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■第2四半期　■期末　●利益配分の基本方針に基づく連結配当性向
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セグメント別業績ハイライト

株主・投資家情報ページのご案内
株主・投資家のみなさまに向け、最新ＩＲ資料やＩＲニュースなどを公開しております。

※売上高構成比はセグメント間取引調整前

※企業結合に伴い発生する特別損益やのれん償却の影響を除く連
結配当性向30％以上を基準とした安定的な配当を継続すること

検 索ハウス食品グループ　株主・投資家情報

香辛・調味加工食品事業
◦ハウス食品㈱は、既存事業の強化と新価値創造に取り組み、お客さまのライフスタイルの変化に即した提案力、収益力の
強化を進める。下期の消費税増税はマイナスに影響したが、新型コロナウイルス感染症拡大による内食需要の極大化もあ
り、増収増益。
◦㈱ギャバンは、主力のペッパーを中心に国内外ともに底堅く推移するも、マロニー㈱は暖冬の影響もあり鍋需要が振るわ
ず軟調に推移。

売上高構成比

48.1%

健康食品事業
◦ハウスウェルネスフーズ㈱は、「ウコンの力」が飲酒環境の変化や新型コロナウイルス感染症拡大等による非常に厳しい
販売環境が影響し、減収減益。ゼリー製品と「１日分のビタミン」の内製化等、事業基盤の再構築に取り組むほか、「乳酸菌
Ｌ－１３７」の事業化や機能性表示食品「ネルノダ」の育成に注力。

売上高構成比

9.3%

海外食品事業

外食事業
◦㈱壱番屋は、価格改定による客単価の上昇効果に加え、海外子会社が堅調に推移したこと等から、増収増益。
◦㈱壱番屋のグループ化に伴う、のれんや無形固定資産の償却負担を同社の営業利益が上回り、連結ベースで黒字に
転換。

売上高構成比

9.9%

その他食品関連事業
◦㈱デリカシェフは、人件費上昇が影響するも、開発力強化と生産性改善により収益性を向上。㈱ヴォークス・トレーディング
は、基幹事業の収益力強化や高付加価値製品の拡販に取り組み増収増益を確保。当事業セグメントでは、ハウス物流サー
ビス㈱の主要な物流事業を持分法適用関連会社であるＦ－ＬＩＮＥ㈱へ譲渡したことが影響し、大幅減収減益。

売上高構成比

17.4%

売上高 1,450億円 前期比
102.7% 営業利益141.1億円 前期比

111.4%

売上高 279億円 前期比
90.3%

売上高 297億円 前期比
113.0%

売上高 525億円 前期比
100.8%

売上高 463億円 前期比
74.8%

売上高構成比

15.4%

◦米国豆腐事業は、需要拡大に対して生産能力が逼迫するなか、労務費や原料コストの増加等が影響し、増収減益。新ライ
ンを稼働し、成長機会を取り込む体制を整備。
◦中国カレー事業は、日本式カレーの着実な浸透を進めることができたが、営業体制整備の遅れから、前期の浙江工場稼働
に伴うコスト増を吸収するには至らず、増収減益。
◦タイ機能性飲料事業は、健康志向の高まりを背景とした旺盛な需要を受け「Ｃ－ｖｉｔｔ」の成長が続き、増収増益。

営業利益 5.2億円 前期比
36.7%

営業利益 41.0億円 前期比
114.3%

営業利益 2.0億円 前期は
営業損失
▲5.6億円

営業利益 17.9億円 前期比
87.6%

スパイスを使った
レシピのご紹介

調理時間
約40分

【 作り方 】
１ 	鶏肉にフォークなどで、数か所刺す。
調味料 をあわせる。

２ 	長ねぎは1/3本を白髪ねぎに切り、水にさら
し、残りを長さ5cmのぶつ切りにする。

３ 	鍋の底にぶつ切りの長ねぎを敷き、その上に
鶏肉を重ね、スパイスと調味料 を入れる。

４ 	沸騰したら火を弱め、時々煮汁をかけながら
20分位煮る。

５ 	鶏肉を3cmのそぎ切りにして、ねぎとともに大
き目の皿に盛り、上に白髪ねぎを添える。

鶏肉の香り煮
	スターアニス(八角茴香)などを入れて

煮込んだ、中華風の煮物

このレシピで使っている
スパイス 

スターアニス（八角茴香）
は豚の角煮に欠かせな

いスパイスですが、その
風味を鶏肉でも簡単に

出せます。同時にシナモン
を加えることでスター

アニスの強い香りをマス
キングします。

一口メモ

6月・12月の年2回、半年以上継続して単元株（100株）以上の株式を保有の株主さまを対象に、当社グループの製品詰合せを
「株主優待」として贈呈しております。

■ 株主優待のご案内

〒577-8520  
大阪府東大阪市御厨栄町一丁目5番7号

https://housefoods-group.com［	証券コード：2810	]

第1号議案　剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき23円
と決定いたしました。

第2号議案　取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、浦上 博史、松本 惠司、広浦 康勝、  
工東 正彦、大澤 善行、宮奥 美行、山口 竜巳、川崎 浩太郎、西藤 久三、 
藤井 順輔の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案　監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、小池 章、岡島 敦子の2氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

決議事項報告事項

第74期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内
容およびその監査結果を報告いたしました。

第74期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

第74期 定時株主総会のご報告 2020年6月25日にリーガロイヤルホテル（大阪）で開催された
当社第74期定時株主総会におきまして、次のとおり報告・決議されました。

写真は、2020年６月上旬贈呈の株主優待製品です。

GABANローリエ
(アメリカ産)＜ホール＞	 …………… 1枚
GABANスターアニス
(八角茴香)<ホール>	 …………… 1/2個
GABANシナモンスティック
（セイロンシナモン）	 ……………… 1/2本

ハウス食品㈱のレシピページのご案内

検 索ハウス食品　レシピ

ハウス食品㈱のさまざまを
製品を使ったレシピを、豊
富に取り揃えております。
毎日の献立にお役立てくだ
さい。

もっとおいしく！

もっと楽しく！

エネルギー
212kcal
（1人分）

食塩相当量
2.1g

（1人分）

1,000株以上保有
［3,000円相当の詰合せ］

200株〜1,000株未満保有
［2,000円相当の詰合せ］

100株〜200株未満保有
［1,000円相当の詰合せ］

【 材料(4人分)】

GABAN
ローリエ
(アメリカ産)
＜ホール＞

GABANス
ターアニス
(八角茴香)
<ホール>

GABANシナ
モンスティック
（セイロンシナ

モン）

株主のみなさまへのお知らせ

鶏肉(もも)	………………………2枚	400g
長ねぎ	 ……………………………………… 3本
酒	……………………………………… 大さじ3
しょう油	 …………………………… 大さじ3
水	……………………………………… 大さじ1
黒砂糖	…………………………………… 30ｇ

 ハウス食品グループより

株主のみなさまへ

2020年3月期  2 0 1 9 年 4月1日 2 0 2 0 年 3月3 1日

スターアニス
（八

はっかくういきょう

角茴香）

八角の名のとおり、８つの実を放射
状につける独特の形をしたスパイス。
古くから広く使われてきた、中国料
理になくてはならないスパイスです。
甘さを感じさせる香味はフェンネル
やアニスにも似て、豚肉や鴨肉料理
のほか、川魚のくさみ取りなどにも
使われます。

スパイスの情報ならおまかせ。毎日の暮らしが楽しくなるス
パイスの楽しみ方をご紹介しております。レシピ・スパイス検
索のほか、スパイス活用術などの情報も満載です。
ぜひご活用ください。 検 索ハウス食品　スパイスオブライフ

ハウス食品グループ
2020年３月期
事業概要のご報告
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ハウス食品グループ
2020年３月期 事業概要のご報告

◦経常利益 （億円）
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◦売上高 （億円）
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3月期

■営業利益　●売上高営業利益率
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108108
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◦営業利益（億円）

◦売上高営業利益率 （%）

株主のみなさまへ

連結業績ハイライト

ハウス食品グループ本社株式会社
代表取締役社長

ハウス食品㈱・ハウスウェルネスフーズ㈱ 商品紹介ページのご案内
ハウス食品㈱とハウスウェルネスフーズ㈱の取り扱い商品を新商品か
ら定番商品まで幅広くご紹介しております。

〜 Striving to become a High Quality Company 〜
2020年3月期 クオリティ企業への変革に向けた取組

お客さまに対して

社員とその家族に対して 社会に対して

ダイバーシティの実現に向けて 

Ｒ＆Ｄ機能強化と新価値創出に向けて 
海外事業の基盤強化と成長加速、
国内事業の収益力強化に向けて

持続可能な調達と
限りある資源の有効活用に向けて 多彩な人材が活躍できる場作りを推進

千葉研究センターをリノベーション ハウスフーズアメリカ社豆腐製品製造工場を拡張

将来のシナジーを見据えたベンチャー企業への
投資を実施

ハウス食品㈱レトルト製品製造ライン、
ハウスウェルネスフーズ㈱ゼリー製品製造ラインを新設

ＲＳＰＯ認証パーム油の調達を開始

ハウス食品㈱、ハウスウェルネスフーズ㈱
一部製品の賞味期限「年月」表示化の取組を推進

　多様性を受け入れ、活かし、育み、個性を活かした活躍ができ
るステージ作りに取り組むなか、障がいのある方々と助け合い協
力してスパイス製品を製造するハウスあいファクトリー㈱が、設
立当初から取り組んできた安全活動と健康経営を高く評価され、
特例子会社(※1)初となる「安全衛生優良企業(※2)」に認定されま
した。また、グループ全体でダイバーシティの実現に向けた取り
組みを進めるなか、障がいのある方々とともに働く職場領域を拡
げ、2019年４月より事務サポート業務で障がいのある方々が就
労し、ともに業務を行っております。
(※1) 障がいのある方の雇用を促進し、安定して就労できるように特別

な配慮をする子会社。障がいのある方が働きやすい職場環境の整
備等の配慮を行っております。

(※2) 労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、
高い安全衛生水準を維持・改善しているとして、厚生労働省から認
定を受けた企業。

　2020年2月、千葉研究センターのリノベーションが完了いたしまし
た。より新たな発想を生み出せる環境の
もと、グループ内外の技術や創造性を交
え、Ｒ＆Ｄの領域を川上（原料の調達）か
ら川下（製品販売や外食サービスの提
供）まで拡大するとともに、新たな価値の
創出に取り組んでまいります。

　近年、米国では健康志向の高まりを背景に、植物性たんぱく市場が
急速に拡大しております。
　このようななか、ハウスフーズアメリ
カ社は、ロスアンゼルス工場で豆腐製品
製造ラインの拡張に取り組み、2020年
１月、新たな製造ラインを稼働いたしま
した。

　国内外の優れたベンチャー企業と当社グループが保有する技術・ビ
ジネスモデル等を組み合わせ、新たな価値基盤を創出するための投資
活動である「コーポレートベンチャーキャピタル（ＣＶＣ）」に取り組んで
おります。
　当期末時点では、豆類を原料とした魚代替製品の製造・販売企業、
プラスチックを使用しないストロー等のエコ製品の製造・販売企業な
ど、計９社へ出資しております。

　レトルト市場が拡大するなか、ハウス食品㈱関東工場にレトルト製品
製造ラインを新設いたしました。
　また、ハウスウェルネスフーズ㈱では、「１日分のビタミンゼリー」等の
ゼリー製品製造ラインを伊丹工場に新設し、安定供給
とともに、コスト競争力の強化に取り組んでおります。

　世界各地で行われているパーム油の生産が、環境に悪影響を
及ぼすことのないよう、「持続可能なパーム油」の生産と利用を促
進する非営利組織ＲＳＰＯより、「持続可能なパーム油」調達の認
証を取得いたしました。2020年４月より、ルウ製品（顆粒・ペース
ト製品除く）への使用量相当分を調達しており、今後も「持続可能
なパーム油」への切り替えを進めてまいります。

　食品ロスが世界的な課題となるなか、製品納入時における食
品ロスリスク低減などに効果が期待される、賞味期限の「年月日」
から「年月」への表示を、ハウス食品㈱とハウスウェルネスフーズ
㈱の一部製品を対象に導入する取組を進めております。

株式に関するその他のお問い合せ先
ハウス食品グループ本社株式会社　総務部　電話06-6788-1214　
受付時間  平日9時~17時（夏期休暇・年末年始休暇および創業記念日（11月11日）を除く）

コーポレートデータ

発行済株式総数 100,750,620株
発行可能株式総数 391,500,000株
株 主 総 数 62,696名
1単元の株式数 100株

株式の状況	（2020年3月31日現在）

創 業 年 月 日 1913年11月11日
設 立 年 月 日 1947年 6 月 7 日
資 本 金 9,948,323,523円
事 業 内 容 グループ戦略立案、

事業会社（国内・海外）への
経営サポートならびに国際
事業統括

従 業 員 数 302名（連結：6,122名）
所 在 地

大阪本社 〒577-8520
大阪府東大阪市御厨栄町
一丁目5番7号

東京本社 〒102-8560 
東京都千代田区紀尾井町
6番3号

会社概要	（2020年3月31日現在）

事 業 年 度 4月1日から翌年3月31日
中 間 配 当 制 度 あり
定 時 株 主 総 会 毎年6月開催
株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関

三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

株主名簿管理人
事 務 取 扱 場 所

三井住友信託銀行株式会社
証券代行部
大阪市中央区北浜四丁目5番33号

郵便物送付先および
お 問 い 合 せ 先

〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　
証券代行部
0120-782-031

公 告 の 方 法 電子公告により、当社ホー
ムページ 
https://housefoods-
group.com に
掲載して行います。
ただし、電子公告を行えない事
由が生じたときは、日本経済新
聞に掲載いたします。

上場証券取引所 東京
証 券 コ ー ド 2810

株主メモ

株式に関するお手続きのお問い合せ先
口座の種類お手続き内容 証券会社の口座に記録された株式 特別口座に記録された株式※

住所変更、単元未満株式買取請求、配当金の
受領方法・振込先のご変更などの各種手続

口座を開設されている
証券会社

三井住友信託銀行
証券代行部
 0120-782-031

郵送物の発送と返戻に関するご照会 三井住友信託銀行
証券代行部
 0120-782-031

支払期間経過後の配当金に関するご照会

株式事務に関する一般的なお問い合せ

※ 株券電子化実施（2009年1月5日）に際し、証券会社等に口座を開設し、証券保管振替機構（ほふり）に株券を預託されなかった株主さま
のお名前、ご住所などのデータは、当社が三井住友信託銀行に開設した「特別口座」に記録されております。

株式に関する「マイナンバー」制度のご案内

市区町村から通知されたマイナンバーは、株式
の税務関係のお手続きで必要となります。
このため、株主さまから、お取引の証券会社等へ
マイナンバーをお届出いただく必要がございま
す。2015年12月以前より証券会社等とお取引
されている株主さまは、2022年1月以降の最初
に売却代金や配当金等の支払いを受ける時まで
にマイナンバーのお届出をお願いいたします。

● 証券口座にて株式を管理されている株主さま
 お取引の証券会社までお問い合せください。

● 証券会社とのお取引がない株主さま
 下記のフリーダイヤルまでお問い合せください。
	 三井住友信託銀行　証券代行部
	  0120-782-031

マイナンバーのお届出に関する 
お問い合せ先

株式関係業務における 
マイナンバーの利用

法令に定められたとおり、支払調書には株主さまの
マイナンバーを記載し、税務署へ提出いたします。

主な支払調書
* 配当金に関する支払調書
* 単元未満株式の買収請求など 

株式の譲渡取引に関する支払調書

役員	（2020年6月25日現在）

代表取締役社長 浦上 　博史

代表取締役専務 松本 　惠司

専 務 取 締 役 広浦 　康勝
（ハウスウェルネスフーズ株式会社 代表取締役社長兼務）

専 務 取 締 役 工東 　正彦
（ハウス食品株式会社 代表取締役社長兼務）

取 締 役 大澤 　善行

取 締 役 宮奥 　美行

取 締 役 山口 　竜巳

取 締 役 川崎 浩太郎

取 締 役（ 社 外 ） 西藤 　久三

取 締 役（ 社 外 ） 藤井 　順輔

監 査 役 田口 　昌男

監 査 役 小池 　　章

監 査 役（ 社 外 ） 蒲野 　宏之

監 査 役（ 社 外 ） 岩本 　　保

監 査 役（ 社 外 ） 岡島 　敦子

日頃より格別のご支援を賜り、厚く御礼を申しあげます。

今年に入り、新型コロナウイルスの感染拡大は、世界中の人々の生活と

経済に大きなインパクトをもたらしております。当社グループの事業にお

いても広範囲に影響が及ぶことが見込まれておりますが、そのような状況

のなか、社員が自らの行動に責任を持ち安全の確保に努めつつ、お客さま

のライフラインを支える食のバリューチェーンの一翼を担う企業グループ

として、社会での責任を全うしてまいります。

2020年３月期の業績につきましては、「連結業績ハイライト」「セグメン

ト別業績ハイライト」でご報告のとおりですが、連結子会社であるハウス物

流サービス㈱の貨物運送事業を譲渡した影響や、健康食品事業の苦戦に

より、連結売上高は前期比1.0％の減収となりました。一方、海外食品事業

や外食事業が伸長したほか、香辛・調味加工食品事業では期末にかけて新

型コロナウイルスの感染拡大による巣ごもり需要があり、連結営業利益は

前期比8.2％の増益となりました。なお、営業利益は３期連続で最高益を更

新しております。

2020年３月期の期末配当につきましては、前期より１円増配の１株につ

き23円とし、中間配当とあわせた当期の年間配当は、前期より２円増配の

１株につき46円といたしました。2021年３月期の年間配当につきまして

は、１株につき46円を予定しております。

株主のみなさまにおかれましては、引き続きご理解とご支援を賜ります

よう、よろしくお願い申しあげます。
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2020年
3月期

■親会社株主に帰属する当期純利益　●ROE

2016年
3月期

226226

2017年
3月期

2018年
3月期

2019年
3月期

10.1%10.1%

3.7%3.7% 3.8%3.8%
5.5%5.5%

115115

4.6%4.6%

8787 9494

138138

◦親会社株主に帰属する当期純利益（億円）

◦ROE （%）

2323

2323
2020年
3月期

1717

15151515

1515
2020

1818

（通期）

38
（通期）

38

2016年
3月期

（通期）

30
（通期）

30
（通期）

32
（通期）

32

2017年
3月期

2018年
3月期

2222

2222

（通期）

44
（通期）

44
（通期）

46
（通期）

46

2019年
3月期

■第2四半期　■期末　●利益配分の基本方針に基づく連結配当性向

32.0%32.0%30.4%30.4% 30.4%30.4%26.2%26.2% 31.6%31.6%

◦1株当たり配当金 （円）

◦利益配分の基本方針 （※）に基づく連結配当性向 （%）

◦1株当たり当期純利益 （円）

2020年
3月期

91.0291.02

2016年
3月期

220.48220.48

84.5384.53

2017年
3月期

2018年
3月期

113.73　113.73　

2019年
3月期

134.32134.32

セグメント別業績ハイライト

株主・投資家情報ページのご案内
株主・投資家のみなさまに向け、最新ＩＲ資料やＩＲニュースなどを公開しております。

※売上高構成比はセグメント間取引調整前

※企業結合に伴い発生する特別損益やのれん償却の影響を除く連
結配当性向30％以上を基準とした安定的な配当を継続すること

検 索ハウス食品グループ　株主・投資家情報

香辛・調味加工食品事業
◦ハウス食品㈱は、既存事業の強化と新価値創造に取り組み、お客さまのライフスタイルの変化に即した提案力、収益力の
強化を進める。下期の消費税増税はマイナスに影響したが、新型コロナウイルス感染症拡大による内食需要の極大化もあ
り、増収増益。
◦㈱ギャバンは、主力のペッパーを中心に国内外ともに底堅く推移するも、マロニー㈱は暖冬の影響もあり鍋需要が振るわ
ず軟調に推移。

売上高構成比

48.1%

健康食品事業
◦ハウスウェルネスフーズ㈱は、「ウコンの力」が飲酒環境の変化や新型コロナウイルス感染症拡大等による非常に厳しい
販売環境が影響し、減収減益。ゼリー製品と「１日分のビタミン」の内製化等、事業基盤の再構築に取り組むほか、「乳酸菌
Ｌ－１３７」の事業化や機能性表示食品「ネルノダ」の育成に注力。

売上高構成比

9.3%

海外食品事業

外食事業
◦㈱壱番屋は、価格改定による客単価の上昇効果に加え、海外子会社が堅調に推移したこと等から、増収増益。
◦㈱壱番屋のグループ化に伴う、のれんや無形固定資産の償却負担を同社の営業利益が上回り、連結ベースで黒字に
転換。

売上高構成比

9.9%

その他食品関連事業
◦㈱デリカシェフは、人件費上昇が影響するも、開発力強化と生産性改善により収益性を向上。㈱ヴォークス・トレーディング
は、基幹事業の収益力強化や高付加価値製品の拡販に取り組み増収増益を確保。当事業セグメントでは、ハウス物流サー
ビス㈱の主要な物流事業を持分法適用関連会社であるＦ－ＬＩＮＥ㈱へ譲渡したことが影響し、大幅減収減益。

売上高構成比

17.4%

売上高 1,450億円 前期比
102.7% 営業利益141.1億円 前期比

111.4%

売上高 279億円 前期比
90.3%

売上高 297億円 前期比
113.0%

売上高 525億円 前期比
100.8%

売上高 463億円 前期比
74.8%

売上高構成比

15.4%

◦米国豆腐事業は、需要拡大に対して生産能力が逼迫するなか、労務費や原料コストの増加等が影響し、増収減益。新ライ
ンを稼働し、成長機会を取り込む体制を整備。
◦中国カレー事業は、日本式カレーの着実な浸透を進めることができたが、営業体制整備の遅れから、前期の浙江工場稼働
に伴うコスト増を吸収するには至らず、増収減益。
◦タイ機能性飲料事業は、健康志向の高まりを背景とした旺盛な需要を受け「Ｃ－ｖｉｔｔ」の成長が続き、増収増益。

営業利益 5.2億円 前期比
36.7%

営業利益 41.0億円 前期比
114.3%

営業利益 2.0億円 前期は
営業損失
▲5.6億円

営業利益 17.9億円 前期比
87.6%

スパイスを使った
レシピのご紹介

調理時間
約40分

【 作り方 】
１ 	鶏肉にフォークなどで、数か所刺す。
調味料 をあわせる。

２ 	長ねぎは1/3本を白髪ねぎに切り、水にさら
し、残りを長さ5cmのぶつ切りにする。

３ 	鍋の底にぶつ切りの長ねぎを敷き、その上に
鶏肉を重ね、スパイスと調味料 を入れる。

４ 	沸騰したら火を弱め、時々煮汁をかけながら
20分位煮る。

５ 	鶏肉を3cmのそぎ切りにして、ねぎとともに大
き目の皿に盛り、上に白髪ねぎを添える。

鶏肉の香り煮
	スターアニス(八角茴香)などを入れて

煮込んだ、中華風の煮物

このレシピで使っている
スパイス 

スターアニス（八角茴香）
は豚の角煮に欠かせな

いスパイスですが、その
風味を鶏肉でも簡単に

出せます。同時にシナモン
を加えることでスター

アニスの強い香りをマス
キングします。

一口メモ

6月・12月の年2回、半年以上継続して単元株（100株）以上の株式を保有の株主さまを対象に、当社グループの製品詰合せを
「株主優待」として贈呈しております。

■ 株主優待のご案内

〒577-8520  
大阪府東大阪市御厨栄町一丁目5番7号

https://housefoods-group.com［	証券コード：2810	]

第1号議案　剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき23円
と決定いたしました。

第2号議案　取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、浦上 博史、松本 惠司、広浦 康勝、  
工東 正彦、大澤 善行、宮奥 美行、山口 竜巳、川崎 浩太郎、西藤 久三、 
藤井 順輔の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案　監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、小池 章、岡島 敦子の2氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

決議事項報告事項

第74期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内
容およびその監査結果を報告いたしました。

第74期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

第74期 定時株主総会のご報告 2020年6月25日にリーガロイヤルホテル（大阪）で開催された
当社第74期定時株主総会におきまして、次のとおり報告・決議されました。

写真は、2020年６月上旬贈呈の株主優待製品です。

GABANローリエ
(アメリカ産)＜ホール＞	 …………… 1枚
GABANスターアニス
(八角茴香)<ホール>	 …………… 1/2個
GABANシナモンスティック
（セイロンシナモン）	 ……………… 1/2本

ハウス食品㈱のレシピページのご案内

検 索ハウス食品　レシピ

ハウス食品㈱のさまざまを
製品を使ったレシピを、豊
富に取り揃えております。
毎日の献立にお役立てくだ
さい。

もっとおいしく！

もっと楽しく！

エネルギー
212kcal
（1人分）

食塩相当量
2.1g

（1人分）

1,000株以上保有
［3,000円相当の詰合せ］

200株〜1,000株未満保有
［2,000円相当の詰合せ］

100株〜200株未満保有
［1,000円相当の詰合せ］

【 材料(4人分)】

GABAN
ローリエ
(アメリカ産)
＜ホール＞

GABANス
ターアニス
(八角茴香)
<ホール>

GABANシナ
モンスティック
（セイロンシナ

モン）

株主のみなさまへのお知らせ

鶏肉(もも)	………………………2枚	400g
長ねぎ	 ……………………………………… 3本
酒	……………………………………… 大さじ3
しょう油	 …………………………… 大さじ3
水	……………………………………… 大さじ1
黒砂糖	…………………………………… 30ｇ

 ハウス食品グループより

株主のみなさまへ

2020年3月期  2 0 1 9 年 4月1日 2 0 2 0 年 3月3 1日

スターアニス
（八

はっかくういきょう

角茴香）

八角の名のとおり、８つの実を放射
状につける独特の形をしたスパイス。
古くから広く使われてきた、中国料
理になくてはならないスパイスです。
甘さを感じさせる香味はフェンネル
やアニスにも似て、豚肉や鴨肉料理
のほか、川魚のくさみ取りなどにも
使われます。

スパイスの情報ならおまかせ。毎日の暮らしが楽しくなるス
パイスの楽しみ方をご紹介しております。レシピ・スパイス検
索のほか、スパイス活用術などの情報も満載です。
ぜひご活用ください。 検 索ハウス食品　スパイスオブライフ

ハウス食品グループ
2020年３月期
事業概要のご報告

P1-2

株主のみなさまへの
お知らせ

裏表紙

コーポレートデータ

P4

2020年3月期 
クオリティ企業への変革
に向けた取組

P3
CONTENTS

裏表紙にスターアニスを使った
レシピをご紹介しております

2
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ハウス食品グループ
2020年３月期 事業概要のご報告

◦経常利益 （億円）

2020年
3月期

2016年
3月期

122122
140140

2017年
3月期

172172

2018年
3月期

208208

2019年
3月期

191191

2020年
3月期

2016年
3月期

2,4192,419

2017年
3月期

2018年
3月期

2,9672,967

2019年
3月期

2,8382,838 2,9192,919 2,9372,937

◦売上高 （億円）

2020年
3月期

■営業利益　●売上高営業利益率

2016年
3月期

108108
123123

2017年
3月期

163163

2018年
3月期

176176

2019年
3月期

190190

4.5%4.5% 4.3%4.3%
5.6%5.6% 5.9%5.9% 6.5%6.5%

◦営業利益（億円）

◦売上高営業利益率 （%）

株主のみなさまへ

連結業績ハイライト

ハウス食品グループ本社株式会社
代表取締役社長

ハウス食品㈱・ハウスウェルネスフーズ㈱ 商品紹介ページのご案内
ハウス食品㈱とハウスウェルネスフーズ㈱の取り扱い商品を新商品か
ら定番商品まで幅広くご紹介しております。

〜 Striving to become a High Quality Company 〜
2020年3月期 クオリティ企業への変革に向けた取組

お客さまに対して

社員とその家族に対して 社会に対して

ダイバーシティの実現に向けて 

Ｒ＆Ｄ機能強化と新価値創出に向けて 
海外事業の基盤強化と成長加速、
国内事業の収益力強化に向けて

持続可能な調達と
限りある資源の有効活用に向けて 多彩な人材が活躍できる場作りを推進

千葉研究センターをリノベーション ハウスフーズアメリカ社豆腐製品製造工場を拡張

将来のシナジーを見据えたベンチャー企業への
投資を実施

ハウス食品㈱レトルト製品製造ライン、
ハウスウェルネスフーズ㈱ゼリー製品製造ラインを新設

ＲＳＰＯ認証パーム油の調達を開始

ハウス食品㈱、ハウスウェルネスフーズ㈱
一部製品の賞味期限「年月」表示化の取組を推進

　多様性を受け入れ、活かし、育み、個性を活かした活躍ができ
るステージ作りに取り組むなか、障がいのある方々と助け合い協
力してスパイス製品を製造するハウスあいファクトリー㈱が、設
立当初から取り組んできた安全活動と健康経営を高く評価され、
特例子会社(※1)初となる「安全衛生優良企業(※2)」に認定されま
した。また、グループ全体でダイバーシティの実現に向けた取り
組みを進めるなか、障がいのある方々とともに働く職場領域を拡
げ、2019年４月より事務サポート業務で障がいのある方々が就
労し、ともに業務を行っております。
(※1) 障がいのある方の雇用を促進し、安定して就労できるように特別

な配慮をする子会社。障がいのある方が働きやすい職場環境の整
備等の配慮を行っております。

(※2) 労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、
高い安全衛生水準を維持・改善しているとして、厚生労働省から認
定を受けた企業。

　2020年2月、千葉研究センターのリノベーションが完了いたしまし
た。より新たな発想を生み出せる環境の
もと、グループ内外の技術や創造性を交
え、Ｒ＆Ｄの領域を川上（原料の調達）か
ら川下（製品販売や外食サービスの提
供）まで拡大するとともに、新たな価値の
創出に取り組んでまいります。

　近年、米国では健康志向の高まりを背景に、植物性たんぱく市場が
急速に拡大しております。
　このようななか、ハウスフーズアメリ
カ社は、ロスアンゼルス工場で豆腐製品
製造ラインの拡張に取り組み、2020年
１月、新たな製造ラインを稼働いたしま
した。

　国内外の優れたベンチャー企業と当社グループが保有する技術・ビ
ジネスモデル等を組み合わせ、新たな価値基盤を創出するための投資
活動である「コーポレートベンチャーキャピタル（ＣＶＣ）」に取り組んで
おります。
　当期末時点では、豆類を原料とした魚代替製品の製造・販売企業、
プラスチックを使用しないストロー等のエコ製品の製造・販売企業な
ど、計９社へ出資しております。

　レトルト市場が拡大するなか、ハウス食品㈱関東工場にレトルト製品
製造ラインを新設いたしました。
　また、ハウスウェルネスフーズ㈱では、「１日分のビタミンゼリー」等の
ゼリー製品製造ラインを伊丹工場に新設し、安定供給
とともに、コスト競争力の強化に取り組んでおります。

　世界各地で行われているパーム油の生産が、環境に悪影響を
及ぼすことのないよう、「持続可能なパーム油」の生産と利用を促
進する非営利組織ＲＳＰＯより、「持続可能なパーム油」調達の認
証を取得いたしました。2020年４月より、ルウ製品（顆粒・ペース
ト製品除く）への使用量相当分を調達しており、今後も「持続可能
なパーム油」への切り替えを進めてまいります。

　食品ロスが世界的な課題となるなか、製品納入時における食
品ロスリスク低減などに効果が期待される、賞味期限の「年月日」
から「年月」への表示を、ハウス食品㈱とハウスウェルネスフーズ
㈱の一部製品を対象に導入する取組を進めております。

株式に関するその他のお問い合せ先
ハウス食品グループ本社株式会社　総務部　電話06-6788-1214　
受付時間  平日9時~17時（夏期休暇・年末年始休暇および創業記念日（11月11日）を除く）

コーポレートデータ

発行済株式総数 100,750,620株
発行可能株式総数 391,500,000株
株 主 総 数 62,696名
1単元の株式数 100株

株式の状況	（2020年3月31日現在）

創 業 年 月 日 1913年11月11日
設 立 年 月 日 1947年 6 月 7 日
資 本 金 9,948,323,523円
事 業 内 容 グループ戦略立案、

事業会社（国内・海外）への
経営サポートならびに国際
事業統括

従 業 員 数 302名（連結：6,122名）
所 在 地

大阪本社 〒577-8520
大阪府東大阪市御厨栄町
一丁目5番7号

東京本社 〒102-8560 
東京都千代田区紀尾井町
6番3号

会社概要	（2020年3月31日現在）

事 業 年 度 4月1日から翌年3月31日
中 間 配 当 制 度 あり
定 時 株 主 総 会 毎年6月開催
株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関

三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

株主名簿管理人
事 務 取 扱 場 所

三井住友信託銀行株式会社
証券代行部
大阪市中央区北浜四丁目5番33号

郵便物送付先および
お 問 い 合 せ 先

〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　
証券代行部
0120-782-031

公 告 の 方 法 電子公告により、当社ホー
ムページ 
https://housefoods-
group.com に
掲載して行います。
ただし、電子公告を行えない事
由が生じたときは、日本経済新
聞に掲載いたします。

上場証券取引所 東京
証 券 コ ー ド 2810

株主メモ

株式に関するお手続きのお問い合せ先
口座の種類お手続き内容 証券会社の口座に記録された株式 特別口座に記録された株式※

住所変更、単元未満株式買取請求、配当金の
受領方法・振込先のご変更などの各種手続

口座を開設されている
証券会社

三井住友信託銀行
証券代行部
 0120-782-031

郵送物の発送と返戻に関するご照会 三井住友信託銀行
証券代行部
 0120-782-031

支払期間経過後の配当金に関するご照会

株式事務に関する一般的なお問い合せ

※ 株券電子化実施（2009年1月5日）に際し、証券会社等に口座を開設し、証券保管振替機構（ほふり）に株券を預託されなかった株主さま
のお名前、ご住所などのデータは、当社が三井住友信託銀行に開設した「特別口座」に記録されております。

株式に関する「マイナンバー」制度のご案内

市区町村から通知されたマイナンバーは、株式
の税務関係のお手続きで必要となります。
このため、株主さまから、お取引の証券会社等へ
マイナンバーをお届出いただく必要がございま
す。2015年12月以前より証券会社等とお取引
されている株主さまは、2022年1月以降の最初
に売却代金や配当金等の支払いを受ける時まで
にマイナンバーのお届出をお願いいたします。

● 証券口座にて株式を管理されている株主さま
 お取引の証券会社までお問い合せください。

● 証券会社とのお取引がない株主さま
 下記のフリーダイヤルまでお問い合せください。
	 三井住友信託銀行　証券代行部
	  0120-782-031

マイナンバーのお届出に関する 
お問い合せ先

株式関係業務における 
マイナンバーの利用

法令に定められたとおり、支払調書には株主さまの
マイナンバーを記載し、税務署へ提出いたします。

主な支払調書
* 配当金に関する支払調書
* 単元未満株式の買収請求など 

株式の譲渡取引に関する支払調書

役員	（2020年6月25日現在）

代表取締役社長 浦上 　博史

代表取締役専務 松本 　惠司

専 務 取 締 役 広浦 　康勝
（ハウスウェルネスフーズ株式会社 代表取締役社長兼務）

専 務 取 締 役 工東 　正彦
（ハウス食品株式会社 代表取締役社長兼務）

取 締 役 大澤 　善行

取 締 役 宮奥 　美行

取 締 役 山口 　竜巳

取 締 役 川崎 浩太郎

取 締 役（ 社 外 ） 西藤 　久三

取 締 役（ 社 外 ） 藤井 　順輔

監 査 役 田口 　昌男

監 査 役 小池 　　章

監 査 役（ 社 外 ） 蒲野 　宏之

監 査 役（ 社 外 ） 岩本 　　保

監 査 役（ 社 外 ） 岡島 　敦子

日頃より格別のご支援を賜り、厚く御礼を申しあげます。

今年に入り、新型コロナウイルスの感染拡大は、世界中の人々の生活と

経済に大きなインパクトをもたらしております。当社グループの事業にお

いても広範囲に影響が及ぶことが見込まれておりますが、そのような状況

のなか、社員が自らの行動に責任を持ち安全の確保に努めつつ、お客さま

のライフラインを支える食のバリューチェーンの一翼を担う企業グループ

として、社会での責任を全うしてまいります。

2020年３月期の業績につきましては、「連結業績ハイライト」「セグメン

ト別業績ハイライト」でご報告のとおりですが、連結子会社であるハウス物

流サービス㈱の貨物運送事業を譲渡した影響や、健康食品事業の苦戦に

より、連結売上高は前期比1.0％の減収となりました。一方、海外食品事業

や外食事業が伸長したほか、香辛・調味加工食品事業では期末にかけて新

型コロナウイルスの感染拡大による巣ごもり需要があり、連結営業利益は

前期比8.2％の増益となりました。なお、営業利益は３期連続で最高益を更

新しております。

2020年３月期の期末配当につきましては、前期より１円増配の１株につ

き23円とし、中間配当とあわせた当期の年間配当は、前期より２円増配の

１株につき46円といたしました。2021年３月期の年間配当につきまして

は、１株につき46円を予定しております。

株主のみなさまにおかれましては、引き続きご理解とご支援を賜ります

よう、よろしくお願い申しあげます。
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ハウス食品グループ
2020年３月期 事業概要のご報告
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〜 Striving to become a High Quality Company 〜
2020年3月期 クオリティ企業への変革に向けた取組

お客さまに対して

社員とその家族に対して 社会に対して

ダイバーシティの実現に向けて 

Ｒ＆Ｄ機能強化と新価値創出に向けて 
海外事業の基盤強化と成長加速、
国内事業の収益力強化に向けて

持続可能な調達と
限りある資源の有効活用に向けて 多彩な人材が活躍できる場作りを推進

千葉研究センターをリノベーション ハウスフーズアメリカ社豆腐製品製造工場を拡張

将来のシナジーを見据えたベンチャー企業への
投資を実施

ハウス食品㈱レトルト製品製造ライン、
ハウスウェルネスフーズ㈱ゼリー製品製造ラインを新設

ＲＳＰＯ認証パーム油の調達を開始

ハウス食品㈱、ハウスウェルネスフーズ㈱
一部製品の賞味期限「年月」表示化の取組を推進

　多様性を受け入れ、活かし、育み、個性を活かした活躍ができ
るステージ作りに取り組むなか、障がいのある方々と助け合い協
力してスパイス製品を製造するハウスあいファクトリー㈱が、設
立当初から取り組んできた安全活動と健康経営を高く評価され、
特例子会社(※1)初となる「安全衛生優良企業(※2)」に認定されま
した。また、グループ全体でダイバーシティの実現に向けた取り
組みを進めるなか、障がいのある方々とともに働く職場領域を拡
げ、2019年４月より事務サポート業務で障がいのある方々が就
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(※1) 障がいのある方の雇用を促進し、安定して就労できるように特別
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　当期末時点では、豆類を原料とした魚代替製品の製造・販売企業、
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のお名前、ご住所などのデータは、当社が三井住友信託銀行に開設した「特別口座」に記録されております。

株式に関する「マイナンバー」制度のご案内

市区町村から通知されたマイナンバーは、株式
の税務関係のお手続きで必要となります。
このため、株主さまから、お取引の証券会社等へ
マイナンバーをお届出いただく必要がございま
す。2015年12月以前より証券会社等とお取引
されている株主さまは、2022年1月以降の最初
に売却代金や配当金等の支払いを受ける時まで
にマイナンバーのお届出をお願いいたします。

● 証券口座にて株式を管理されている株主さま
 お取引の証券会社までお問い合せください。

● 証券会社とのお取引がない株主さま
 下記のフリーダイヤルまでお問い合せください。
	 三井住友信託銀行　証券代行部
	  0120-782-031

マイナンバーのお届出に関する 
お問い合せ先

株式関係業務における 
マイナンバーの利用

法令に定められたとおり、支払調書には株主さまの
マイナンバーを記載し、税務署へ提出いたします。

主な支払調書
* 配当金に関する支払調書
* 単元未満株式の買収請求など 

株式の譲渡取引に関する支払調書

役員	（2020年6月25日現在）

代表取締役社長 浦上 　博史

代表取締役専務 松本 　惠司

専 務 取 締 役 広浦 　康勝
（ハウスウェルネスフーズ株式会社 代表取締役社長兼務）

専 務 取 締 役 工東 　正彦
（ハウス食品株式会社 代表取締役社長兼務）

取 締 役 大澤 　善行

取 締 役 宮奥 　美行

取 締 役 山口 　竜巳

取 締 役 川崎 浩太郎

取 締 役（ 社 外 ） 西藤 　久三

取 締 役（ 社 外 ） 藤井 　順輔

監 査 役 田口 　昌男

監 査 役 小池 　　章

監 査 役（ 社 外 ） 蒲野 　宏之

監 査 役（ 社 外 ） 岩本 　　保

監 査 役（ 社 外 ） 岡島 　敦子

日頃より格別のご支援を賜り、厚く御礼を申しあげます。

今年に入り、新型コロナウイルスの感染拡大は、世界中の人々の生活と

経済に大きなインパクトをもたらしております。当社グループの事業にお

いても広範囲に影響が及ぶことが見込まれておりますが、そのような状況

のなか、社員が自らの行動に責任を持ち安全の確保に努めつつ、お客さま

のライフラインを支える食のバリューチェーンの一翼を担う企業グループ

として、社会での責任を全うしてまいります。

2020年３月期の業績につきましては、「連結業績ハイライト」「セグメン

ト別業績ハイライト」でご報告のとおりですが、連結子会社であるハウス物

流サービス㈱の貨物運送事業を譲渡した影響や、健康食品事業の苦戦に

より、連結売上高は前期比1.0％の減収となりました。一方、海外食品事業

や外食事業が伸長したほか、香辛・調味加工食品事業では期末にかけて新

型コロナウイルスの感染拡大による巣ごもり需要があり、連結営業利益は

前期比8.2％の増益となりました。なお、営業利益は３期連続で最高益を更

新しております。

2020年３月期の期末配当につきましては、前期より１円増配の１株につ

き23円とし、中間配当とあわせた当期の年間配当は、前期より２円増配の

１株につき46円といたしました。2021年３月期の年間配当につきまして

は、１株につき46円を予定しております。

株主のみなさまにおかれましては、引き続きご理解とご支援を賜ります

よう、よろしくお願い申しあげます。
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■親会社株主に帰属する当期純利益　●ROE
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◦親会社株主に帰属する当期純利益（億円）
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■第2四半期　■期末　●利益配分の基本方針に基づく連結配当性向
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◦1株当たり配当金 （円）

◦利益配分の基本方針 （※）に基づく連結配当性向 （%）

◦1株当たり当期純利益 （円）

2020年
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91.0291.02

2016年
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220.48220.48

84.5384.53

2017年
3月期

2018年
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113.73　113.73　

2019年
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134.32134.32

セグメント別業績ハイライト

株主・投資家情報ページのご案内
株主・投資家のみなさまに向け、最新ＩＲ資料やＩＲニュースなどを公開しております。

※売上高構成比はセグメント間取引調整前

※企業結合に伴い発生する特別損益やのれん償却の影響を除く連
結配当性向30％以上を基準とした安定的な配当を継続すること

検 索ハウス食品グループ　株主・投資家情報

香辛・調味加工食品事業
◦ハウス食品㈱は、既存事業の強化と新価値創造に取り組み、お客さまのライフスタイルの変化に即した提案力、収益力の
強化を進める。下期の消費税増税はマイナスに影響したが、新型コロナウイルス感染症拡大による内食需要の極大化もあ
り、増収増益。
◦㈱ギャバンは、主力のペッパーを中心に国内外ともに底堅く推移するも、マロニー㈱は暖冬の影響もあり鍋需要が振るわ
ず軟調に推移。

売上高構成比

48.1%

健康食品事業
◦ハウスウェルネスフーズ㈱は、「ウコンの力」が飲酒環境の変化や新型コロナウイルス感染症拡大等による非常に厳しい
販売環境が影響し、減収減益。ゼリー製品と「１日分のビタミン」の内製化等、事業基盤の再構築に取り組むほか、「乳酸菌
Ｌ－１３７」の事業化や機能性表示食品「ネルノダ」の育成に注力。

売上高構成比

9.3%

海外食品事業

外食事業
◦㈱壱番屋は、価格改定による客単価の上昇効果に加え、海外子会社が堅調に推移したこと等から、増収増益。
◦㈱壱番屋のグループ化に伴う、のれんや無形固定資産の償却負担を同社の営業利益が上回り、連結ベースで黒字に
転換。

売上高構成比

9.9%

その他食品関連事業
◦㈱デリカシェフは、人件費上昇が影響するも、開発力強化と生産性改善により収益性を向上。㈱ヴォークス・トレーディング
は、基幹事業の収益力強化や高付加価値製品の拡販に取り組み増収増益を確保。当事業セグメントでは、ハウス物流サー
ビス㈱の主要な物流事業を持分法適用関連会社であるＦ－ＬＩＮＥ㈱へ譲渡したことが影響し、大幅減収減益。

売上高構成比

17.4%

売上高 1,450億円 前期比
102.7% 営業利益141.1億円 前期比

111.4%

売上高 279億円 前期比
90.3%

売上高 297億円 前期比
113.0%

売上高 525億円 前期比
100.8%

売上高 463億円 前期比
74.8%

売上高構成比

15.4%

◦米国豆腐事業は、需要拡大に対して生産能力が逼迫するなか、労務費や原料コストの増加等が影響し、増収減益。新ライ
ンを稼働し、成長機会を取り込む体制を整備。
◦中国カレー事業は、日本式カレーの着実な浸透を進めることができたが、営業体制整備の遅れから、前期の浙江工場稼働
に伴うコスト増を吸収するには至らず、増収減益。
◦タイ機能性飲料事業は、健康志向の高まりを背景とした旺盛な需要を受け「Ｃ－ｖｉｔｔ」の成長が続き、増収増益。

営業利益 5.2億円 前期比
36.7%

営業利益 41.0億円 前期比
114.3%

営業利益 2.0億円 前期は
営業損失
▲5.6億円

営業利益 17.9億円 前期比
87.6%

スパイスを使った
レシピのご紹介

調理時間
約40分

【 作り方 】
１ 	鶏肉にフォークなどで、数か所刺す。
調味料 をあわせる。

２ 	長ねぎは1/3本を白髪ねぎに切り、水にさら
し、残りを長さ5cmのぶつ切りにする。

３ 	鍋の底にぶつ切りの長ねぎを敷き、その上に
鶏肉を重ね、スパイスと調味料 を入れる。

４ 	沸騰したら火を弱め、時々煮汁をかけながら
20分位煮る。

５ 	鶏肉を3cmのそぎ切りにして、ねぎとともに大
き目の皿に盛り、上に白髪ねぎを添える。

鶏肉の香り煮
	スターアニス(八角茴香)などを入れて

煮込んだ、中華風の煮物

このレシピで使っている
スパイス 

スターアニス（八角茴香）
は豚の角煮に欠かせな

いスパイスですが、その
風味を鶏肉でも簡単に

出せます。同時にシナモン
を加えることでスター

アニスの強い香りをマス
キングします。

一口メモ

6月・12月の年2回、半年以上継続して単元株（100株）以上の株式を保有の株主さまを対象に、当社グループの製品詰合せを
「株主優待」として贈呈しております。

■ 株主優待のご案内

〒577-8520  
大阪府東大阪市御厨栄町一丁目5番7号

https://housefoods-group.com［	証券コード：2810	]

第1号議案　剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき23円
と決定いたしました。

第2号議案　取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、浦上 博史、松本 惠司、広浦 康勝、  
工東 正彦、大澤 善行、宮奥 美行、山口 竜巳、川崎 浩太郎、西藤 久三、 
藤井 順輔の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案　監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、小池 章、岡島 敦子の2氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

決議事項報告事項

第74期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内
容およびその監査結果を報告いたしました。

第74期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

第74期 定時株主総会のご報告 2020年6月25日にリーガロイヤルホテル（大阪）で開催された
当社第74期定時株主総会におきまして、次のとおり報告・決議されました。

写真は、2020年６月上旬贈呈の株主優待製品です。

GABANローリエ
(アメリカ産)＜ホール＞	 …………… 1枚
GABANスターアニス
(八角茴香)<ホール>	 …………… 1/2個
GABANシナモンスティック
（セイロンシナモン）	 ……………… 1/2本

ハウス食品㈱のレシピページのご案内

検 索ハウス食品　レシピ

ハウス食品㈱のさまざまを
製品を使ったレシピを、豊
富に取り揃えております。
毎日の献立にお役立てくだ
さい。

もっとおいしく！

もっと楽しく！

エネルギー
212kcal
（1人分）

食塩相当量
2.1g

（1人分）

1,000株以上保有
［3,000円相当の詰合せ］

200株〜1,000株未満保有
［2,000円相当の詰合せ］

100株〜200株未満保有
［1,000円相当の詰合せ］

【 材料(4人分)】

GABAN
ローリエ
(アメリカ産)
＜ホール＞

GABANス
ターアニス
(八角茴香)
<ホール>

GABANシナ
モンスティック
（セイロンシナ

モン）

株主のみなさまへのお知らせ

鶏肉(もも)	………………………2枚	400g
長ねぎ	 ……………………………………… 3本
酒	……………………………………… 大さじ3
しょう油	 …………………………… 大さじ3
水	……………………………………… 大さじ1
黒砂糖	…………………………………… 30ｇ

 ハウス食品グループより

株主のみなさまへ

2020年3月期  2 0 1 9 年 4月1日 2 0 2 0 年 3月3 1日

スターアニス
（八

はっかくういきょう

角茴香）

八角の名のとおり、８つの実を放射
状につける独特の形をしたスパイス。
古くから広く使われてきた、中国料
理になくてはならないスパイスです。
甘さを感じさせる香味はフェンネル
やアニスにも似て、豚肉や鴨肉料理
のほか、川魚のくさみ取りなどにも
使われます。

スパイスの情報ならおまかせ。毎日の暮らしが楽しくなるス
パイスの楽しみ方をご紹介しております。レシピ・スパイス検
索のほか、スパイス活用術などの情報も満載です。
ぜひご活用ください。 検 索ハウス食品　スパイスオブライフ

ハウス食品グループ
2020年３月期
事業概要のご報告

P1-2

株主のみなさまへの
お知らせ

裏表紙
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裏表紙にスターアニスを使った
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