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コロナ禍における省人化の追い風を受け
過去最高の連結売上高を更新
第62期上半期の決算では、国内・海外市場ともにコロナ禍
において省人化の動きが加速し、連結売上高は前年同期比
で21.4％増となりました。
国内では、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が継
続し、外食需要は厳しい状況が続いたものの、テイクアウト
やデリバリーの拡大、省人化の動きが進み、大手回転寿司
チェーンの寿司ロボットの入替やテイクアウト向けの寿司ロ
ボットの製品需要が拡大しました。また、ご飯盛付けロボット

「Fuwarica」も、ホテル・旅館・社員食堂といった新たな顧客
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トップメッセージ

コロナ禍2期目
上半期を振り返って

代表取締役社長

鈴木 美奈子



層に需要が広がり、国内売上高は同1.7％増となりました。
海外においては、ワクチン接種が進んだ国を中心に、経済活
動の正常化に向けた動きが進む中、人手不足が強まり、省人
化ニーズがさらに高まりました。地域別では、特に北米、欧州
において、外食事業者やスーパーマーケットの寿司ロボット
の需要が大幅に拡大し、海外売上高は90.5％増と前年を大
きく上回りました。

「人」から「機械」への動きが加速し
需要が需要を呼ぶ好循環が生まれる
北米や欧州において、経済回復に伴い人手不足が深刻化し
ており、「人」の労働力を「機械」に置き換える動きが一気に加
速しています。このような機械化の動きは、寿司などを扱う外
食事業者においても、同様に進んでおり、当社製品の需要が
高まっております。また、スーパーマーケットやキオスク業態に
おける店内調理の機械化に伴う製品需要も増加しています。
このような当社における潜在的な顧客からの需要が、新た
な需要を呼びこむといった好循環を生み、寿司ロボットの
マーケットが更に拡大していくものと期待しております。
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TOP MESSAGE

国内海外別連結売上⾼（単位：百万円、％）

2021年3⽉期
上期

2022年3⽉期
上期 増減率

国内 3,333 3,391 +1.7％

海外 950 1,810 +90.5％

合計 4,284 5,201 +21.4％



コロナ禍における外食・小売業の省人化ニーズは国内・海外
市場ともにさらに拡大している一方で、第2四半期から半導
体や部材の供給不足により生産活動に影響を受けており、
この影響は、今期中は継続するものと考えております。
生産活動における環境は厳しい状況が続くものの、お客様
からのニーズは高い水準で推移しており、今後も拡大傾向
であると考えています。

配膳ロボット販売を手がける
日本システムプロジェクトが当社グループ入り
2021年10⽉1日付で、株式会社日本システムプロジェク
ト（以下、日本システムプロジェクト）が当社グループ入り
をしました。当社は、2019年11⽉に５ヵ年の中期経営計画

「Grouth2025」を発表し、「新たな成長分野・事業を構築す
る」ことを重要な取り組みとして位置付けております。

今回の日本システムプロジェクトのグループ入りにより、同
社が持つ通信ネットワークの技術や、最終消費者を起点と
する製品・サービスを活用することにより、飲食店の厨房の
みならず、客席フロアを含めて、省人化・効率化を実現する

半導体や部材調達の状況と
事業機会のさらなる拡大
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特集：下半期の見通しと今後の展望



新たな製品・サービスの構築を目指してまいります。当社は、
これまでハードウェア単体による生産効率やおいしさを追求
してきましたが、これからは、ハードウェア間の連携やソフト
ウェアとの融合による、「飲食店向けトータルソリューション」
を追求することで、新たな付加価値を事業者や最終消費者
の皆様に提供していきたいと考えております。

事業成長への投資を拡大し
食の「おいしい」を届け続ける
コロナ禍で加速した世界的な食の変革。「食」の領域では新
たな産業が次々と生まれてきています。今後も、事業成長に
資する提携やM&Aは積極的に活用し、食を取り巻く環境の
変化を先取りした新規事業を前向きに検討していきます。
業種の壁を超えたさまざまな企業と連携・協働し、食の分野
で「おいしい」や「温かい」という価値を追求する製品・商品・
サービス・情報を国内外の事業者の皆様に提供し、企業価値
の最大化を図ってまいります。

4

SPECIAL ARTICLE

【2021年10⽉1⽇以降の同社新体制】

役職 氏名
代表取締役社長 ⾕ ⼝ 徹 鈴茂器⼯（株）取締役 専務執⾏役員

取締役会長 勝 ⼭ 徹

専務取締役 ⽑ 受 義 明

取締役 秋 ⽥ 一 徳 鈴茂器⼯（株）執⾏役員 企画本部長

監査役 飯 ⽥ 知 宏 鈴茂器⼯（株） 管理本部 総務部長



日本システムプロジェクトの

配膳ロボット「PEANUT」

導入事例 ～幸楽苑様～

製 品 紹 介
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「ピーナッツ」は料理の配膳からテーブルを巡回
しての下げ膳までを⾏うフロアーロボットです。
高精度の屋内ナビゲーションにより、複雑な店内
環境で長期間、安定して自由に移動できます。ロ
ボットが運び、ロボットが片付ける。ホールスタッ
フの往復、移動を減らし、限られた人員の有効活
用を実現します。

日本システムプロジェクトは、1991年に設立され、主に飲食店向
けの POS システムやセルフオーダーシステムの開発・販売を手掛
け、近年は、飲食店の客席フロアで使用する配膳ロボットの販売を
⾏い、飲食店の省人化、業務効率化、非接触化に取り組んでいる企

新型コロナウイルス感染症の対策として、非接触型の配膳を自動
化し、店舗スタッフの負担を軽減することでサービス中心の働き方
へシフトできることから導入。「ラーメンをロボットが運ぶ！」ラーメ
ン業界初のロボットを一目見ようと、多くの家族連れが来店され、
お子さまにも非常に喜ばれています。

新しいスタッフとして店内を軽快に移動するピーナッ
ツ。疲れると充電ステーションへ自分で帰ります。

TOPICS



セルフオーダーシステム「SEMOOR」

マルチ決済対応オーダーターミナル
「マジレジ KIOSK」

グループ化により、さらなる飛躍を

「セムール」は飲食店向けセルフオーダーシステムです。お客様がご
自身でテーブルで注文できるので、省スタッフならびにコロナ禍で
の非接触対策への課題解決の決め手となります。また、非クラウド
システムのセルフオーダー端末で、店舗内にてデータ管理を⾏なっ
ているためインターネット環
境により不具合が起こるこ
ともありません。居酒屋、レ
ストラン、回転寿司、焼肉店
など、幅広い業態で導入い
ただいています。

洗練されたデザイン、タテ型・大型
画面で大量のメニュー・トッピングで
もわかりやすく見やすい券売機で
す。提示されたQRを自動でブランド
認識し、オーダーから会計、伝票出
力までを1台で処理。多言語対応で
最大16言語まで登録が可能です。
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業です。今般SUZUMOグループの一員となり、外食産業に幅広い
ネットワークを有する当社の顧客基盤を活用し、日本システムプロ
ジェクトの商品やサービスの販売を拡大し事業成長へつなげてまい
ります。

トピックス
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650
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前期比 264.6％増
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期末
中間

親会社株主に帰属する 
当期純利益（単位：百万円）

12,651百万円

純資産（単位：百万円） 総資産（単位：百万円）

15,343百万円
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Financial highlights
財務ハイライト



連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期第二四半期　　　
2020.4.1～2020.9.30

当期第二四半期
2021.4.1～2021.9.30

営業活動によるキャッシュ・フロー 226 829
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 323 △38
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 140 △150
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 8 31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 246 670
現金及び現金同等物の期首残高 6,603 7,342
現金及び現金同等物の四半期末残高 6,356 8,013

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

連結貸借対照表

科目 前期
2021.3.31現在

当期第二四半期
2021.9.30現在

資産の部 
流動資産 10,568 11,254
現金及び預金 7,342 8,013
受取手形及び売掛金 1,321 1,073
電子記録債権 16 45
たな卸資産 1,801 2,003
その他 85 117
固定資産 4,125 4,088
資産合計 14,694 15,343
負債の部 
流動負債 1,382 1,550
固定負債 1,114 1,141
負債合計 2,496 2,691
純資産の部 
株主資本 12,246 12,610
その他の包括利益累計額 △62 24
非支配株主持分 14 16
純資産合計 12,198 12,651
負債純資産合計 14,694 15,343

連結損益計算書

科目 前期第二四半期　　　　
2020.4.1～2020.9.30

当期第二四半期
2021.4.1～2021.9.30 

売上高 4,284 5,201
営業利益 180 634
経常利益 178 650
親会社株主に帰属する当期純利益 117 475

Overview of the consolidated financials statements
連結財務諸表（要約）
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鈴茂器工株式会社
（英文名：Suzumo Machinery Co., Ltd.）
1961年1月13日
東京都練馬区豊玉北2-23-2（〒176-0012）
TEL.03-3993-1371(代)
11億54,418千円
寿司ロボット、盛付けロボット等の米飯加工機械の製造・
販売など 
412名（2021年9月末現在） 
https://www.suzumo.co.jp/

会社概要　（2021年9月30日現在）

取締役および監査役（2021年9月30日現在）

商 号

設 立
本 社

資 本 金
事 業 内 容

従 業 員 数
U R L

地　　位 氏　　名 担当および
重要な兼職の状況

代表取締役社長 鈴 木　 美 奈 子

取締役 専務執行役員 谷 口 　 徹

社外取締役 髙 橋 　 正 己
株式会社ロイヤルメディカルクラブ　
代表取締役社長／株式会社エコス  
取締役

社外取締役 髙 橋 　 昭 夫
バイオマス・フューエル株式会社　
社外取締役／株式会社 MTG　社
外取締役

社外取締役 橋 本 　 泰
京都きもの友禅株式会社　社外
取締役／合同会社ブリッジパート
ナーズ　代表社員

常勤監査役 瀬 川 　 和 彦

社外監査役 宇 佐 　 公 興

社外監査役 村 井 　 淳 也 村井法律会計事務所　弁護士

Company Information

●お知らせ
1. 各種お手続きに関するご注意
(1)株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されてい
る口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等に
お問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意く
ださい。
(2)配当金の口座振込のご指定につきましても、お手続きは「配当金振込指定書」を各口座管理機
関を経由してお届けいただくこととなっております。振込指定のお手続きにつきましては、詳しくは
各口座管理機関にお問合せください。
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株式の状況　（2021年9月30日現在）

株主メモ

発行可能株式総数 16,000,000株
発行済株式総数 6,480,000株
株主数 2,294名
1単元の株式数 100株
大株主

事 業 年 度 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで
基 準 日 3 月 31 日
定 時 株 主 総 会 毎年 6 月
株主名簿管理人特別
口座　口座管理機関 三菱 UFJ 信託銀行株式会社

同 連 絡 先

三菱 UFJ 信託銀行株式会社　証券代行部
東京都府中市日鋼町 1-1
TEL　0120-232-711 
郵送先　〒 137-8081
新東京郵便局私書箱第 29 号
三菱 UFJ 信託銀行株式会社　証券代行部

上 場 市 場 東京証券取引所（ジャスダック市場）

公 告 方 法
電子公告（https://www.suzumo.co.jp/ir/）

（ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告
をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。）

（注 1）持株比率は小数点以下第 3 位を四捨五入しております。
（注 2）持株比率は、自己株式（27,213 株）を控除して計算しております。

株主名 　　持株数 持株比率
鈴木　節子 1,300,240 20.15%
GULF JAPAN 1 898,500 13.92%
鈴木　美奈子 813,000 12.60%
鈴木　映子 813,000 12.60%
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE-HCR00 423,600 6.56%
鈴茂器工取引先持株会 304,340 4.72%
立花証券株式会社 120,100 1.86%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 114,500 1.77%
BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC 98,500 1.53%
株式会社日本カストディ銀行 91,300 1.41%

(3)特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座
管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せ
ください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
(4)未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

2. 期末配当金計算書について
配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金受領証」により配当金をお受取りになら
れる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の
配当金額のご確認の資料としてご利用いただけます。
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東京都練馬区豊玉北2-23-2（〒176-0012）　TEL：03-3993-1371(代)
URL：https://www.suzumo.co.jp/

鈴茂器工株式会社


