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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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染拡大防止への各種施策やコロナワク

チン接種率の増加等もあり、経済活動の制限も徐々に緩和され、緩やかながらも回復に向けた動きをみせておりまし

た。一方、足元ではコロナ感染者が増加傾向にあり、加えて、円安による金融市場の変動やロシアのウクライナ侵攻

などの国際情勢もあり、原材料価格や燃料価格の高騰など、依然として経済の先行きは不透明な状況が継続しており

ます。

このような中、当社グループの主力商品であるＬＰＧ容器用バルブ部門の売上高は、家庭用容器用バルブの大幅原

価アップに伴う値上げに対する駆け込み受注と一部新規顧客獲得もあり、前年同期比増収となりました。配管用バル

ブ部門の売上高は、半導体関連業種を始め、その他好調業種からの受注増も継続しており、前年同期比増収となりま

した。高圧ガスバルブ・ガス関連設備機器部門の売上高につきましても、好調な半導体業種をベースとして、その派

生による新たな受注も発生し前年同期比増収となりました。また、黄銅削り粉の売上も販売価格の上昇や取扱量の増

加に伴い増収となり、全体の売上高は53億９千１百万円、前年同期比９億１千８百万円（20.5％）の増収となりまし

た。

収益面におきましては、主要な原材料である黄銅材等、材料価格の高騰を受けて一部製品の販売価格の値上げにご

理解を頂いたこと、コロナ禍における企業活動の効率化やコスト削減努力を図ったこと、並びに連結子会社・ハマイ

コリアの収益状況に改善がみられたことなどにより、営業利益は４億７千７百万円、前年同期比３億１千７百万円

（198.0％）の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましても４億５千１百万円、前年同期比２億８千４百

万円（171.1％）の増益となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

〔バルブ事業〕

当社の主力商品であるＬＰＧ容器用バルブ部門は売上高20億１千５百万円（前年同期比16.1％増）、配管用バルブ

部門は売上高10億４百万円（前年同期比14.9％増）、高圧ガスバルブ・ガス関連設備機器部門は売上高13億９百万円

（前年同期比28.4％増）、その他売上高は７億７千３百万円（前年同期比39.7％増）となり、その結果、売上高は51

億２百万円（前年同期比22.0％増）となり、また営業利益２億９千１百万円（前年同期は営業損失２千８百万円）と

なりました。

〔不動産賃貸事業〕

賃貸収入は前年同期とほぼ同じ２億８千８百万円となり、営業利益は１億８千５百万円（前年同期比1.5％減）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流動資産は、前連結会計年度末と比較して、８億３千１百万円増加し、105億７千万

円となりました。これは主に現金及び預金と棚卸資産が増加したことによるものです。

当第２四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末と比較して、３億２千３百万円減少し、82億５千３

百万円となりました。これは主に投資有価証券の評価差額金が減少したことによるものです。

当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末と比較して、４億４千６百万円増加し、33億７千２

百万円となりました。これは主に電子記録債務と未払法人税等の増加によるものです。

当第２四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末と比較して、９千１百万円減少し、16億１千７百万

円となりました。これは主に繰延税金負債の減少によるものです。

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して、１億５千３百万円増加し、138億３千３百

万円となりました。これは主に利益剰余金の増加によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2022年２月14日公表の業績予想から変更しております。なお、詳細につきましては、

本日公表いたしました「2022年12月期第2四半期連結業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお

知らせ」をご覧ください。
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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

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,913,590 4,320,855

受取手形 1,195,857 1,333,099

売掛金 1,924,153 2,033,950

電子記録債権 304,620 285,897

有価証券 12,501 15,936

商品 2,871 2,258

製品 643,598 631,628

原材料 337,938 361,303

仕掛品 1,187,689 1,448,217

貯蔵品 52,342 50,990

前渡金 49,277 51,944

その他 127,413 39,237

貸倒引当金 △13,387 △5,222

流動資産合計 9,738,467 10,570,097

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,502,760 3,463,308

構築物（純額） 129,334 124,552

機械及び装置（純額） 948,105 868,986

車両運搬具（純額） 849 2,011

工具、器具及び備品（純額） 45,850 43,680

土地 329,313 330,128

リース資産（純額） 77,031 70,672

建設仮勘定 124,334 293,518

有形固定資産合計 5,157,579 5,196,858

無形固定資産

ソフトウエア 4,644 5,685

電話加入権 2,412 2,412

リース資産 1,087 848

借地権 360 360

無形固定資産合計 8,504 9,307

　

株式会社ハマイ（6497）2022年12月期　第2四半期決算短信

3



(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

投資その他の資産

投資有価証券 2,920,213 2,553,977

関係会社株式 7,050 7,050

出資金 310 310

長期前払費用 2,671 381

会員権 2,439 2,439

保険積立金 384,608 386,508

その他 93,335 96,683

貸倒引当金 △40 -

投資その他の資産合計 3,410,587 3,047,351

固定資産合計 8,576,671 8,253,517

資産合計 18,315,139 18,823,614
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 167,848 182,883

買掛金 524,849 539,001

電子記録債務 1,809,280 1,960,573

未払金 171,302 145,872

未払法人税等 9,763 154,685

未払消費税等 - 65,713

未払費用 61,425 166,121

前受金 49,280 49,280

預り金 38,277 16,799

リース債務 35,955 34,829

賞与引当金 49,600 53,700

設備関係支払手形 1,288 2,860

その他 7,001 -

流動負債合計 2,925,870 3,372,320

固定負債

役員退職慰労引当金 124,725 132,475

退職給付に係る負債 650,728 668,848

長期預り保証金 696,369 696,369

リース債務 46,793 39,316

繰延税金負債 190,617 80,306

固定負債合計 1,709,233 1,617,316

負債合計 4,635,103 4,989,636

純資産の部

株主資本

資本金 395,307 395,307

資本剰余金 648,247 648,247

利益剰余金 12,317,719 12,669,125

自己株式 △722,686 △722,686

株主資本合計 12,638,588 12,989,994

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,048,639 830,566

為替換算調整勘定 △7,192 13,417

その他の包括利益累計額合計 1,041,446 843,983

純資産合計 13,680,035 13,833,977

負債純資産合計 18,315,139 18,823,614
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（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

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年６月30日)

売上高

製品売上高 3,574,315 4,184,475

商品売上高 69,970 164,986

加工屑売上高 539,241 753,533

商品及び製品売上高合計 4,183,527 5,102,995

不動産賃貸収入 289,256 288,427

売上高合計 4,472,783 5,391,423

売上原価 3,738,115 4,375,803

売上総利益 734,668 1,015,620

販売費及び一般管理費

運賃 50,842 50,559

役員報酬 76,916 77,210

給料 125,388 125,059

賞与 28,160 27,084

賞与引当金繰入額 12,064 12,243

退職給付費用 7,067 9,129

役員退職慰労引当金繰入額 9,200 7,750

減価償却費 12,583 12,301

その他 252,333 217,077

販売費及び一般管理費合計 574,555 538,416

営業利益 160,113 477,204

営業外収益

受取利息 1,246 338

受取配当金 26,679 32,785

為替差益 22,248 63,214

雑収入 16,030 8,569

営業外収益合計 66,205 104,907

営業外費用

売上割引 1,419 ―

雑損失 3,954 47

営業外費用合計 5,374 47

経常利益 220,944 582,063

特別利益

投資有価証券売却益 500 ―

特別利益合計 500 ―

特別損失

固定資産売却損 352 ―

固定資産除却損 152 96

特別損失合計 505 96

　

株式会社ハマイ（6497）2022年12月期　第2四半期決算短信

6



(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年６月30日)

税金等調整前四半期純利益 220,939 581,967

法人税、住民税及び事業税 1,432 144,541

法人税等調整額 52,968 △14,066

法人税等合計 54,400 130,474

四半期純利益 166,538 451,492

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 166,538 451,492
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益 166,538 451,492

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 29,425 △218,073

為替換算調整勘定 4,028 20,610

その他の包括利益合計 33,453 △197,463

四半期包括利益 199,992 254,029

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 199,992 254,029

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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（３）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）

　 該当事項はありません。

（会計方針の変更）

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）第98項に定

める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に

移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認

識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほと

んどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

この結果、当第２四半期連結累計期間の損益に与える重要な影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高

への影響はありません。

また、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過的

な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しており

ません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表への影響はあ

りません。

（会計上の見積りの変更）

　 該当事項はありません。

（修正再表示）

　 該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

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

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

(単位：千円)

報告セグメント

バルブ事業 不動産賃貸事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 4,183,527 289,256 4,472,783

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―

計 4,183,527 289,256 4,472,783

セグメント利益又は損失（△） △ 28,403 188,517 160,113

（注）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一致しております。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

該当事項はありません。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

当第２四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022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並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント

バルブ事業 不動産賃貸事業 合計

売上高

　ＬＰＧ容器用バルブ 2,015,020 ― 2,015,020

　配管用バルブ 1,004,936 ― 1,004,936

　高圧ガスバルブ及び
　ガス関連設備機器

1,309,909 ― 1,309,909

　商品 19,594 ― 19,594

　黄銅削り粉 753,533 ― 753,533

　不動産賃貸 ― 288,427 288,427

顧客との契約から生じる収益 5,102,995 288,427 5,391,423

外部顧客への売上高 5,102,995 288,427 5,391,423

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―

計 5,102,995 288,427 5,391,423

セグメント利益 291,455 185,748 477,204

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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２．報告セグメントの変更等に関する事項

（会計方針の変更）に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認

識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

なお、当該変更による重要な影響はありません

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

３．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

　 該当事項はありません。
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