平成18年２月28日現在）

役名 職名 氏名 生年月日 職歴 
所有株
式数
（株） 

取締役社長 代表取締役 籾山 昌也 昭和19年９月11日生

昭和51年７月 富士フード株式会社設立  

昭和59年５月 同社代表取締役就任 

平成２年11月 株式会社どん設立 

同社代表取締役社長 

平成２年12月 株式会社デライツフーズ（平成13年４

月株式会社どんと合併）設立 

同社代表取締役社長 

平成17年５月 株式会社フォルクス代表取締役会長 

平成18年１月 株式会社フォルクス代表取締役会長兼

社長 

700 

取 締 役 
第一営業本部
長 

磯田 隆弘 昭和33年11月１日生

昭和58年４月 ロイヤル株式会社入社 

平成２年５月 大宝食品工業株式会社入社 

平成３年10月 株式会社どん入社 

平成13年12月 同社取締役 

平成14年４月 同社取締役生産本部長 

平成15年10月 同社取締役営業本部長 

平成16年４月 同社取締役第二営業本部長 

平成17年11月 同社取締役第一営業本部長 

10 

取 締 役 
財務経理本部
長 

間宮 俊幸 昭和25年５月26日生

昭和48年４月 株式会社埼玉銀行（現 株式会社埼玉

りそな銀行）入社 

平成10年12月 株式会社どん入社 経理部長 

平成14年４月 同社管理本部副本部長兼財務担当 

平成15年４月 同社常勤監査役 

平成17年６月 同社取締役財務経理本部長 

10 

取 締 役   籾山 裕 昭和48年９月23日生

平成４年４月 株式会社どん取締役 

平成13年12月 株式会社どん入社 

平成15年４月 株式会社ジップ取締役 

平成16年５月 同社代表取締役 

平成16年10月 株式会社どん取締役 

5,530 

取 締 役   南 慎一郎 昭和33年８月30日生

昭和56年４月 株式会社サト入社 

昭和59年２月 松栄株式会社入社 

平成10年２月 株式会社どん入社 

平成15年４月 同社取締役開発本部長兼社内監査室長 

平成16年４月 同社取締役開発本部長 

平成16年11月 同社取締役管理本部担当 

平成17年４月 同社常務取締役（管理部門担当） 

平成17年５月 同社取締役 

平成17年５月 株式会社フォルクス常務取締役管理本

部長 

平成17年９月 同社常務取締役管理本部長兼経営企画

部長 

10 



（平成18年２月28日現在） 

（注）１．取締役籾山裕は、代表取締役籾山昌也の長男であります。 

２．表中「株式会社どん」とあるのは、平成18年３月１日に当社と合併した親会社「(旧)株式会社どん」であり、「株式会社

フォルクス」とあるのは、平成18年３月１日に商号変更しました当社であります。 

  

(2)親会社等の最近事業年度末における計算書類等 

当該計算書類等は、記載に代えて添付しております。 

  

(3)合併について 

当社と親会社である株式会社どんは、合併期日である平成18年３月１日をもって、当社を存続会社とする吸収合

併方式で合併し、株式会社どんは解散しました。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 職歴 
所有株
式数
（株） 

取 締 役   中西 譲 昭和25年１月５日生

昭和50年４月 南海観光株式会社入社 

昭和53年４月 ㈱ビックボーイジャパン入社 

平成12年１月 ピエトロバルコーネ東京株式会社入社 

平成16年２月 株式会社どん入社 

平成16年10月 同社取締役第一営業本部長 

平成17年４月 同社常務取締役（営業部門担当）第一

営業本部長兼務 

平成17年５月 同社取締役 

平成17年５月 株式会社フォルクス常務取締役店舗運

営本部長 

10 

常勤監査役   小森谷 繁行 昭和19年10月18日生

昭和38年４月 株式会社埼玉銀行（現 株式会社埼玉

りそな銀行）入社 

平成元年６月 同行新所沢支店長 

平成３年６月 株式会社協和埼玉銀行（現 株式会社

埼玉りそな銀行）検査部主任検査役 

平成５年７月 株式会社島村工業出向 

平成11年11月 同社取締役人事総務部長 

平成17年５月 株式会社フォルクス監査役 

平成17年６月 株式会社どん監査役 

平成17年７月 ㈱スーパーバリュー監査役 

－ 

監 査 役   清 起一郎 昭和29年10月20日生

昭和61年４月 弁護士登録 岡部総合法律事務所入所 

平成元年４月 沖信・石原・清法律事務所設立 

平成15年６月 株式会社どん監査役 

10 

        計 6,280 



  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  

  

  

(1)  臨時報告書       
  
平成17年５月10日 
関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書であり
ます。 
  
(2)  
  

  
有価証券報告書 
及びその添付書類 

  
事業年度 
(第35期) 

  
自 平成16年３月１日
至 平成17年２月28日

  
  
平成17年５月25日 
関東財務局長に提出 

(3)  臨時報告書       
  
平成17年６月27日 
関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号(親会社の異動)に基づく臨時報告書でありま
す。 
  
(4)  
  

  
有価証券届出書 
及びその添付書類 

  
  

  
（第三者割当増資） 

  
  
平成17年７月７日 
関東財務局長に提出 

(5)  臨時報告書       
  
平成17年９月９日 
関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の２(合併)に基づく臨時報告書であります。 

(6)  半期報告書 (第36期中) 
自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日

  
平成17年11月18日 
関東財務局長に提出 

(7)  臨時報告書       
  
平成17年11月25日 
関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書であ
ります。 

(8)  臨時報告書       
  
平成18年３月８日 
関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書であり
ます。 



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。 

  



  
独立監査人の監査報告書 

  

株式会社フォルクス 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社フォルクスの平成16年３月１日から平成17年２月28日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、キャッシュ・フロー計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社フォルクスの平成17年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準の適用が認められる

こととなったため、この会計基準を適用し財務諸表を作成している。 

  

  

  

  

  

会社と当監査法人又は関与社員との間には、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 
  

  

  

平成17年５月24日

取締役会 御中 

監査法人トーマツ   

代表社員
関与社員

公認会計士  杉  本  茂  次  ㊞ 

関与社員 公認会計士  岡  田  吉  泰  ㊞ 

  
※ 上記は、監査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、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してお

ります。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

株式会社どん 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社どん（旧商号:株式会社フォルクス）の平成17年３月１日から平成18年２月28日までの第36期事業年度の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社どん（旧商号:株式会社フォルクス）の平成18年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、株式会社どんと平成18年３月１日付で合併した。 

  

  

  

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 
  

  

  

平成18年５月26日

取締役会 御中 

監査法人トーマツ   

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  杉  本  茂  次  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  後  藤  德  彌  ㊞ 

  
※ 上記は、監査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、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してお

ります。 
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