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1.  平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年9月30日） 

（注）平成25年12月期第1四半期から四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年12月期第3四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載
しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成25年12月期第1四半期から四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年12月期第3四半期の数値は記載しておりません。  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年12月期第3四半期 4,861 ― 430 ― 632 ― 382 ―
24年12月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 664百万円 （―％） 24年12月期第3四半期 ―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

25年12月期第3四半期 53.46 ―
24年12月期第3四半期 ― ―

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

25年12月期第3四半期 14,902 11,572 77.7 1,640.34
24年12月期 ― ― ― ―
（参考） 自己資本   25年12月期第3四半期  11,572百万円 24年12月期  ―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

24年12月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00
25年12月期 ― 10.00 ―
25年12月期（予想） 15.00 25.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31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  
（注）平成25年12月期第1四半期から四半期連結財務諸表を作成しているため、対前年増減率は記載しておりません。 

売上高 営業利益 経常利益 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 7,000 ― 689 ― 780 ― 450 ― 61.91



(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）  ：  有  

(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） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく 
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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、実際の 
業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） 株式会社ハマイコリア 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期3Q 7,424,140 株 24年12月期 7,424,140 株
② 期末自己株式数 25年12月期3Q 368,917 株 24年12月期 155,690 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期3Q 7,161,836 株 24年12月期3Q 7,268,491 株



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………３ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………３ 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………３ 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………３ 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 …………………………………………３ 

４．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………４ 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………４ 

（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 …………………………６ 

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………９ 

（４）セグメント情報等 ……………………………………………………………………９ 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………９ 

○添付資料の目次

株式会社ハマイ(6497) 平成25年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

1



  

当社は、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期累計期間

及び前連結会計年度末との比較分析は行っておりません。 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、「アベノミクス」に象徴される金融緩和・財政

出動による成長戦略に対する期待感により、円高是正・株高が進み、緩やかに回復してまいりました。

しかし円安による原材料や輸入燃料価格の上昇等、景気の先行きは今だ不透明な状況で推移いたしまし

た。 

 このような中、当社の主力製品であるＬＰＧ容器用バルブ部門に加え、配管用バルブ部門及び高圧ガ

スバルブ・ガス関連設備機器部門を含め、全体的に需要が改善されず、その結果、売上高は48億６千１

百万円、営業利益は４億３千万円、経常利益は６億３千２百万円、四半期純利益は３億８千２百万円と

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〕 

  当社の主力製品であるＬＰＧ容器用バルブ部門は売上高20億５千９百万円、配管用バルブ部門は売上

高10億７千４百万円、高圧ガスバルブ・ガス関連設備機器部門は売上高８億７千万円、その他売上高５

億３百万円、合計売上高は45億７百万円となり、また営業利益は１億８千４百万円となりました。 

〔不動産賃貸事業〕 

  賃貸収入は３億５千３百万円、営業利益は２億４千６百万円となりました。 

  

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流動資産は、74億９千７百万円となりました。その主な内訳は、現金

及び預金39億３千９百万円と売上債権（受取手形・売掛金）20億９千８百万円です。 

  当第３四半期連結会計期間末の固定資産は、74億４百万円となりました。その主な内訳は、建物を含

む有形固定資産合計28億８千万円と投資有価証券35億２千１百万円です。 

  当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、18億５千６百万円となりました。その主な内訳は、仕入

債務（支払手形・買掛金）13億６千３百万円です。 

  当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、14億７千２百万円となりました。その主な内訳は、長期

借入金３億８千２百万円と長期預り保証金５億３百万円です。  

  当第３四半期連結会計期間末の純資産の部は、115億７千２百万円となりました。その主な内訳は、

利益剰余金105億５千２百万円です。 

  

平成25年12月期の連結業績予想につきましては、平成25年８月９日に公表いたしました連結業績予想

に変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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第１四半期連結累計期間から、株式会社ハマイコリアを連結の範囲に含めております。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)  

当社は法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後に取得した有形

固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 3,939,871

受取手形 1,005,842

売掛金 1,092,720

有価証券 292,325

商品 1,327

製品 419,291

原材料 71,454

仕掛品 540,720

貯蔵品 35,084

前渡金 9,749

繰延税金資産 58,492

短期貸付金 26,132

その他 9,209

貸倒引当金 △4,966

流動資産合計 7,497,255

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 1,584,739

構築物（純額） 46,305

機械及び装置（純額） 639,321

車両運搬具（純額） 14,431

工具、器具及び備品（純額） 39,881

土地 309,245

リース資産 20,928

建設仮勘定 226,107

有形固定資産合計 2,880,961

無形固定資産  

ソフトウエア 2,761

電話加入権 2,412

リース資産 10,499

借地権 360

無形固定資産合計 16,033

投資その他の資産  

投資有価証券 3,521,824

関係会社株式 7,817

長期貸付金 150,250

長期前払費用 28,530

会員権 22,503

保険積立金 511,450

繰延税金資産 128,474

その他 138,952

貸倒引当金 △1,890

投資その他の資産合計 4,507,913

固定資産合計 7,404,908

資産合計 14,902,163
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形 1,077,603

買掛金 286,274

未払金 40,087

未払法人税等 54,760

未払消費税等 6,313

未払費用 34,122

前受金 37,602

預り金 6,987

リース債務 13,477

1年内返済予定の長期借入金 153,184

賞与引当金 111,300

設備関係支払手形 35,007

流動負債合計 1,856,721

固定負債  

長期借入金 382,961

退職給付引当金 349,733

役員退職慰労引当金 216,957

長期預り保証金 503,028

リース債務 19,775

固定負債合計 1,472,456

負債合計 3,329,177

純資産の部  

株主資本  

資本金 395,307

資本剰余金 648,247

利益剰余金 10,552,334

自己株式 △351,737

株主資本合計 11,244,152

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 321,808

為替換算調整勘定 7,025

その他の包括利益累計額合計 328,833

純資産合計 11,572,986

負債純資産合計 14,902,163
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高  

製品売上高 4,004,853

商品売上高 40,776

加工屑売上高 462,299

商品及び製品売上高合計 4,507,928

不動産賃貸収入 353,851

売上高合計 4,861,779

売上原価 3,786,880

売上総利益 1,074,899

販売費及び一般管理費  

運賃 51,282

役員報酬 79,844

給料 146,960

賞与 19,782

賞与引当金繰入額 28,938

退職給付費用 14,702

役員退職慰労引当金繰入額 12,850

減価償却費 10,141

その他 279,498

販売費及び一般管理費合計 644,001

営業利益 430,898

営業外収益  

受取利息 29,258

受取配当金 42,314

投資有価証券評価損戻入益 77,463

貸倒引当金戻入額 4,157

為替差益 25,656

雑収入 5,694

有価証券売却益 37,834

営業外収益合計 222,377

営業外費用  

支払利息 9,105

開発費償却 8,258

売上割引 2,601

雑損失 340

営業外費用合計 20,305

経常利益 632,969
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(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

特別利益  

固定資産売却益 101

事業税還付金 900

特別利益合計 1,001

特別損失  

固定資産売却損 179

固定資産除却損 2,926

特別損失合計 3,106

税金等調整前四半期純利益 630,865

法人税、住民税及び事業税 267,939

法人税等調整額 △19,917

法人税等合計 248,022

少数株主損益調整前四半期純利益 382,843

四半期純利益 382,843
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 382,843

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 274,946

為替換算調整勘定 7,025

その他の包括利益合計 281,971

四半期包括利益 664,815

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 664,815

少数株主に係る四半期包括利益 －
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該当事項はありません。  

  

当第１四半期連結会計期間より、新たに設立した株式会社ハマイコリアを連結の範囲に含めておりま

す。  

  

当社は、平成25年９月18日の開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替え

て適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得を決議し、平成25年９月19日付で自己株式

213,200株（取得価額174,824千円）を取得いたしました。これにより、当第３四半期連結会計期間末に

おいて自己株式が351,737千円（368,917株）となっております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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