
 

 

2022 年 5 月 30 日 

各 位 

会 社 名 ハウス食品グループ本社株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 浦上 博史 

 （コード番号：2810、東証プライム） 

問 合 せ 先 広報・ＩＲ部長 仲川 宜秀 

 （TEL. 03-5211-6039） 

 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「2022 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

2022 年 5 月 11 日に公表しました「2022 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」において、一部

訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．訂正の理由 

「2022 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」提出後に、連結株主資本等変動計算書の表示

内容に一部誤りがあることが判明したため、関連する箇所の訂正を行うものです。 

 

２．訂正の内容（訂正箇所には下線を付しております） 

【訂正箇所】 

４．連結財務諸表及び主な注記 

（３）連結株主資本等変動計算書 

  



 

【訂正前】 

 

（３）連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日） 

（単位：百万円）

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 9,948 22,829 195,844 △6 228,616 

会計方針の変更による
累積的影響額   △340  △340 

会計方針の変更を反映し
た当期首残高 9,948 22,829 195,505 △6 228,276 

当期変動額      

剰余金の配当   △4,634  △4,634 

親会社株主に帰属する
当期純利益   8,752  8,752 

自己株式の取得    △5 △5 

自己株式の消却     － 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）     － 

当期変動額合計 － － 4,118 △5 4,113 

当期末残高 9,948 22,829 199,623 △11 232,389 

 

 その他の包括利益累計額 
非支配株主 

持分 純資産合計 
 その他有価証券 

評価差額金 
繰延 

ヘッジ損益 
為替換算 
調整勘定 

退職給付に係る 
調整累計額 

その他の 
包括利益 
累計額合計 

当期首残高 18,650 14 292 1,198 20,154 32,160 280,930 

会計方針の変更による
累積的影響額     － △88 △428 

会計方針の変更を反映し
た当期首残高 18,650 14 292 1,198 20,154 32,072 280,502 

当期変動額        

剰余金の配当     －  △4,634 

親会社株主に帰属する
当期純利益     －  8,752 

自己株式の取得     －  △5 

自己株式の消却     －  － 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 1,714 △48 △647 4,264 5,283 △3,015 2,268 

当期変動額合計 1,714 △48 △647 4,264 5,283 △3,015 6,381 

当期末残高 20,364 △34 △356 5,462 25,437 29,058 286,883 

  



 

当連結会計年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日） 

（単位：百万円）

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 9,948 22,829 199,623 △11 232,389 

会計方針の変更による
累積的影響額     － 

会計方針の変更を反映し
た当期首残高 9,948 22,829 199,623 △11 232,389 

当期変動額      

剰余金の配当   △4,610  △4,610 

親会社株主に帰属する
当期純利益   13,956  13,956 

自己株式の取得    △4,001 △4,001 

自己株式の消却  1  27 28 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）     － 

当期変動額合計 － 1 9,346 △3,973 5,373 

当期末残高 9,948 22,829 208,969 △3,984 237,762 

 

 その他の包括利益累計額 
非支配株主 

持分 純資産合計 
 その他有価証券 

評価差額金 
繰延 

ヘッジ損益 
為替換算 
調整勘定 

退職給付に係る 
調整累計額 

その他の 
包括利益 
累計額合計 

当期首残高 20,364 △34 △356 5,462 25,437 29,058 286,883 

会計方針の変更による
累積的影響額     －  － 

会計方針の変更を反映し
た当期首残高 20,364 △34 △356 5,462 25,437 29,058 286,883 

当期変動額        

剰余金の配当     －  △4,610 

親会社株主に帰属する
当期純利益     －  13,956 

自己株式の取得     －  △4,001 

自己株式の消却     －  28 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 893 74 3,281 1,520 5,767 543 6,311 

当期変動額合計 893 74 3,281 1,520 5,767 543 11,684 

当期末残高 21,257 40 2,925 6,982 31,204 29,601 298,567 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【訂正後】 

 

（３）連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日） 

（単位：百万円）

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 9,948 22,829 195,844 △6 228,616 

会計方針の変更による
累積的影響額   △340  △340 

会計方針の変更を反映し
た当期首残高 9,948 22,829 195,505 △6 228,276 

当期変動額      

剰余金の配当   △4,634  △4,634 

親会社株主に帰属する
当期純利益   8,752  8,752 

自己株式の取得    △5 △5 

自己株式の処分     － 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）     － 

当期変動額合計 － － 4,118 △5 4,113 

当期末残高 9,948 22,829 199,623 △11 232,389 

 

 その他の包括利益累計額 
非支配株主 

持分 純資産合計 
 その他有価証券 

評価差額金 
繰延 

ヘッジ損益 
為替換算 
調整勘定 

退職給付に係る 
調整累計額 

その他の 
包括利益 
累計額合計 

当期首残高 18,650 14 292 1,198 20,154 32,160 280,930 

会計方針の変更による
累積的影響額     － △88 △428 

会計方針の変更を反映し
た当期首残高 18,650 14 292 1,198 20,154 32,072 280,502 

当期変動額        

剰余金の配当     －  △4,634 

親会社株主に帰属する
当期純利益     －  8,752 

自己株式の取得     －  △5 

自己株式の処分     －  － 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 1,714 △48 △647 4,264 5,283 △3,015 2,268 

当期変動額合計 1,714 △48 △647 4,264 5,283 △3,015 6,381 

当期末残高 20,364 △34 △356 5,462 25,437 29,058 286,883 

  



 

当連結会計年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日） 

（単位：百万円）

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 9,948 22,829 199,623 △11 232,389 

会計方針の変更による
累積的影響額     － 

会計方針の変更を反映し
た当期首残高 9,948 22,829 199,623 △11 232,389 

当期変動額      

剰余金の配当   △4,610  △4,610 

親会社株主に帰属する
当期純利益   13,956  13,956 

自己株式の取得    △4,001 △4,001 

自己株式の処分  1  27 28 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）     － 

当期変動額合計 － 1 9,346 △3,973 5,373 

当期末残高 9,948 22,829 208,969 △3,984 237,762 

 

 その他の包括利益累計額 
非支配株主 

持分 純資産合計 
 その他有価証券 

評価差額金 
繰延 

ヘッジ損益 
為替換算 
調整勘定 

退職給付に係る 
調整累計額 

その他の 
包括利益 
累計額合計 

当期首残高 20,364 △34 △356 5,462 25,437 29,058 286,883 

会計方針の変更による
累積的影響額     －  － 

会計方針の変更を反映し
た当期首残高 20,364 △34 △356 5,462 25,437 29,058 286,883 

当期変動額        

剰余金の配当     －  △4,610 

親会社株主に帰属する
当期純利益     －  13,956 

自己株式の取得     －  △4,001 

自己株式の処分     －  28 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 893 74 3,281 1,520 5,767 543 6,311 

当期変動額合計 893 74 3,281 1,520 5,767 543 11,684 

当期末残高 21,257 40 2,925 6,982 31,204 29,601 298,567 

 

 

以 上 


