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過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び 

2021年８月期決算短信の訂正に関するお知らせ 

 

当社は、本日付で、過年度の有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を関東財務局に提出す

るとともに、2021年８月期決算短信についても訂正を行いましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。 

 

記 

 

１．訂正の経緯及び理由 

 当社は、2021年 11月 12日付で公表した「第 22期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知

らせ」及び同年 11月 30日付で公表した「誤謬に係る社内調査委員会の設置に関するお知らせ」にて

お知らせいたしましたとおり、2021 年８月期決算に係る監査手続の過程において、監査法人からの

指摘により未収入金及び未払金の残高についての誤謬の存在が判明したため、2021年 11月 30日付

で、社内調査委員会を設置し調査を進めてまいりました。 

 本日、社内調査委員会より調査報告書を受領し、過年度より未収入金及び未払金の残高が過大に計

上されていたこと及び売上原価（代理店報酬原価等）が過少に計上されていたことの報告を受けまし

た。 

これに伴い当社は、過年度について必要な訂正を行い、下記のとおり、過去に提出した有価証券報

告書及び四半期報告書の訂正報告書を関東財務局へ提出いたしました。あわせて、2021年８月期決

算短信も、訂正することといたしました。 

なお、社内調査委員会による調査報告の詳細につきましては、本日付で公表した「誤謬に係る社内

調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

 株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしましたことを

深くお詫び申し上げます。 

  

本社所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目 27番５号 

会 社 名 株式会社 出前館 

代 表 者 代表取締役社長 藤井 英雄 

（コード番号：2484 東京証券取引所 JASDAQ 市場） 

問 合 せ 先 財務経理グループ 

TEL：050-5445-5390 

URL: https://corporate.demae-can.com/ 
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２．本日提出した有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書 

有価証券報告書 

 第 21期（自 2019年９月１日 至 2020年８月 31日） 

 

四半期報告書 

 第 21期第１四半期（自 2019年９月１日 至 2019年 11月 30日） 

 第 21期第２四半期（自 2019年 12月 1日 至 2020年 2月 29日） 

 第 21期第３四半期（自 2020年３月１日 至 2020年５月 31日） 

 第 22期第１四半期（自 2020年９月１日 至 2020年 11月 30日） 

 第 22期第２四半期（自 2020年 12月１日 至 2021年２月 28日） 

 第 22期第３四半期（自 2021年３月１日 至 2021年５月 31日） 

 

３．訂正による過年度の連結業績への影響額（単位：千円） 

会計年度 項目 
訂正前 

（a） 

訂正後 

（b） 

影響額 

（b-a） 

影響率 

 

第 21期 売上高 1,817,120 1,821,776 4,656 0.3% 

第１四半期 営業利益（△は損失） △210,162 △162,555 47,606 － 

 経常利益（△は損失） △202,059 △154,452 47,606 － 

 親会社株主に帰属する四半期

純利益（△は損失） 
△220,604 △172,998 47,606 － 

 総資産 7,181,067 6,752,050 △429,016 △6.0% 

 純資産 2,481,380 2,528,987 47,606 1.9% 

第 21期 売上高 3,828,559 3,828,559 － － 

第２四半期 営業利益（△は損失） △989,318 △976,608 12,710 － 

 経常利益（△は損失） △966,090 △953,380 12,710 － 

 親会社株主に帰属する四半期

純利益（△は損失） 
△904,554 △891,844 12,710 － 

 総資産 6,836,647 6,129,260 △707,386 △10.3% 

 純資産 1,690,221 1,702,932 12,710 0.8% 

第 21期 売上高 6,822,957 6,822,957 － － 

第３四半期 営業利益（△は損失） △1,608,869 △1,600,976 7,892 － 

 経常利益（△は損失） △1,917,539 △1,909,646 7,892 － 

 親会社株主に帰属する四半期

純利益（△は損失） 
△1,877,768 △1,869,875 7,892 － 

 総資産 39,217,499 37,256,235 △1,961,264 △5.0% 

 純資産 30,709,581 30,717,474 7,892 0.0% 

第 21期 売上高 10,306,463 10,315,568 9,105 0.1% 

通期 営業利益（△は損失） △2,623,102 △2,687,393 △64,290 － 

 経常利益（△は損失） △2,919,717 △2,984,007 △64,290 － 

 親会社株主に帰属する当期純

利益（△は損失） 
△4,112,361 △4,176,652 △64,290 － 

 総資産 35,985,792 35,376,283 △609,509 △1.7% 

 純資産 28,479,720 28,415,429 △64,290 △0.2% 

第 22期 売上高 4,228,055 4,186,049 △42,006 △1.0% 

第１四半期 営業利益（△は損失） △3,194,131 △3,229,883 △35,752 － 

 経常利益（△は損失） △3,195,340 △3,231,092 △35,752 － 

 親会社株主に帰属する四半期

純利益（△は損失） 
△3,543,866 △3,582,612 △38,745 － 

 総資産 33,673,545 32,541,423 △1,132,122 △3.4% 

 純資産 24,937,208 24,834,171 △103,036 △0.4% 

第 22期 売上高 10,464,025 10,409,477 △54,548 △0.5% 
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第２四半期 営業利益（△は損失） △8,387,794 △8,543,555 △155,761 － 

 経常利益（△は損失） △8,382,529 △8,538,290 △155,761 － 

 親会社株主に帰属する四半期

純利益（△は損失） 
△9,610,656 △9,796,394 △185,737 － 

 総資産 28,356,179 27,470,569 △885,610 △3.1% 

 純資産 18,945,401 18,695,372 △250,028 △1.3% 

第 22期 売上高 18,493,570 18,439,022 △54,548 △0.3% 

第３四半期 営業利益（△は損失） △12,907,076 △13,594,319 △687,243 － 

 経常利益（△は損失） △12,889,760 △13,577,003 △687,243 － 

 親会社株主に帰属する四半期

純利益（△は損失） 
△14,734,930 △15,462,008 △727,077 － 

 総資産 25,738,390 23,890,159 △1,848,231 △7.2% 

 純資産 13,927,607 13,136,238 △791,368 △5.7% 

第 22期 売上高 29,008,957 28,954,409 △54,548 △0.2% 

通期 営業利益（△は損失） △17,991,062 △19,157,250 △1,166,188 － 

 経常利益（△は損失） △17,981,882 △19,148,070 △1,166,188 － 

 親会社株主に帰属する当期純

利益（△は損失） 
△20,651,651 △21,869,010 △1,217,359 － 

 総資産 22,715,336 20,380,039 △2,335,296 △10.3% 

 純資産 8,157,449 6,875,798 △1,281,650 △15.7% 

（注）増減率は小数点以下第２位を四捨五入して記載しています。 

以 上 


