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イベント概要 

 

[企業名]  鈴茂器工株式会社  

 

[イベント種類] 決算説明会 

 

[イベント名]  2020 年 3 月期 決算説明会  

 

[決算期]  2019 年度 通期 

 

[日程]   2020 年 5 月 28 日  

 

[ページ数]  17 

  

[時間]   15:00 –15:17 

（合計：17 分、登壇：17 分） 

 

[開催場所]  インターネット配信 

 

[会場面積]   

 

[出席人数]   

 

[登壇者]  2 名 

代表取締役社長  鈴木 美奈子 （以下、鈴木） 

専務取締役   谷口 徹 （以下、谷口） 
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登壇 

 

鈴木：鈴茂器工株式会社、代表取締役社長、鈴木美奈子でございます。皆様お忙しい中、決算説明

会動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。 

初めに、世界中で猛威を振るっております新型コロナウイルス感染症により、最前線で働かれてい

る医療従事者の皆様、スーパー、外食等をはじめとするライフラインを支えてくださっている皆様

に心から感謝を申し上げます。 

また、感染された皆様におかれましては、心からお見舞い申し上げますとともに、早期のご回復を

お祈り申し上げます。 

本日は、本来であれば会場にて開催を予定しておりましたが、このような状況の下、感染防止も含

めまして動画配信というかたちにてお届けを申し上げます。ご了承いただきたくお願い申し上げま

す。 
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それでは説明に入らせていただきます。まず初めに、弊社の新型コロナウイルス感染症への対応に

ついてご説明させていただきます。 

新型コロナウイルス感染症に対する当社の取り組みについてご説明を申し上げます。当社では、四

つのポイントにおいて取り組みを進めております。 

1、従業員・家族・顧客先への感染リスクの軽減として、在宅勤務等の実施及び感染防止として全

社員へのマスクの配布や衛生対策の徹底、そして訪問営業の自粛を行っております。 

2、販売・サービス体制の維持といたしまして、最前線で働かれているスーパー、外食等の顧客先

への販売・サービスの対応及びサプライチェーンの維持を行っております。 

3、生産活動の継続といたしましては、感染リスクの軽減を徹底した上で生産活動を継続しており

ます。 

4、状況の継続・鎮静化を見据えた事業活動の準備といたしましては、本格的な事業活動の再開の

準備を行うとともに、この新型コロナウイルスにより今後の事業環境は必ず変化していくという考

えの下、今後の事業活動の検討を行っております。 

それでは、決算説明の本題に入らせていただきます。今回は 3 部構成にてご説明申し上げます。 

初めに、2020 年 3 月期、決算連結概要、次に、2021 年 3 月期の連結業績予想及び配当予想、以上

を私より。そして最後の新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、専務取締役の谷口より

ご説明申し上げます。 

それでは第 1 部、2020 年 3 月期、連結決算概要でございます。 
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まずは、計画比でございます。 

売上高、当初計画 85 億 5,000 万円のところ、実績値は 89 億 3,000 万円、計画比 104.4%でござい

ます。全体では計画比 104.4%と計画を上回る着地でしたが、国内と海外の計画比では、国内は

106.5%、海外は 98.6%でございました。 

国内の外食・小売業を中心とした既存顧客への小型機械の入替及び増設や、新規開発いたしました

大型機械の販売が堅調に推移いたしました。 

また、消費税増税前の駆け込み需要が想定を上回り、反動減の影響も少なく、第 4 四半期時点では

新型コロナウイルス感染症の売上の影響は少なかったため、計画に対して 3 億 8,000 万円の増収と

なりました。 

次に、営業利益、経常利益につきましてはともに計画値 6 億円。実績といたしまして、営業利益は

7 億 6,500 万円、計画比 127.6%。経常利益の実績につきましては、7 億 200 万円、計画比 117.0%

でございます。 
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売上高が計画に対して上回ったほか、売上原価、販売費及び一般管理費がおおむね計画通りに推移

いたしたため、計画に対して営業利益は 1 億 6,000 万円、経常利益は 1 億円の増益となりました。 

最後に、当期純利益でございます。計画値 2 億円のところ、実績は 3 億 2,100 万円、計画比

160.8%でございます。 

退任役員の特別功労金の 1 億 5,000 万円を特別損失に計上しておりますが、売上高が計画を上回っ

たことと、退任役員の保険解約返戻金 3,300 万円を特別利益として計上した結果、計画に対し 1 億

2,000 万円の増益となりました。 

 

次に、前期比でございます。 

売上高、9.1%増の 7 億 4,300 万円。国内売上は前期比 112.2%、7 億 3,500 万円の増収。海外売上

は前期比 100.4%、700 万円の増収となりました。海外売上につきましては、計画値は下回ったも

のの、前期比は若干のプラスとなっております。 
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続きまして、売上原価、9.8%増の 4 億 1,800 万円。売上総利益、8.3%増の 3 億 2,500 万円。販売

費及び一般管理費、7.8%増の 2 億 5,200 万円。営業利益、10.5%増の 7,200 万円。経常利益、0.9%

増の 600 万円。そして、当期純利益、31.4%減の 1 億 4,600 万円でございます。 

 

次に、売上高・営業利益の推移でございます。 

こちらは 2013 年 3 月期より 2020 年 3 月期までの 8 年間の業績の推移でございます。2018 年、

2019 年と 2 期連続で減収減益しておりました売上高・営業利益は、2020 年 3 月期にて増収増益に

転じております。 
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次に、自社製品等の売上高推移でございます。 

こちらでは寿司ロボットを代表とする自社機をオレンジ、仕入れ商品である他社機をグリーン、そ

してメンテナンス等のその他をブルーに、色分けにて表示をしております。 

全てのカテゴリーの売上高が昨年度より増収となっておりますが、特に自社機につきましては 5 億

2,500 万円の増収となっております。 
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次に、業態別売上の比率でございます。 

売上構成比率が増え、特筆される業態はスーパーマーケット、寿司、工場・給食でございます。 

スーパーマーケットにつきましては、店内調理にて作りたての商品をおいしく召し上がっていただ

きたいというスーパーマーケット様が大変増えてきており、海苔巻きロボットの新規導入や入替需

要が多く、前期比 118.8%、1 億 9,600 万円の増収となりました。 

寿司につきましては、既存顧客様の機械入替需要が大きな要因になっており前期比 128.5%、2 億

1,700 万円の増収となっております。 

最後に工場・給食につきましては、コンビニベンダーを中心に新規開発の大型機、飯盛り・容器供

給ライン等の導入により、前期比 156.4%、2 億 6,700 万円の増収となりました。 
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次に、国内外の売上比率でございます。 

売上全体では国内、海外ともに前期比では増収となっております。海外の売上比率は 24.4%、全売

上高の約 4 分の 1 となっております。 
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次に、海外地域別売上の比率でございます。 

海外の売上比率の順番といたしましてはアジア、北米、欧州の順になっておりますが、アジアでは

韓国、香港の情勢が不安定であったため、前期と比べますと減少をしております。 

北米では新規顧客の開拓や米飯食市場の深耕の結果、前期より増加をしております。 
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連結 BS 資産の部及び負債純資産の部につきましては、スライドの数字をご参照いただきたくお願

い申し上げます。 
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次に、第 2 部、2021 年 3 月期連結業績予想・配当予想についてご説明申し上げます。 

2021 年 3 月期、連結業績予想。こちらにつきましては現在、新型コロナウイルス感染症拡大によ

る顧客企業の今後の活動影響、そして事業環境の変化にともなう設備投資への影響が不確定でござ

います。 

海外におきましても、一部の地域において経済活動が再開はされているものの、需要の回復が限定

的であり、いまだ不透明な状況でございます。現時点では業績に与える影響度やその期間が見通せ

ず、業績予想の適正かつ合理的な算定を行うことが困難な状況でございます。 

今後、連結業績予想の合理的な算定が可能となった場合、その時点で速やかに開示をさせていただ

きたいと考えております。 

2021 年 3 月期配当の予想につきましては、安定配当の方針に基づき、配当予想は 20.0 円を継続さ

せていただきます。 

次は、第 3 部、新型コロナウイルス感染症の影響について、専務取締役、谷口よりご説明を申し上

げます。 
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谷口：谷口でございます。 

コロナ禍における当社の事業リスク及び事業機会について、私よりご説明いたします。 

今回の新型コロナウイルスの感染拡大は、リーマンショックの時とは異なる次元で世界規模の景気

低迷をもたらすだけでなく、人々の本源的な価値観やライフスタイル、こうしたものに大きな変化

をもたらすと考えております。 

その結果、これまで展開してきた当社の事業にも大きな変化が起こるという危機感を抱いておりま

す。そしてその変化に対応した経営をしていかなければと考えております。 

新型コロナウイルスの感染拡大は、日本及び海外主要国や都市に渡航制限、もしくはロックダウン

等をもたらし、事業活動や消費活動の大幅な自粛を強いるなど人とモノの流れが滞りました。 

 

そうした状況下で想定される当社の足元の事業リスクとして、次の事象が挙げられます。 

1、インバウンド消費を含む外食需要の低迷による顧客の数や顧客店舗数の減少。 

2、顧客の新店計画、既存店における当社の機械の入替計画、こうしたものが中止もしくは見直し

が起こってくる。 
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3、国内外流通網の停滞により海外の販売促進、そして資材調達への影響、こうしたものが考えら

れます。 

このような生産、販売に対するリスクが少なくとも今期、状況によっては来期の当社の売上に影響

を及ぼすと考えております。 

しかしながら一方で人々の価値観やライフスタイルの変化は、当社がこうしたリスクを乗り越えた

その先にある当社の事業機会、こうしたものを大きく広げると考えております。 

まず、消費者・事業者の衛生に対する意識の高まり、そして浸透。これが食サービスに対する価値

観や変化をもたらします。具体的には食を提供するサービスのセルフ化、機械化、省人化がさらに

加速すること。そして当社のグループ会社であるセハーが取り扱う衛生資材のさらなる需要拡大が

挙げられます。 

次に、これまで店内飲食が中心の外食店舗運営、こうしたものが持ち帰りやデリバリーなどの機能

付加がされる。そうした結果、当社お客様のニーズが多様化する、こうした中で当社の機械にも新

たな価値が生まれてくると考えております。 

次に、当社の新規事業及び成長に資する M&A、もしくは投資、こうした機会が拡大するとも考え

ています。当社の強固な財務基盤を武器にして、こうした投資機会を取り込んでいけると考えてお

ります。 

以上のとおり、当社は先に述べた事業リスクを認識しながらも、コロナ禍もしくはポストコロナに

おける事業環境の変化や事業機会を的確に捉えて、これまで以上に攻めの経営を行っていきます。 

鈴木：以上をもちまして、決算説明会を終了させていただきます。 

なお、決算に関わる質問に関しましては、本説明会資料の最終ページにございますお問い合わせ先

までご連絡をいただきたくお願い申し上げます。 

本日は、ありがとうございました。 

［了］ 

______________ 

脚注 

1. 音声が不明瞭な箇所に付いては[音声不明瞭]と記載 
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る投資商品、例えば金融派生商品、仕組商品、投資信託、投資資産等）の情報配信・取引・販売促

進・広告宣伝に関連して使用をしてはなりません。 
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みならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他間接的、特別的、派生

的若しくは付随的損害の全てを意味します。 
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