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1. 2021年9月期第3四半期の連結業績（2020年10月1日～2021年6月30日）

(2) 連結財政状態 

 

(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9月期第3四半期 83,034 △3.6 2,394 △4.3 3,161 11.6 2,079 18.5
2020年9月期第3四半期 86,167 △19.3 2,503 △33.1 2,833 △31.5 1,755 △31.2

（注）包括利益 2021年9月期第3四半期  5,297百万円 （―％） 2020年9月期第3四半期  △1,201百万円 （―％）

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9月期第3四半期 35.37 ―
2020年9月期第3四半期 29.91 ―

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9月期第3四半期 189,587 83,968 43.0 1,386.73
2020年9月期 179,935 79,975 43.2 1,321.34
（参考）自己資本 2021年9月期第3四半期 81,585百万円 2020年9月期 77,655百万円

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 

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9月期 ― 11.50 ― 11.50 23.00
2021年9月期 ― 11.50 ―
2021年9月期（予想） 11.50 23.00

3. 2021年 9月期の連結業績予想（2020年10月 1日～2021年 9月30日） 
（％表示は、対前期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

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 111,000 △3.5 3,900 14.3 3,800 2.7 2,400 2.5 40.87



(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 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

当第3四半期において、役員報酬ＢＩＰ信託口が保有する当社株式222,500株を自己株式に含めています。 

※ 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 
 本資料に記載されている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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は、当社グループを取り巻く経済状況、事業環境、他社との競合、自然災害、金利
等様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ペー
ジ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年9月期3Q 59,266,684 株 2020年9月期 59,266,684 株
② 期末自己株式数 2021年9月期3Q 433,515 株 2020年9月期 496,150 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年9月期3Q 58,808,142 株 2020年9月期3Q 58,706,606 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第３四半期連結累計期間（2020年10月１日～2021年６月30日）におけるわが国の経済は、依然として新型コロ

ナウイルス感染症による影響を受け、厳しい状況が続いています。海外においても、先進国を中心にワクチン接種

が進みましたが、感染力の強い変異株による感染者数の再拡大もあり、景気の先行きは不透明な状況です。当社が

関わる食品業界では、緊急事態宣言の延長や再発令によって、極めて厳しい環境が続いております。

　このような状況のなか、当社グループは2023年を最終年度とする中期経営計画（第Ⅰ期）「創る力」を策定し、

冷蔵倉庫事業は「事業モデルの創造」、食品販売事業は「新たな食の価値の創出」を方針とし、最終年度（2023年

９月期）に「連結売上高1,310億円」「連結営業利益60億円」「EBITDA120億円」の定量目標およびサステナビリテ

ィ目標達成に向け、各重点施策に取り組んでおります。

　その結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高83,034百万円（前期比3.6％

減）、営業利益2,394百万円（前期比4.3％減）、経常利益3,161百万円（前期比11.6％増）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益2,079百万円（前期比18.5％増）となりました。

　セグメントごとの業績は次のとおりです。

（冷蔵倉庫事業）

　当第３四半期連結累計期間は減収減益となりました。４月以降、冷凍食品を中心に入出庫量は回復傾向にあるた

め、荷役料は増加となりました。在庫量も回復傾向にありますが、コロナ禍による荷動きの停滞から、非常に高い

在庫水準で推移した前期との比較では保管料が減少し、減益となりました。タイの連結子会社THAI YOKOREI 

CO.,LTD.は、主要品目の畜産品の出庫量が回復傾向にあるなか、コロナ禍によるワーカー不足やメーカーの在庫調

整によって入庫量の減少は続いており、在庫を押し下げたため減益となりました。

　以上の結果、冷蔵倉庫事業の業績は、売上高21,057百万円（前期比1.0％減）、営業利益4,688百万円（前期比

6.9％減）となりました。

（食品販売事業）

　当第３四半期連結累計期間は減収増益となりました。コロナ禍のなか、水産品、畜産品、農産品ともに、在庫を

抑えながら利益重視の堅調な販売を継続し、増益となりました。ノルウェー養殖事業は、トラウトの商品単価の低

迷およびシーライス（寄生虫）除去に伴う生産コストの大幅な増加により減益となり、利益を圧迫する要因となり

ました。

　以上の結果、食品販売事業の業績は、売上高61,933百万円（前期比4.5％減）、営業損失24百万円（前期は492百

万円の損失計上）となりました。

　なお、2021年７月28日に開催された取締役会において、食品販売事業の重要な柱であるノルウェーサーモン事業

の拡大・強化を図ることを目的として、ノルウェー養殖事業再編の検討を開始することを決議しました。

（２）財政状態に関する説明

（資産、負債及び純資産の状況）

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ9,652百万円増加し、189,587百万円となりま

した。これは主に投資有価証券が9,428百万円増加したこと等によるものです。

　負債総額は、前連結会計年度末と比べ5,659百万円増加し、105,619百万円となりました。これは主に借入金が

4,150百万円増加したこと等によるものです。

　また、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ3,993百万円増加し、83,968百万円となりました。
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（キャッシュ・フローの状況）

　当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は、前連結会計年度末に比べ674百

万円減少の3,447百万円となりました。当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な内容

は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、7,398百万円の資金の増加（前年同四半期は9,825百万円の資金の増加）

となり、その主な内容は税金等調整前四半期純利益3,178百万円、減価償却費4,949百万円による資金の増加と、売

上債権の増加額928百万円等の資金の減少によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、10,806百万円の資金の減少（前年同四半期は13,305百万円の資金の減

少）となり、その主な内容は貸付金の回収による収入3,501百万円による資金の増加と、有形固定資産の取得によ

る支出11,141百万円、貸付による支出3,257百万円等の資金の減少によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、2,457百万円の資金の増加（前年同四半期は3,600百万円の資金の増加）

となり、その主な内容は金融機関からの借入の純増額4,141百万円による資金の増加と、配当金の支払額1,358百万

円等の資金の減少によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年９月期の連結業績予想につきましては、「2020年９月期 決算短信」（2020年11月13日付）で公表した数

値から変更はありません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2020年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,131 3,457

受取手形及び売掛金 14,527 15,739

商品 12,215 12,213

前渡金 267 276

短期貸付金（純額） 20,684 13,592

その他 785 1,676

貸倒引当金 △16 △13

流動資産合計 52,594 46,943

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 51,764 57,992

機械装置及び運搬具（純額） 8,192 9,508

土地 29,946 29,863

リース資産（純額） 1,460 1,640

建設仮勘定 4,176 1,162

その他（純額） 1,163 1,167

有形固定資産合計 96,704 101,333

無形固定資産

のれん 4,871 4,900

海外養殖事業ライセンス 5,993 6,972

その他 2,175 2,149

無形固定資産合計 13,040 14,021

投資その他の資産

投資有価証券 13,615 23,044

長期貸付金 3,590 3,804

繰延税金資産 0 －

その他 811 843

貸倒引当金 △421 △403

投資その他の資産合計 17,595 27,289

固定資産合計 127,340 142,644

資産合計 179,935 189,587

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）

前連結会計年度
(2020年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,983 4,587

短期借入金 16,478 24,785

1年内返済予定の長期借入金 5,969 4,215

リース債務 274 304

未払法人税等 483 625

賞与引当金 754 215

役員賞与引当金 18 18

その他 6,435 7,344

流動負債合計 34,398 42,094

固定負債

社債 20,000 20,000

長期借入金 39,898 37,496

リース債務 860 921

繰延税金負債 3,003 3,357

役員報酬ＢＩＰ信託引当金 143 143

退職給付に係る負債 904 830

資産除去債務 91 91

その他 658 684

固定負債合計 65,561 63,524

負債合計 99,960 105,619

純資産の部

株主資本

資本金 14,303 14,303

資本剰余金 14,387 14,394

利益剰余金 46,941 47,663

自己株式 △382 △336

株主資本合計 75,248 76,025

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,334 4,418

繰延ヘッジ損益 △20 33

為替換算調整勘定 △1,824 1,084

退職給付に係る調整累計額 △82 23

その他の包括利益累計額合計 2,406 5,560

非支配株主持分 2,319 2,382

純資産合計 79,975 83,968

負債純資産合計 179,935 189,587

- 5 -

横浜冷凍㈱（2874）　2021年９月期第３四半期決算短信



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年10月１日
　至　2020年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年10月１日
　至　2021年６月30日)

売上高 86,167 83,034

売上原価 76,020 72,276

売上総利益 10,146 10,758

販売費及び一般管理費 7,643 8,363

営業利益 2,503 2,394

営業外収益

受取利息 695 445

受取配当金 131 232

保険配当金 31 31

仕入割引 44 －

為替差益 － 309

その他 518 400

営業外収益合計 1,421 1,419

営業外費用

支払利息 491 468

デリバティブ評価損 241 77

支払手数料 2 2

その他 356 105

営業外費用合計 1,092 653

経常利益 2,833 3,161

特別利益

関係会社株式売却益 － 243

特別利益合計 － 243

特別損失

事業所撤去損失 － 227

特別損失合計 － 227

税金等調整前四半期純利益 2,833 3,178

法人税、住民税及び事業税 495 1,058

法人税等調整額 540 △2

法人税等合計 1,035 1,056

四半期純利益 1,797 2,121

非支配株主に帰属する四半期純利益 41 41

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,755 2,079

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年10月１日
　至　2020年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年10月１日
　至　2021年６月30日)

四半期純利益 1,797 2,121

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 674 84

繰延ヘッジ損益 84 53

為替換算調整勘定 △3,848 2,930

退職給付に係る調整額 90 106

その他の包括利益合計 △2,998 3,175

四半期包括利益 △1,201 5,297

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,186 5,233

非支配株主に係る四半期包括利益 △15 63

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年10月１日
　至　2020年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年10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 2,833 3,178

減価償却費 4,346 4,949

のれん償却額 349 408

賞与引当金の増減額（△は減少） △546 △539

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8 △0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 54 △21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 25 31

事業所撤去損失 － 227

受取利息及び受取配当金 △826 △678

支払利息 491 468

デリバティブ評価損益（△は益） 241 77

関係会社株式売却損益（△は益） － △243

売上債権の増減額（△は増加） 1,602 △928

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,260 421

前渡金の増減額（△は増加） 732 8

仕入債務の増減額（△は減少） △512 496

未払費用の増減額（△は減少） △392 257

その他 332 △178

小計 10,982 7,933

利息及び配当金の受取額 848 708

利息の支払額 △403 △362

法人税等の支払額 △1,603 △880

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,825 7,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △10,653 △11,141

有形固定資産の売却による収入 4 16

無形固定資産の取得による支出 △57 △94

投資有価証券の売却による収入 178 5

関係会社株式の取得による支出 △103 △729

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入
－ 998

貸付けによる支出 △4,642 △3,257

貸付金の回収による収入 2,030 3,501

その他 △61 △104

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,305 △10,806

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） 8,269 8,282

長期借入れによる収入 － 522

長期借入金の返済による支出 △3,076 △4,663

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,357 △1,358

その他 △235 △235

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,600 2,547

現金及び現金同等物に係る換算差額 △251 185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △130 △674

現金及び現金同等物の期首残高 3,377 4,121

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,246 3,447

（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。

(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)

冷蔵倉庫事業食品販売事業 その他 計

売上高

外部顧客への売上高 21,273 64,855 38 86,167 － 86,167

セグメント間の内部売上高又
は振替高 1,090 － 36 1,126 △1,126 －

計 22,363 64,855 74 87,293 △1,126 86,167

セグメント利益又は損失（△） 5,037 △492 41 4,586 △2,083 2,503

(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)

冷蔵倉庫事業食品販売事業 その他 計

売上高

外部顧客への売上高 21,057 61,933 43 83,034 － 83,034

セグメント間の内部売上高又
は振替高 1,201 － 40 1,241 △1,241 －

計 22,258 61,933 84 84,276 △1,241 83,034

セグメント利益又は損失（△） 4,688 △24 50 4,715 △2,320 2,394

（セグメント情報）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2019年10月１日　至　2020年６月30日）

１　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.セグメント利益又は損失（△）の調整額△2,083百万円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用

であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２.セグメント利益又は損失（△）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３四半期連結累計期間（自　2020年10月１日　至　2021年６月30日）

１　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.セグメント利益又は損失（△）の調整額△2,320百万円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用

であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２.セグメント利益又は損失（△）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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