
 

平成平成平成平成 18181818 年年年年 10101010 月月月月 30303030 日日日日    

各各各各            位位位位    

会 社会 社会 社会 社 名名名名    ハ ウ ス 食 品 株 式 会ハ ウ ス 食 品 株 式 会ハ ウ ス 食 品 株 式 会ハ ウ ス 食 品 株 式 会 社社社社    

代表者名代表者名代表者名代表者名    代表取締役社代表取締役社代表取締役社代表取締役社長長長長    小小小小    瀬瀬瀬瀬        昉昉昉昉    

（コード番号：（コード番号：（コード番号：（コード番号：2810281028102810    東証･大証第一部東証･大証第一部東証･大証第一部東証･大証第一部））））    

問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先        執行役員総務部長執行役員総務部長執行役員総務部長執行役員総務部長    加 藤 智加 藤 智加 藤 智加 藤 智 一一一一    

（ Ｔ Ｅ Ｌ（ Ｔ Ｅ Ｌ（ Ｔ Ｅ Ｌ（ Ｔ Ｅ Ｌ     0 60 60 60 6 ---- 6 7 8 86 7 8 86 7 8 86 7 8 8 ---- 1 2 1 41 2 1 41 2 1 41 2 1 4 ））））    
 

業績予想の修正に関するお知らせ業績予想の修正に関するお知らせ業績予想の修正に関するお知らせ業績予想の修正に関するお知らせ    

最近の業績の動向等を踏まえ、平成最近の業績の動向等を踏まえ、平成最近の業績の動向等を踏まえ、平成最近の業績の動向等を踏まえ、平成 18181818 年年年年 5555 月月月月 16161616 日の決算発表時に公表した平成日の決算発表時に公表した平成日の決算発表時に公表した平成日の決算発表時に公表した平成 19191919 年年年年 3333 月期月期月期月期

（平成（平成（平成（平成 18181818 年年年年 4444 月月月月 1111 日～平成日～平成日～平成日～平成 19191919 年年年年 3333 月月月月 31313131 日）の業績予想を下記のとおり修正いたしましたので日）の業績予想を下記のとおり修正いたしましたので日）の業績予想を下記のとおり修正いたしましたので日）の業績予想を下記のとおり修正いたしましたので

お知らせいたします。お知らせいたします。お知らせいたします。お知らせいたします。    

記記記記    

１．平成１．平成１．平成１．平成 19191919 年年年年 3333 月期中間業績予想数値の修正（平成月期中間業績予想数値の修正（平成月期中間業績予想数値の修正（平成月期中間業績予想数値の修正（平成 18181818 年年年年 4444 月月月月 1111 日～平成日～平成日～平成日～平成 18181818 年年年年 9999 月月月月 30303030 日）日）日）日）    

    (1) (1) (1) (1) 連連連連    結結結結                                                                                                                （単位：百万円、％）（単位：百万円、％）（単位：百万円、％）（単位：百万円、％）    

    売売売売    上上上上    高高高高    経常利益経常利益経常利益経常利益    中間純利益中間純利益中間純利益中間純利益    

前前前前    回回回回    発発発発    表表表表    予予予予    想（Ａ）想（Ａ）想（Ａ）想（Ａ）    １１９，０００１１９，０００１１９，０００１１９，０００    ３，６００３，６００３，６００３，６００    ２，１００２，１００２，１００２，１００    

今今今今    回回回回    修修修修    正正正正    予予予予    想（Ｂ）想（Ｂ）想（Ｂ）想（Ｂ）    １１８，５００１１８，５００１１８，５００１１８，５００    ４，４００４，４００４，４００４，４００    ２，８００２，８００２，８００２，８００    

増増増増        減減減減        額（Ｂ－Ａ）額（Ｂ－Ａ）額（Ｂ－Ａ）額（Ｂ－Ａ）    △５００△５００△５００△５００    ８００８００８００８００    ７００７００７００７００    

増増増増            減減減減            率率率率        （％）（％）（％）（％）    △０．４△０．４△０．４△０．４    ２２．２２２．２２２．２２２．２    ３３．３３３．３３３．３３３．３    
（ご参考）（ご参考）（ご参考）（ご参考）    
前中間期実績（平成前中間期実績（平成前中間期実績（平成前中間期実績（平成 17171717 年年年年 9999 月中間期）月中間期）月中間期）月中間期）    ９５，１９４９５，１９４９５，１９４９５，１９４    ３，４６５３，４６５３，４６５３，４６５    １，１，１，１，８８６８８６８８６８８６    

    
    (2) (2) (2) (2) 個個個個    別別別別                                                                                                                （単位：百万円、％）（単位：百万円、％）（単位：百万円、％）（単位：百万円、％）    

    売売売売    上上上上    高高高高    経常利益経常利益経常利益経常利益    中間純利益中間純利益中間純利益中間純利益    

前前前前    回回回回    発発発発    表表表表    予予予予    想（Ａ）想（Ａ）想（Ａ）想（Ａ）    ８３，５００８３，５００８３，５００８３，５００    ３，２００３，２００３，２００３，２００    １，９００１，９００１，９００１，９００    

今今今今    回回回回    修修修修    正正正正    予予予予    想（Ｂ）想（Ｂ）想（Ｂ）想（Ｂ）    ８３，１００８３，１００８３，１００８３，１００    ３，８００３，８００３，８００３，８００    ２，５００２，５００２，５００２，５００    

増増増増        減減減減        額（Ｂ－Ａ）額（Ｂ－Ａ）額（Ｂ－Ａ）額（Ｂ－Ａ）    △４００△４００△４００△４００    ６００６００６００６００    ６００６００６００６００    

増増増増            減減減減            率率率率        （％）（％）（％）（％）    △０．５△０．５△０．５△０．５    １８．８１８．８１８．８１８．８    ３１．６３１．６３１．６３１．６    
（ご参考）（ご参考）（ご参考）（ご参考）    
前中間期実績（平成前中間期実績（平成前中間期実績（平成前中間期実績（平成 17171717 年年年年 9999 月中間期）月中間期）月中間期）月中間期）    ８０，７６６８０，７６６８０，７６６８０，７６６    ３，０１７３，０１７３，０１７３，０１７    １，７３０１，７３０１，７３０１，７３０    

    

    



２．平成２．平成２．平成２．平成 19191919 年年年年 3333 月月月月期通期業績予想数値の修正（平成期通期業績予想数値の修正（平成期通期業績予想数値の修正（平成期通期業績予想数値の修正（平成 18181818 年年年年 4444 月月月月 1111 日～平成日～平成日～平成日～平成 19191919 年年年年 3333 月月月月 31313131 日）日）日）日）    

    (1) (1) (1) (1) 連連連連    結結結結                                                                                                                （単位：百万円、％）（単位：百万円、％）（単位：百万円、％）（単位：百万円、％）    

    売売売売    上上上上    高高高高    経常利益経常利益経常利益経常利益    当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益    

前前前前    回回回回    発発発発    表表表表    予予予予    想（Ａ）想（Ａ）想（Ａ）想（Ａ）    ２３６，０００２３６，０００２３６，０００２３６，０００    ８，１００８，１００８，１００８，１００    ４，４００４，４００４，４００４，４００    

今今今今    回回回回    修修修修    正正正正    予予予予    想（Ｂ）想（Ｂ）想（Ｂ）想（Ｂ）    ２３５，０００２３５，０００２３５，０００２３５，０００    ８，６００８，６００８，６００８，６００    ４，７００４，７００４，７００４，７００    

増増増増        減減減減        額（Ｂ－Ａ）額（Ｂ－Ａ）額（Ｂ－Ａ）額（Ｂ－Ａ）    △１，０００△１，０００△１，０００△１，０００    ５００５００５００５００    ３００３００３００３００    

増増増増            減減減減            率率率率        （％）（％）（％）（％）    △０．４△０．４△０．４△０．４    ６．２６．２６．２６．２    ６．８６．８６．８６．８    
（ご参考）（ご参考）（ご参考）（ご参考）    
前期実績（平成前期実績（平成前期実績（平成前期実績（平成 18181818 年年年年 3333 月期）月期）月期）月期）    １９１，１９１，１９１，１９１，５９１５９１５９１５９１    ８，０４６８，０４６８，０４６８，０４６    ４，３４７４，３４７４，３４７４，３４７    

    
    (2) (2) (2) (2) 個個個個    別別別別                                                                                                                （単位：百万円、％）（単位：百万円、％）（単位：百万円、％）（単位：百万円、％）    

    売売売売    上上上上    高高高高    経常利益経常利益経常利益経常利益    当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益    

前前前前    回回回回    発発発発    表表表表    予予予予    想（Ａ）想（Ａ）想（Ａ）想（Ａ）    １６９，０００１６９，０００１６９，０００１６９，０００    ８，０００８，０００８，０００８，０００    ４，８００４，８００４，８００４，８００    

今今今今    回回回回    修修修修    正正正正    予予予予    想（Ｂ）想（Ｂ）想（Ｂ）想（Ｂ）    １６８，０００１６８，０００１６８，０００１６８，０００    ８，５００８，５００８，５００８，５００    ５，３００５，３００５，３００５，３００    

増増増増        減減減減        額（Ｂ－Ａ）額（Ｂ－Ａ）額（Ｂ－Ａ）額（Ｂ－Ａ）    △１，０００△１，０００△１，０００△１，０００    ５００５００５００５００    ５００５００５００５００    

増増増増            減減減減            率率率率        （％）（％）（％）（％）    △０．６△０．６△０．６△０．６    ６．３６．３６．３６．３    １０．４１０．４１０．４１０．４    

（ご参考）（ご参考）（ご参考）（ご参考）    
前期実績（平成前期実績（平成前期実績（平成前期実績（平成 18181818 年年年年 3333 月期）月期）月期）月期）    １６２，３７５１６２，３７５１６２，３７５１６２，３７５    ７，３５４７，３５４７，３５４７，３５４    ３，８３２３，８３２３，８３２３，８３２    

３．修正の理由３．修正の理由３．修正の理由３．修正の理由    

当中間期の売上高は、健康食品や飲料が好調に推移いたしました反面、当中間期の売上高は、健康食品や飲料が好調に推移いたしました反面、当中間期の売上高は、健康食品や飲料が好調に推移いたしました反面、当中間期の売上高は、健康食品や飲料が好調に推移いたしました反面、レトルト製品などレトルト製品などレトルト製品などレトルト製品など

が苦戦しました結果、連結（増減率△が苦戦しました結果、連結（増減率△が苦戦しました結果、連結（増減率△が苦戦しました結果、連結（増減率△0.40.40.40.4％）、個別（増減率△％）、個別（増減率△％）、個別（増減率△％）、個別（増減率△0.50.50.50.5％）ともに前回発表予想数％）ともに前回発表予想数％）ともに前回発表予想数％）ともに前回発表予想数

値を下回る見込みです。一方、経常利益は、原価および販管費が低減したことから、連結（増値を下回る見込みです。一方、経常利益は、原価および販管費が低減したことから、連結（増値を下回る見込みです。一方、経常利益は、原価および販管費が低減したことから、連結（増値を下回る見込みです。一方、経常利益は、原価および販管費が低減したことから、連結（増

減率減率減率減率 22.222.222.222.2％）、個別（増減率％）、個別（増減率％）、個別（増減率％）、個別（増減率 18.818.818.818.8％）ともに前回発表予想数値を上回る見込みです。また、％）ともに前回発表予想数値を上回る見込みです。また、％）ともに前回発表予想数値を上回る見込みです。また、％）ともに前回発表予想数値を上回る見込みです。また、

中間純利益は投資有価証券の売却益の発生などにより、連結（増減率中間純利益は投資有価証券の売却益の発生などにより、連結（増減率中間純利益は投資有価証券の売却益の発生などにより、連結（増減率中間純利益は投資有価証券の売却益の発生などにより、連結（増減率 33.333.333.333.3％）、個別（増減％）、個別（増減％）、個別（増減％）、個別（増減

率率率率 31.631.631.631.6％）ともに前回発表予想数値を上回る見込みです。％）ともに前回発表予想数値を上回る見込みです。％）ともに前回発表予想数値を上回る見込みです。％）ともに前回発表予想数値を上回る見込みです。    

なお平なお平なお平なお平成成成成 19191919 年年年年 3333 月期通期の連結および個別の業績予想は、中間期の業績見込みと下期の業月期通期の連結および個別の業績予想は、中間期の業績見込みと下期の業月期通期の連結および個別の業績予想は、中間期の業績見込みと下期の業月期通期の連結および個別の業績予想は、中間期の業績見込みと下期の業

況を踏まえて上記の通り修正させていただいております。況を踏まえて上記の通り修正させていただいております。況を踏まえて上記の通り修正させていただいております。況を踏まえて上記の通り修正させていただいております。    

（ご参考）（ご参考）（ご参考）（ご参考）    

前期実績との増減につきましては以下の通りです。前期実績との増減につきましては以下の通りです。前期実績との増減につきましては以下の通りです。前期実績との増減につきましては以下の通りです。    

当中間期の連結業績は、前年同期比で売上高は当中間期の連結業績は、前年同期比で売上高は当中間期の連結業績は、前年同期比で売上高は当中間期の連結業績は、前年同期比で売上高は 233233233233 億円（増減率億円（増減率億円（増減率億円（増減率 24.524.524.524.5％）の増収、経常利％）の増収、経常利％）の増収、経常利％）の増収、経常利

益はハウスウェルネスフーズ㈱の株式取得に伴うのれん償却額が発生しましたものの、増収益はハウスウェルネスフーズ㈱の株式取得に伴うのれん償却額が発生しましたものの、増収益はハウスウェルネスフーズ㈱の株式取得に伴うのれん償却額が発生しましたものの、増収益はハウスウェルネスフーズ㈱の株式取得に伴うのれん償却額が発生しましたものの、増収

効果や、原価、販管費の低減が利益に貢献しましたことなどから効果や、原価、販管費の低減が利益に貢献しましたことなどから効果や、原価、販管費の低減が利益に貢献しましたことなどから効果や、原価、販管費の低減が利益に貢献しましたことなどから 9999 億円（増減率億円（増減率億円（増減率億円（増減率 27.027.027.027.0％）の％）の％）の％）の

増益となる見込みです。中間純利益は、遊休不動産や投資有価証券の売却益増益となる見込みです。中間純利益は、遊休不動産や投資有価証券の売却益増益となる見込みです。中間純利益は、遊休不動産や投資有価証券の売却益増益となる見込みです。中間純利益は、遊休不動産や投資有価証券の売却益の発生もあり、の発生もあり、の発生もあり、の発生もあり、9999

億円（増減率億円（増減率億円（増減率億円（増減率 48.548.548.548.5％）の増益となる見込みです。％）の増益となる見込みです。％）の増益となる見込みです。％）の増益となる見込みです。    

通期の連結業績予想は、通期の連結業績予想は、通期の連結業績予想は、通期の連結業績予想は、売上高は売上高は売上高は売上高は 434434434434 億円（増減率億円（増減率億円（増減率億円（増減率 22.722.722.722.7％）の増収、経常利益は％）の増収、経常利益は％）の増収、経常利益は％）の増収、経常利益は 6666 億円（増億円（増億円（増億円（増

減率減率減率減率 6.96.96.96.9％）、当期純利益は％）、当期純利益は％）、当期純利益は％）、当期純利益は 4444 億円（増減率億円（増減率億円（増減率億円（増減率 8.18.18.18.1％）の増益となる見込みです。％）の増益となる見込みです。％）の増益となる見込みです。％）の増益となる見込みです。    

（注）上記の業績は、現時点における入手可能な情報に基づいて算出しておりますが、今後（注）上記の業績は、現時点における入手可能な情報に基づいて算出しておりますが、今後（注）上記の業績は、現時点における入手可能な情報に基づいて算出しておりますが、今後（注）上記の業績は、現時点における入手可能な情報に基づいて算出しておりますが、今後

の様々な要因によって記載の予想数値と異なる可能性があります。の様々な要因によって記載の予想数値と異なる可能性があります。の様々な要因によって記載の予想数値と異なる可能性があります。の様々な要因によって記載の予想数値と異なる可能性があります。    

以以以以    上上上上 


