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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期第２四半期 136,643 12.9 14,189 34.6 18,229 81.7 12,683 95.6

2020年12月期第２四半期 121,078 △19.1 10,543 △43.4 10,031 △45.6 6,484 △49.3

(注)包括利益 2021年12月期第２四半期 18,009百万円(452.0％) 2020年12月期第２四半期 3,262百万円(△69.9％)

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2021年12月期第２四半期 175.13 －

2020年12月期第２四半期 89.55 －

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年12月期第２四半期 369,769 249,816 67.1 3,424.33

2020年12月期 343,393 239,711 69.3 3,288.35

(参考)自己資本 2021年12月期第２四半期 248,011百万円 2020年12月期 238,143百万円

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年12月期 － 0.00 － 110.00 110.00

2021年12月期 － 0.00

2021年12月期（予想） － 110.00 110.00

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 265,000 11.2 23,000 24.7 27,000 55.0 18,900 65.2 260.97

１．2021年12月期第２四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年６月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

連結業績予想の修正については、本日（2021年８月６日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧

ください。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年12月期２Ｑ 72,427,650株 2020年12月期 72,421,650株

②  期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 1,279株 2020年12月期 1,230株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期２Ｑ 72,422,099株 2020年12月期２Ｑ 72,420,613株

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

新規  －社  （社名）　　　　　　　、除外  －社  （社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ：無

②  ①以外の会計方針の変更                      ：無

③  会計上の見積りの変更                        ：無

④  修正再表示                                  ：無

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づい

ており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間における国内経済環境は、都市部を中心とした断続的な新型コロナウイルス感染拡大

に伴う緊急事態宣言やまん延防止等重点措置などの感染拡大防止策の発出等の影響により総じて厳しい状況で推移

いたしました。

海外におきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行が経済活動に影響を与える等、世界景気は総じ

て厳しい状況で推移いたしましたが、持ち直しの動きもみられます。特に、米国、中国等、一部地域では景気の回

復傾向が顕著となっております。

このような環境のなか、当社グループは、国内では、新型コロナウイルス感染防止に努めつつ、飲食市場におけ

る拡販と新規顧客の開拓に注力するとともに、医療機関、介護老人保健施設、農業、水産業等の飲食外顧客の獲得

に取り組みました。

海外では、コロナ禍による一部地域における営業・生産活動の制約等の影響はあったものの、コロナワクチン接

種の進む欧米を中心とした経済の持ち直しにより、売上が段階的に回復いたしました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は1,366億43百万円（前年同期比12.9％増）、営

業利益は141億89百万円（同34.6％増）となりました。また、保有外貨資産等の円換算評価による為替差益35億75

百万円を計上したことにより、経常利益は182億29百万円（同81.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

126億83百万円（同95.6％増）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①日本

日本におきましては、冷蔵庫、製氷機及び食器洗浄機等の拡販並びに新規顧客の開拓を推進するとともに、コ

ロナ禍でテイクアウトやデリバリー事業等他の事業への展開を図る顧客への支援にも継続的に取り組みました。

また、衛生管理支援等をきっかけに飲食外顧客の獲得を積極的に進めました。この結果、売上高は929億58百万

円（前年同期比5.1％増）、セグメント利益は99億80百万円（同8.3％増）となりました。

②米州

米州におきましては、原材料費高騰等の影響を受けましたが、経済の回復に伴い、製氷機、ディスペンサ等の

拡販に努めた結果、売上高は287億79百万円（前年同期比25.1％増）、セグメント利益は29億51百万円（同

174.0％増）となりました。

③欧州・アジア

欧州・アジアにおきましては、一部地域でのロックダウン等に伴う営業・生産活動の制約及び受注環境の悪化

の影響はありましたが、主力製品の拡販に努めた結果、売上高は183億18百万円（前年同期比46.6％増）、セグ

メント利益は15億78百万円（同248.3％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ263億75百万円増加し、3,697億69百万円と

なりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ233億61百万円増加し、3,006億２百万円となりました。主な要因は、現金

及び預金、受取手形及び売掛金の増加によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ30億14百万円増加し、691億67百万円となりました。主な要因は、投資そ

の他の資産の増加によるものであります。

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ162億70百万円増加し、1,199億52百万円と

なりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ163億49百万円増加し、966億14百万円となりました。主な要因は、支払手

形及び買掛金、未払法人税等の増加によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ78百万円減少し、233億38百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ101億４百万円増加し、2,498億16百万円とな

りました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第２四半期連結会計期間の業績動向等を踏まえ、2021年２月８日に公表した2021年12月期の連結業績予想を修

正いたしました。詳細につきましては、本日（2021年８月６日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照ください。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 217,212 233,320

受取手形及び売掛金 27,122 34,944

商品及び製品 14,549 12,597

仕掛品 3,642 3,987

原材料及び貯蔵品 10,214 12,233

その他 4,707 3,808

貸倒引当金 △207 △289

流動資産合計 277,241 300,602

固定資産

有形固定資産 42,345 42,638

無形固定資産 3,510 3,132

投資その他の資産 20,296 23,395

固定資産合計 66,152 69,167

資産合計 343,393 369,769

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,052 24,366

未払法人税等 1,632 8,374

賞与引当金 2,837 3,760

その他の引当金 1,835 2,231

その他 57,906 57,881

流動負債合計 80,265 96,614

固定負債

退職給付に係る負債 19,835 19,930

その他の引当金 1,232 1,238

その他 2,348 2,168

固定負債合計 23,416 23,338

負債合計 103,681 119,952

純資産の部

株主資本

資本金 8,021 8,052

資本剰余金 14,543 14,574

利益剰余金 226,244 230,961

自己株式 △5 △6

株主資本合計 248,803 253,583

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11 20

為替換算調整勘定 △8,829 △3,920

退職給付に係る調整累計額 △1,841 △1,671

その他の包括利益累計額合計 △10,659 △5,571

非支配株主持分 1,568 1,805

純資産合計 239,711 249,816

負債純資産合計 343,393 369,769

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

売上高 121,078 136,643

売上原価 75,472 85,607

売上総利益 45,606 51,036

販売費及び一般管理費 35,062 36,846

営業利益 10,543 14,189

営業外収益

受取利息 479 188

為替差益 － 3,575

その他 1,223 374

営業外収益合計 1,703 4,138

営業外費用

支払利息 17 28

為替差損 1,434 －

一時帰休費用 672 －

その他 91 69

営業外費用合計 2,215 98

経常利益 10,031 18,229

特別利益

投資有価証券売却益 44 54

その他 6 2

特別利益合計 51 57

特別損失

固定資産廃棄損 32 17

投資有価証券評価損 84 －

その他 4 0

特別損失合計 121 18

税金等調整前四半期純利益 9,960 18,268

法人税、住民税及び事業税 6,049 9,000

法人税等調整額 △2,671 △3,566

法人税等合計 3,377 5,434

四半期純利益 6,583 12,834

非支配株主に帰属する四半期純利益 98 150

親会社株主に帰属する四半期純利益 6,484 12,683

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

- 4 -

ホシザキ㈱（6465）2021年12月期　第２四半期決算短信



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

四半期純利益 6,583 12,834

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △83 8

為替換算調整勘定 △2,227 5,568

退職給付に係る調整額 151 169

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,162 △571

その他の包括利益合計 △3,320 5,175

四半期包括利益 3,262 18,009

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,254 17,771

非支配株主に係る四半期包括利益 7 237

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

- 5 -

ホシザキ㈱（6465）2021年12月期　第２四半期決算短信



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 9,960 18,268

減価償却費 2,452 2,442

のれん償却額 237 208

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 371 349

製品保証引当金の増減額（△は減少） △143 257

賞与引当金の増減額（△は減少） 318 910

受取利息及び受取配当金 △486 △193

為替差損益（△は益） 984 △3,343

売上債権の増減額（△は増加） 3,694 △6,838

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,997 842

仕入債務の増減額（△は減少） △4,354 7,935

未払金の増減額（△は減少） △4,102 △7,548

未払費用の増減額（△は減少） 6,380 7,644

前受金の増減額（△は減少） △1,275 △924

長期未払金の増減額（△は減少） 2 △106

その他 △779 △97

小計 16,257 19,806

利息及び配当金の受取額 555 501

利息の支払額 △17 △31

法人税等の支払額 △4,212 △1,894

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,583 18,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △61,879 △72,701

定期預金の払戻による収入 75,610 70,432

信託受益権の純増減額（△は増加） 95 658

有形固定資産の取得による支出 △1,865 △1,541

投資有価証券の取得による支出 △3,364 △1,137

投資有価証券の売却による収入 1,350 968

長期前払費用の取得による支出 △213 △120

その他 △146 24

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,586 △3,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 154 444

リース債務の返済による支出 △205 △216

配当金の支払額 △7,960 △7,959

その他 △14 61

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,026 △7,670

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,404 4,504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,739 11,799

現金及び現金同等物の期首残高 142,803 148,833

現金及び現金同等物の四半期末残高 153,542 160,632

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

　該当事項はありません。
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（単位：百万円）

報告セグメント
調整額

（注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）２

日本 米州 欧州・アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 86,254 22,691 12,133 121,078 － 121,078

セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,161 306 364 2,832 △2,832 －

計 88,415 22,997 12,497 123,911 △2,832 121,078

セグメント利益 9,214 1,077 453 10,745 △201 10,543

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額

（注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）２

日本 米州 欧州・アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 90,262 28,478 17,902 136,643 － 136,643

セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,696 300 416 3,413 △3,413 －

計 92,958 28,779 18,318 140,057 △3,413 136,643

セグメント利益 9,980 2,951 1,578 14,511 △321 14,189

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年６月30日）

    報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益の調整額△201百万円には、のれんの償却額△204百万円、無形固定資産等の償却額△13

百万円、棚卸資産の調整額△２百万円、その他セグメント間取引の調整等18百万円が含まれております。

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年６月30日）

    報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益の調整額△321百万円には、のれんの償却額△187百万円、無形固定資産等の償却額△13

百万円、棚卸資産の調整額△127百万円、その他セグメント間取引の調整等６百万円が含まれておりま

す。

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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