
ファイル名:000_1_9038400102206.doc 更新日時:2010/02/19 15:59 印刷日時:10/06/17 13:54 

 

有 価 証 券 報 告 書 
 

第 ６ ４ 期 

 

自 平成２１年４月 １日

至 平成２２年３月３１日

 

大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７号 

 

ハ ウ ス 食 品 株 式 会 社 



ファイル名:000_3_9038400102206.doc 更新日時:2010/02/19 15:59 印刷日時:10/06/17 13:54 

 

 

第64期（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日) 
 

有 価 証 券 報 告 書 
 

１ 本書は金融商品取引法第24条第１項に基づく有価証券報告書を、同法第

27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し、提出

したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。 

２ 本書には、上記の方法により提出した有価証券報告書に添付された監査

報告書及び上記の有価証券報告書と併せて提出した確認書・内部統制報告

書を末尾に綴じ込んでおります。 

 

ハ ウ ス 食 品 株 式 会 社 
 



ファイル名:0000000_4_9038400102206.doc 更新日時:2010/06/17 18:02 印刷日時:10/06/17 20:07 

目      次 

 

頁

第64期 有価証券報告書 

【表紙】 …………………………………………………………………………………………………………１ 

第一部 【企業情報】…………………………………………………………………………………………２ 

第１ 【企業の概況】………………………………………………………………………………………２ 

１ 【主要な経営指標等の推移】……………………………………………………………………２ 

２ 【沿革】……………………………………………………………………………………………３ 

３ 【事業の内容】……………………………………………………………………………………４ 

４ 【関係会社の状況】………………………………………………………………………………６ 

５ 【従業員の状況】…………………………………………………………………………………７ 

第２ 【事業の状況】………………………………………………………………………………………８ 

１ 【業績等の概要】…………………………………………………………………………………８ 

２ 【生産、受注及び販売の状況】…………………………………………………………………10 

３ 【対処すべき課題】………………………………………………………………………………11 

４ 【事業等のリスク】………………………………………………………………………………15 

５ 【経営上の重要な契約等】………………………………………………………………………16 

６ 【研究開発活動】…………………………………………………………………………………16 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】……………………………18 

第３ 【設備の状況】………………………………………………………………………………………19 

１ 【設備投資等の概要】……………………………………………………………………………19 

２ 【主要な設備の状況】……………………………………………………………………………20 

３ 【設備の新設、除却等の計画】…………………………………………………………………22 

第４ 【提出会社の状況】…………………………………………………………………………………23 

１ 【株式等の状況】…………………………………………………………………………………23 

２ 【自己株式の取得等の状況】……………………………………………………………………26 

３ 【配当政策】………………………………………………………………………………………27 

４ 【株価の推移】……………………………………………………………………………………27 

５ 【役員の状況】……………………………………………………………………………………28 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】………………………………………………………32 

第５ 【経理の状況】………………………………………………………………………………………39 

１ 【連結財務諸表等】………………………………………………………………………………40 

２ 【財務諸表等】……………………………………………………………………………………80 

第６ 【提出会社の株式事務の概要】………………………………………………………………… 109 

第７ 【提出会社の参考情報】………………………………………………………………………… 110 

１ 【提出会社の親会社等の情報】……………………………………………………………… 110 

２ 【その他の参考情報】………………………………………………………………………… 110 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】……………………………………………………………… 111 

 

監査報告書 

 

確認書 

 

内部統制報告書 

















































































１【連結財務諸表等】 
(1)【連結財務諸表】 
①【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  16,920 ※1  17,914

受取手形及び売掛金 38,511 38,039

有価証券 28,249 31,803

商品及び製品 7,019 6,477

仕掛品 1,047 966

原材料及び貯蔵品 3,258 2,939

繰延税金資産 3,050 2,769

その他 1,871 1,604

貸倒引当金 △10 △3

流動資産合計 99,916 102,507

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 21,330 20,387

機械装置及び運搬具（純額） 9,877 9,000

土地 26,975 27,007

リース資産（純額） 5,052 4,876

建設仮勘定 373 624

その他（純額） 1,027 913

有形固定資産合計 ※3  64,634 ※3  62,808

無形固定資産   

のれん 10,307 6,190

ソフトウエア 3,152 2,694

ソフトウエア仮勘定 162 298

その他 163 229

無形固定資産合計 13,784 9,411

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  39,844 ※2  46,394

長期貸付金 267 280

繰延税金資産 379 365

長期預金 2,100 2,100

前払年金費用 4,568 5,581

その他 ※2  2,926 2,723

貸倒引当金 △192 △242

投資その他の資産合計 49,892 57,201

固定資産合計 128,310 129,420

資産合計 228,226 231,927

─ 40 ─



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,839 18,989

短期借入金 579 592

リース債務 335 353

未払金 12,064 12,505

未払法人税等 3,128 2,592

役員賞与引当金 79 77

債務保証損失引当金 － 92

その他 4,333 4,075

流動負債合計 40,357 39,276

固定負債   

リース債務 4,699 4,506

長期未払金 1,053 663

繰延税金負債 625 2,258

退職給付引当金 2,404 2,028

役員退職慰労引当金 38 26

その他 529 542

固定負債合計 9,347 10,023

負債合計 49,704 49,299

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,948 9,948

資本剰余金 23,868 23,868

利益剰余金 146,107 148,494

自己株式 △1,322 △1,326

株主資本合計 178,602 180,985

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 941 2,582

為替換算調整勘定 △1,347 △1,292

評価・換算差額等合計 △406 1,290

少数株主持分 326 353

純資産合計 178,522 182,628

負債純資産合計 228,226 231,927

─ 41 ─



②【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 ※3  222,549 220,622

売上原価 ※1  122,587 ※1  118,622

売上総利益 99,962 102,000

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 12,414 12,324

運送費及び保管費 6,754 6,367

販売手数料 ※3  5,045 4,876

販売促進費 ※3  30,203 31,010

給料手当及び賞与 12,103 12,191

役員賞与引当金繰入額 79 77

役員退職慰労引当金繰入額 18 16

減価償却費 1,139 1,216

のれん償却額 4,114 4,121

賃借料 1,284 1,372

試験研究費 ※2  3,645 ※2  3,897

その他 12,962 13,568

販売費及び一般管理費合計 89,761 91,036

営業利益 10,201 10,964

営業外収益   

受取利息 393 326

受取配当金 415 431

持分法による投資利益 289 294

その他 310 270

営業外収益合計 1,407 1,321

営業外費用   

支払利息 41 44

為替差損 521 12

その他 53 41

営業外費用合計 615 97

経常利益 10,993 12,187

─ 42 ─



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※4  21 ※4  55

投資有価証券売却益 2 －

移転補償差益 － ※5  210

その他 12 13

特別利益合計 35 278

特別損失   

固定資産売却損 － ※6  20

固定資産除却損 285 332

投資有価証券売却損 46 －

投資有価証券評価損 52 799

会員権評価損 ※7  2 ※7  60

減損損失 ※8  606 ※8  349

退職給付制度改定損 129 －

債務保証損失引当金繰入額 － 92

その他 46 172

特別損失合計 1,166 1,825

税金等調整前当期純利益 9,862 10,640

法人税、住民税及び事業税 4,729 4,919

法人税等調整額 473 878

法人税等合計 5,203 5,796

少数株主利益又は少数株主損失（△） △67 24

当期純利益 4,726 4,820

─ 43 ─



③【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 9,948 9,948

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,948 9,948

資本剰余金   

前期末残高 23,868 23,868

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 23,868 23,868

利益剰余金   

前期末残高 143,977 146,107

当期変動額   

剰余金の配当 △2,415 △2,415

当期純利益 4,726 4,820

その他 △181 △17

当期変動額合計 2,130 2,387

当期末残高 146,107 148,494

自己株式   

前期末残高 △1,311 △1,322

当期変動額   

自己株式の取得 △11 △4

当期変動額合計 △11 △4

当期末残高 △1,322 △1,326

株主資本合計   

前期末残高 176,483 178,602

当期変動額   

剰余金の配当 △2,415 △2,415

当期純利益 4,726 4,820

自己株式の取得 △11 △4

その他 △181 △17

当期変動額合計 2,119 2,383

当期末残高 178,602 180,985

─ 44 ─



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,755 941

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,814 1,641

当期変動額合計 △2,814 1,641

当期末残高 941 2,582

為替換算調整勘定   

前期末残高 △289 △1,347

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,058 56

当期変動額合計 △1,058 56

当期末残高 △1,347 △1,292

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,465 △406

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,872 1,697

当期変動額合計 △3,872 1,697

当期末残高 △406 1,290

少数株主持分   

前期末残高 992 326

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △665 26

当期変動額合計 △665 26

当期末残高 326 353

純資産合計   

前期末残高 180,940 178,522

当期変動額   

剰余金の配当 △2,415 △2,415

当期純利益 4,726 4,820

自己株式の取得 △11 △4

その他 △181 △17

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,537 1,723

当期変動額合計 △2,418 4,106

当期末残高 178,522 182,628
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 9,862 10,640

減価償却費 6,118 6,102

のれん償却額 4,114 4,121

減損損失 606 349

貸倒損失 － 3

持分法による投資損益（△は益） △289 △294

投資有価証券評価損益（△は益） 52 799

会員権評価損 － 60

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 43

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 4 △2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18 △12

退職給付引当金の増減額（△は減少） △327 △376

受取利息及び受取配当金 △809 △757

支払利息 41 44

為替差損益（△は益） 10 53

投資有価証券売却損益（△は益） 44 －

会員権売却損益（△は益） － 4

固定資産売却損益（△は益） △21 △35

固定資産除却損 285 332

売上債権の増減額（△は増加） 1,182 479

たな卸資産の増減額（△は増加） △883 947

仕入債務の増減額（△は減少） 3 △1,173

未払賞与の増減額（△は減少） 37 △47

その他の資産の増減額（△は増加） △1,673 △349

その他の負債の増減額（△は減少） 611 △470

小計 18,982 20,464

利息及び配当金の受取額 944 840

利息の支払額 △42 △41

法人税等の支払額 △3,360 △5,449

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,525 15,813
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 20 60

定期預金の預入による支出 △91 △512

有価証券の取得による支出 △1,896 △1,899

有価証券の売却による収入 5,868 4,200

有形固定資産の取得による支出 △6,690 △3,328

有形固定資産の売却による収入 34 100

無形固定資産の取得による支出 △1,146 △724

投資有価証券の取得による支出 △35 △11,447

投資有価証券の売却による収入 1,511 3,600

会員権の売却による収入 － 13

関係会社株式の取得による支出 － △156

子会社の自己株式の取得による支出 △668 －

貸付けによる支出 △240 △35

その他の支出 △10 －

その他の収入 0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,343 △10,129

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,437 2,704

短期借入金の返済による支出 △1,372 △2,704

リース債務の返済による支出 △170 △356

自己株式の取得による支出 △11 △4

配当金の支払額 △2,415 △2,411

少数株主からの払込みによる収入 115 －

少数株主への配当金の支払額 △17 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,432 △2,771

現金及び現金同等物に係る換算差額 △459 △23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,291 2,891

現金及び現金同等物の期首残高 31,389 41,680

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  41,680 ※1  44,570

─ 47 ─



































































２【財務諸表等】 
(1)【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  10,023 ※1  15,488

受取手形 23 24

売掛金 30,215 30,043

有価証券 27,000 31,102

商品及び製品 5,748 4,991

仕掛品 956 867

原材料及び貯蔵品 2,112 1,984

繰延税金資産 1,972 1,982

その他 2,027 1,702

貸倒引当金 △10 △3

流動資産合計 80,066 88,182

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 13,659 13,040

構築物（純額） 726 633

機械及び装置（純額） 6,374 5,983

車両運搬具（純額） 63 44

工具、器具及び備品（純額） 606 518

土地 17,799 17,556

リース資産（純額） 23 32

建設仮勘定 111 311

有形固定資産合計 ※2  39,361 ※2  38,116

無形固定資産   

借地権 6 6

商標権 8 7

電話加入権 45 45

施設利用権 0 0

ソフトウエア 2,613 2,221

ソフトウエア仮勘定 162 270

無形固定資産合計 2,834 2,549
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 35,245 42,148

関係会社株式 41,436 41,628

出資金 39 39

関係会社出資金 1,140 1,155

従業員に対する長期貸付金 8 7

関係会社長期貸付金 3,600 3,450

長期前払費用 219 216

差入保証金 1,148 1,147

長期預金 2,000 2,000

前払年金費用 4,568 5,581

その他 67 62

貸倒引当金 △158 △207

投資その他の資産合計 89,312 97,225

固定資産合計 131,507 137,890

資産合計 211,573 226,072

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※3  1,891 ※3  2,158

買掛金 ※3  11,706 ※3  10,803

関係会社短期借入金 － 7,311

リース債務 5 9

未払金 10,636 10,881

未払費用 1,943 1,896

未払法人税等 3,003 2,189

預り金 159 116

役員賞与引当金 67 58

債務保証損失引当金 － 92

その他 516 394

流動負債合計 29,927 35,908
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

固定負債   

リース債務 18 23

長期預り保証金 268 268

長期未払金 670 650

繰延税金負債 575 2,254

固定負債合計 1,531 3,196

負債合計 31,458 39,103

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,948 9,948

資本剰余金   

資本準備金 23,815 23,815

資本剰余金合計 23,815 23,815

利益剰余金   

利益準備金 2,487 2,487

その他利益剰余金   

別途積立金 133,900 133,900

繰越利益剰余金 10,278 15,489

利益剰余金合計 146,665 151,876

自己株式 △1,322 △1,326

株主資本合計 179,107 184,314

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,008 2,655

評価・換算差額等合計 1,008 2,655

純資産合計 180,115 186,968

負債純資産合計 211,573 226,072
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②【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 ※3  161,882 161,680

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 5,414 5,748

当期商品仕入高 21,282 22,254

当期製品製造原価 59,451 55,406

合計 86,147 83,408

他勘定振替高 ※4  714 ※4  887

商品及び製品期末たな卸高 5,748 4,991

売上原価合計 ※1  79,685 ※1  77,530

売上総利益 82,196 84,150

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 10,702 10,919

運送費及び保管費 5,575 5,428

販売手数料 ※3  5,045 4,876

販売促進費 ※3  24,520 25,440

役員報酬 263 239

給料手当及び賞与 8,906 8,251

役員賞与引当金繰入額 67 58

退職給付費用 1,653 1,985

福利厚生費 1,826 1,802

旅費及び通信費 1,419 1,371

減価償却費 822 817

賃借料 1,092 1,144

試験研究費 ※2  3,026 ※2  3,312

調査費 822 857

その他 4,504 5,119

販売費及び一般管理費合計 70,244 71,618

営業利益 11,952 12,532

営業外収益   

受取利息 144 94

有価証券利息 268 274

受取配当金 ※5  1,103 ※5  1,020

受取賃貸料 ※5  263 ※5  223

その他 268 210

営業外収益合計 2,045 1,822

営業外費用   

支払利息 8 13

賃貸費用 92 77

為替差損 5 64

その他 26 14

営業外費用合計 130 168

経常利益 13,867 14,186
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※6  10 ※6  15

貸倒引当金戻入額 － 2

投資有価証券売却益 2 －

特別利益合計 13 17

特別損失   

固定資産売却損 － ※7  18

固定資産除却損 219 188

投資有価証券売却損 46 －

投資有価証券評価損 26 799

関係会社株式評価損 388 －

会員権評価損 ※8  2 ※8  60

退職給付制度改定損 129 －

減損損失 ※9  606 ※9  345

債務保証損失引当金繰入額 － 92

その他 4 74

特別損失合計 1,420 1,576

税引前当期純利益 12,460 12,627

法人税、住民税及び事業税 4,525 4,383

法人税等調整額 505 618

法人税等合計 5,030 5,001

当期純利益 7,429 7,626
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③【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 9,948 9,948

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,948 9,948

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 23,815 23,815

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 23,815 23,815

資本剰余金合計   

前期末残高 23,815 23,815

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 23,815 23,815

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,487 2,487

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,487 2,487

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 129,900 133,900

当期変動額   

別途積立金の積立 4,000 －

当期変動額合計 4,000 －

当期末残高 133,900 133,900

繰越利益剰余金   

前期末残高 9,263 10,278

当期変動額   

剰余金の配当 △2,415 △2,415

当期純利益 7,429 7,626

別途積立金の積立 △4,000 －

当期変動額合計 1,014 5,211

当期末残高 10,278 15,489

利益剰余金合計   

前期末残高 141,651 146,665

当期変動額   

剰余金の配当 △2,415 △2,415

当期純利益 7,429 7,626

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 5,014 5,211

当期末残高 146,665 151,876
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △1,311 △1,322

当期変動額   

自己株式の取得 △11 △4

当期変動額合計 △11 △4

当期末残高 △1,322 △1,326

株主資本合計   

前期末残高 174,104 179,107

当期変動額   

剰余金の配当 △2,415 △2,415

当期純利益 7,429 7,626

自己株式の取得 △11 △4

当期変動額合計 5,003 5,207

当期末残高 179,107 184,314

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,788 1,008

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,779 1,646

当期変動額合計 △2,779 1,646

当期末残高 1,008 2,655

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,788 1,008

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,779 1,646

当期変動額合計 △2,779 1,646

当期末残高 1,008 2,655

純資産合計   

前期末残高 177,891 180,115

当期変動額   

剰余金の配当 △2,415 △2,415

当期純利益 7,429 7,626

自己株式の取得 △11 △4

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,779 1,646

当期変動額合計 2,224 6,853

当期末残高 180,115 186,968
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平成21年６月16日

 ハ ウ ス 食 品 株 式 会 社 

 

  

 

  
 

  
 

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられているハウス食品株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの連結会計年度の連

結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・

フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結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連結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、当監査法人に連結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連結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、上記の連結財務諸表が、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、ハウス食品株式会社及び連結子会社の平成21年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計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。 

  

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 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  山  田  美  樹  ㊞

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士  松  嶋  康  介  ㊞



＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ハウス食品株

式会社の平成21年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及

び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部

統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記

載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

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。内部統制監査は、試査を基礎として

行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含

め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果と

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、ハウス食品株式会社が平成21年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表

示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評

価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、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。 

  

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 
  

 

※１ 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、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 

 



 

  

平成22年６月14日

 ハ ウ ス 食 品 株 式 会 社 

 

  

 

  
 

  
 

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられているハウス食品株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの連結会計年度の連

結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・

フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結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連結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、当監査法人に連結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連結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、上記の連結財務諸表が、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、ハウス食品株式会社及び連結子会社の平成22年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計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 

重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、平成22年5月31日をもって、ミネラルウ

ォーター事業を譲渡した。 

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 取  締  役  会    御 中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  山  田  美  樹  ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  松  嶋  康  介  ㊞



＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ハウス食品株

式会社の平成22年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及

び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部

統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記

載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

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。内部統制監査は、試査を基礎として

行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含

め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果と

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、ハウス食品株式会社が平成22年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表

示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評

価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、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。 

  

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 
  

 

※１ 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、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 

 



 

  

平成21年６月16日

 ハ ウ ス 食 品 株 式 会 社 

 

  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられているハウス食品株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第63期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動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、ハウス食品株式会社の平成21年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

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。 

  

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 
  

独立監査人の監査報告書

 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  山  田  美  樹  ㊞

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士  松  嶋  康  介  ㊞

※１ 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、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 

 



 

  

平成22年６月14日

 ハ ウ ス 食 品 株 式 会 社 

 

  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられているハウス食品株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第64期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動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、ハウス食品株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

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 

重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、平成22年5月31日をもって、ミネラルウ

ォーター事業を譲渡した。 

  

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 
  

独立監査人の監査報告書

 取  締  役  会    御 中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  山  田  美  樹  ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  松  嶋  康  介  ㊞

※１ 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、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 

 



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年６月25日 

【会社名】 ハウス食品株式会社 

【英訳名】 HOUSE FOODS CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  浦 上 博 史  

【最高財務責任者の役職氏名】 該当ありません。 

【本店の所在の場所】 大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７号 

【縦覧に供する場所】 ハウス食品株式会社東京本社 

  （東京都千代田区紀尾井町６番３号） 

 ハウス食品株式会社名古屋支店 

  （名古屋市北区山田町４丁目50番地） 

 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜１丁目８番16号) 



当社代表取締役社長 浦上 博史は、当社の第64期(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)の

有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】



 
  

【表紙】 

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年６月25日 

【会社名】 ハウス食品株式会社 

【英訳名】 HOUSE FOODS CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 浦 上 博 史 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当ありません。 

【本店の所在の場所】 大阪府東大阪市御厨栄町1丁目５番７号 

【縦覧に供する場所】 ハウス食品株式会社東京本社 

  (東京都千代田区紀尾井町６番３号) 

 ハウス食品株式会社名古屋支店 

  （名古屋市北区山田町４丁目50番地） 

 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜１丁目８番16号) 

  



当社代表取締役社長浦上博史は、当社の財務報告に係る内部統制を整備し、運用する責任を有しており

ます。  

 当社は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監

査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、内

部統制を整備し、運用しております。  

 ただし、内部統制は、判断の誤りや不注意、複数の担当者による共謀等によって有効に機能しなくなる

場合や、当初予定していなかった企業グループ内外の環境変化や非定型的な取引等に対応できない場合等

の内部統制固有の限界を有しているため、財務報告の虚偽記載を完全には防止又は発見することができな

い可能性があります。  

  

  

当社は、平成22年３月31日を基準日として、財務報告に係る内部統制の評価を実施しました。この評価

にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。 

 評価にあたっては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）

及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち全社的な観点で評価することが適切であると考えられるも

のの評価を行った上で、その結果を踏まえて、業務プロセスに係る内部統制の評価を実施しております。

当該業務プロセスの評価にあたっては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重

要な影響を及ぼすリスクとそれを合理的なレベルにまで低減する統制上の要点を識別し、当該統制上の要

点の整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性を評価しました。評価の手続きとして

は、全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制のそれぞれについて、適切な関係者への質問、内

部統制の実施記録の検証、関連文書の閲覧、業務の観察等により評価を行いました。  

 評価の範囲は、ハウス食品株式会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性

に及ぼす影響の重要性（金額的及び質的影響の重要性）の観点から必要な範囲を財務報告に係る内部統制

の評価対象としました。全社的な内部統制は、ハウス食品株式会社及び連結子会社５社を対象として行

い、その評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲や対象を合理的に決定しました。

なお、その他の連結子会社11社及び持分法適用会社５社については、金額的及び質的影響の重要性の観点

から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含まれておりません。  

 また、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度における売上

高、売掛金、棚卸資産のそれぞれにおいて、金額（連結会社間取引消去前）の高い拠点から合算してい

き、各科目の前連結会計年度の個別単純合算の概ね３分の２を占める事業拠点を重要な事業拠点としまし

た。重要な事業拠点として選定したハウス食品株式会社及び連結子会社１社においては、売上高、売掛

金、棚卸資産等の企業の事業目的に大きく関わる勘定科目に至る業務プロセスを評価の対象としました。

さらに、選定した重要な事業拠点に関わらず、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務は評価対

象の業務プロセスとしました。  

  

  

１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】



上記の評価基準、評価手続に基づき評価を行った結果、平成22年３月31日における当社の財務報告に係

る内部統制は有効であると判断いたしました。 

  

財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象はありません。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

  

３ 【評価結果に関する事項】

４ 【付記事項】

５ 【特記事項】
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