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と併せて提出した確認書を末尾に綴じ込んでおります。 

  

ハウス食品グループ本社株式会社 
  



ハウス食品グループ本社株式会社

　
【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年７月31日

【事業年度】 第72期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

【会社名】 ハウス食品グループ本社株式会社

【英訳名】 HOUSE FOODS GROUP INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 浦 上 博 史

【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

【電話番号】 (06)6788―1231番(大代表)

【事務連絡者氏名】 財務部長 難 波 一 哉

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町６番３号

ハウス食品グループ本社株式会社 東京本社

【電話番号】 (03)3264―1231番(大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレートコミュニケーション本部長

藤 井 豊 明

【縦覧に供する場所】 ハウス食品グループ本社株式会社 東京本社

　(東京都千代田区紀尾井町６番３号)

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)

決算短信（宝印刷） 2019年07月29日 17時09分 1ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



ハウス食品グループ本社株式会社

１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2018年６月27日に提出いたしました第72期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）有価証券報告書の記載事

項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部 企業情報

　第４ 提出会社の状況

　 ５ 役員の状況

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は を付して表示しております。
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ハウス食品グループ本社株式会社

第一部 【企業情報】

第４ 【提出会社の状況】

５ 【役員の状況】

（訂正前）

＜省略＞

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

＜省略＞

監査役 藤 井 順 輔 1952年12月22日生

1976年４月 株式会社住友銀行（現株式会社

三井住友銀行）入行

(注)5 1,005

2003年６月 同行執行役員に就任

2006年４月 同行常務執行役員に就任

2008年４月 同行常務執行役員

株式会社三井住友フィナンシャ

ルグループ常務執行役員に就任

2008年６月 株式会社三井住友銀行常務執行

役員

株式会社三井住友フィナンシャ

ルグループ取締役に就任

2009年４月 株式会社三井住友銀行取締役兼

専務執行役員に就任

株式会社三井住友フィナンシャ

ルグループ取締役

2011年４月 株式会社三井住友銀行取締役に

就任

株式会社三井住友フィナンシャ

ルグループ取締役

2011年６月 株式会社三井住友銀行上席顧問

に就任

2012年４月 株式会社日本総合研究所代表取

締役社長兼最高執行役員に就任

2015年５月 同社取締役会長に就任(現)

2016年６月 当社監査役に就任(現)

監査役 岩 本 保 1950年９月25日生

1974年４月 味の素株式会社入社

(注)6 135

2001年７月 ベトナム味の素社(AJINOMOTO

VIETNAM CO.,LTD.)社長

2005年６月 味の素株式会社執行役員人事部

長に就任

2009年６月 味の素株式会社常務執行役員に

就任

2011年６月 味の素株式会社専務執行役員に

就任

2015年６月 味の素株式会社代表取締役副社

長執行役員に就任

2017年６月 当社監査役に就任(現)

＜省略＞

＜省略＞
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ハウス食品グループ本社株式会社

（訂正後）

＜省略＞

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

＜省略＞

監査役 藤 井 順 輔 1952年12月22日生

1976年４月 株式会社住友銀行（現株式会社

三井住友銀行）入行

(注)5 1,005

2003年６月 同行執行役員に就任

2006年４月 同行常務執行役員に就任

2008年４月 同行常務執行役員

株式会社三井住友フィナンシャ

ルグループ常務執行役員に就任

2008年６月 株式会社三井住友銀行常務執行

役員

株式会社三井住友フィナンシャ

ルグループ取締役に就任

2009年４月 株式会社三井住友銀行取締役兼

専務執行役員に就任

株式会社三井住友フィナンシャ

ルグループ取締役

2011年４月 株式会社三井住友銀行取締役に

就任

株式会社三井住友フィナンシャ

ルグループ取締役

2011年６月 株式会社三井住友銀行上席顧問

に就任

2012年４月 株式会社日本総合研究所代表取

締役社長兼最高執行役員に就任

2015年５月 同社取締役会長に就任

2016年６月 当社監査役に就任(現)

2017年６月 株式会社日本総合研究所特別顧

問に就任(現)

監査役 岩 本 保 1950年９月25日生

1974年４月 味の素株式会社入社

(注)6 135

2001年７月 ベトナム味の素社(AJINOMOTO

VIETNAM CO.,LTD.)社長に就任

2005年６月 味の素株式会社執行役員に就任

2009年６月 同社取締役常務執行役員に就任

2011年６月 同社取締役専務執行役員に就任

2015年６月 同社代表取締役副社長執行役員

に就任

2017年６月 同社常任顧問に就任(現)

当社監査役に就任(現)

＜省略＞

＜省略＞
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【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４項

【提出先】 関東財務局長
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【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】 ハウス食品グループ本社株式会社 東京本社

　(東京都千代田区紀尾井町６番３号)

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)
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１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長 浦上 博史は、当社の第72期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)の有価証券報告書

の訂正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。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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