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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を継続して受けながらも、従来型の行

動規制からの変化など社会活動・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

ます。その一方、金利政策を背景とした急速な為替変動やロシアのウクライナ侵攻などの国際情勢の影響もあり、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、主材料の黄銅の高騰を始め、

様々なコストアップに対しての製品値上げや新規顧客獲得により、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、様々なコストアップに対しての製品値上げや、半導体関連業種を始め堅調な経済動向に下支えされた結

果、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につきましても、半導体関連業種の好調

さやデータセンター向け消火装置用弁の需要増、及び様々なコストアップへの対応としての製品値上げにより、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111億９千５百万円、前年同期比17億３千７百万円（18.4％）の増収となりました。

収益面におきましては、堅調な受注を背景に効率的な生産活動が行えたこと、コロナ禍を契機に企業活動の効率化

やコスト削減努力を図ったこと、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、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10億９千６百万円、前年同期比５億８千６百万円（114.8％）の増益、親会社株主に帰属する当期純利益につきまし

ても９億４千９百万円、前年同期比５億１千５百万円（119.0％）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44億１千万円（前年同期比22.6％増）、配管用バルブ部門

は売上高20億５千７百万円（前年同期比11.0％増）、高圧ガスバルブ・ガス関連設備機器部門は売上高26億６千６百

万円（前年同期比19.1％増）、その他売上高14億８千２百万円（前年同期比24.7％増）となり、営業利益７億１千３

百万円（前年同期比483.8％増）となりました。

［不動産賃貸事業］

賃貸収入は５億７千６百万円（前年同期比0.2％減）、営業利益は３億８千３百万円（前年同期比1.3％減）となり

ました。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末と比較して、17億１千３百万円増加し、114億５千１百万円とな

りました。これは主に売掛金及び棚卸資産の増加によるものです。

当連結会計年度末の固定資産は、前連結会計年度末と比較して、２億３千９百万円減少し、83億３千７百万円とな

りました。これは主に投資有価証券が評価替により減少したことによるものです。

当連結会計年度末の流動負債は、前連結会計年度末と比較して、９億５千８百万円増加し、38億８千３百万円とな

りました。これは主に電子記録債務の増加によるものです。

当連結会計年度末の固定負債は、前連結会計年度末と比較して、９千３百万円減少し、16億１千５百万円となりま

した。これは主に繰延税金負債の減少によるものです。

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末と比較して、６億９百万円増加し、142億８千９百万円となりまし

た。これは主に利益剰余金の増加によるものです。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して５億６千１百万円（前年比14.2%）

増加し、44億８千７百万円となりました。

当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（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、10億７千万円の収入（前期は４億１千２百万円の収入）となりました。こ

れは主に、税金等調整前当期純利益及び仕入債務の増減額によるものです。
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（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、３億２千２百万円の支出（前期は１億９千２百万円の支出）となりまし

た。これは主に、有形固定資産の取得によるものです。

（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、２億６百万円の支出（前期は２億７百万円の支出）となりました。これは

主に、配当金の支払によるものです。

（４）今後の見通し

2023年12月期の連結業績予想につきましては、売上高110億円、営業利益10億円、経常利益11億円、親会社株主に帰

属する当期純利益９億５千万円を見込んでおります。

なお、当期は当社の新たな中期経営計画（５カ年）の２年目となります。詳細につきましては、「ビジョン2030」

と共に「2226中期経営計画」を弊社ウェブサイト（https://www.hamai-net.com）に掲載しておりますので合わせてご

参照ください。

（５）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は業績に対応した配当を行うことを基本とし、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留

保の充実に留意しつつ、経営成績の状況を勘案して配当を行う所存であります。

　当期の配当におきましては、株主各位への安定的な成果配分と当期の業績とを考慮し、中間配当として１株当たり

10円をすでに実施しておりますが、当期の業績を勘案し、１株当たり20円を実施することを決定いたしました。なお、

詳細につきましては本日公表いたしました「剰余金の配当に関するお知らせ」をご覧ください。

内部留保資金は設備の合理化、省力化投資、研究開発活動の投資に活用し、事業の拡大に努めてまいります。

（６）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。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸

表を作成する方針であります。

　なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当連結会計年度
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,913,590 4,470,490

受取手形 1,195,857 1,270,574

売掛金 1,924,153 2,391,722

電子記録債権 304,620 442,400

有価証券 12,501 16,668

商品 2,871 4,395

製品 643,598 790,083

原材料 337,938 508,357

仕掛品 1,187,689 1,424,747

貯蔵品 52,342 56,907

前渡金 49,277 49,250

その他 127,413 32,131

貸倒引当金 △13,387 △6,100

流動資産合計 9,738,467 11,451,628

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,502,760 3,368,890

構築物（純額） 129,334 118,224

機械及び装置（純額） 948,105 1,054,383

車両運搬具（純額） 849 6,334

工具、器具及び備品（純額） 45,850 57,774

土地 329,313 330,159

リース資産（純額） 77,031 62,611

建設仮勘定 124,334 230,841

有形固定資産合計 5,157,579 5,229,221

無形固定資産

ソフトウエア 4,644 9,324

電話加入権 2,412 2,412

リース資産 1,087 644

借地権 360 360

無形固定資産合計 8,504 12,742
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当連結会計年度
(2022年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 2,920,213 2,592,437

関係会社株式 7,050 7,050

出資金 310 310

長期前払費用 2,671 7,264

会員権 2,439 2,439

保険積立金 384,608 388,461

その他 93,335 97,334

貸倒引当金 △40 △140

投資その他の資産合計 3,410,587 3,095,157

固定資産合計 8,576,671 8,337,120

資産合計 18,315,139 19,788,749
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当連結会計年度
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 167,848 184,354

買掛金 524,849 483,298

電子記録債務 1,809,280 2,301,227

未払金 171,302 301,086

未払法人税等 9,763 275,450

未払消費税等 - 91,890

未払費用 61,425 75,945

前受金 49,280 49,280

預り金 38,277 41,114

リース債務 35,955 31,423

賞与引当金 49,600 41,700

設備関係支払手形 1,288 7,172

その他 7,001 -

流動負債合計 2,925,870 3,883,942

固定負債

役員退職慰労引当金 124,725 140,225

退職給付に係る負債 650,728 649,121

長期預り保証金 696,369 696,369

リース債務 46,793 36,075

繰延税金負債 190,617 93,709

固定負債合計 1,709,233 1,615,500

負債合計 4,635,103 5,499,443

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 13,100,135

自己株式 △722,686 △722,686

株主資本合計 12,638,588 13,421,003

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,048,639 854,091

為替換算調整勘定 △7,192 14,209

その他の包括利益累計額合計 1,041,446 868,301

純資産合計 13,680,035 14,289,305

負債純資産合計 18,315,139 19,788,749
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2021年１月１日
　至 2021年12月31日)

当連結会計年度
(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

売上高

製品売上高 7,523,270 8,863,506

商品売上高 200,390 308,978

加工屑売上高 1,156,760 1,445,850

商品及び製品売上高合計 8,880,420 10,618,336

不動産賃貸収入 577,806 576,931

売上高合計 9,458,226 11,195,267

売上原価 7,844,035 8,952,852

売上総利益 1,614,191 2,242,415

販売費及び一般管理費

運賃 100,072 100,611

役員報酬 149,839 157,752

給料 254,095 257,828

賞与 68,046 67,398

賞与引当金繰入額 11,556 9,299

退職給付費用 5,562 10,648

役員退職慰労引当金繰入額 16,950 15,500

減価償却費 24,757 24,684

その他 472,592 501,831

販売費及び一般管理費合計 1,103,474 1,145,556

営業利益 510,716 1,096,858

営業外収益

受取利息 1,535 2,978

受取配当金 47,614 68,372

為替差益 18,476 53,775

雑収入 22,080 19,561

営業外収益合計 89,706 144,687

営業外費用

売上割引 3,001 ―

支払補償費 10,402 ―

雑損失 3,955 54

営業外費用合計 17,359 54

経常利益 583,064 1,241,492

特別利益

投資有価証券売却益 500 ―

固定資産売却益 ― 351

特別利益合計 500 351
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2021年１月１日
　至 2021年12月31日)

当連結会計年度
(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

特別損失

固定資産売却損 352 ―

固定資産除却損 152 669

特別損失合計 505 669

税金等調整前当期純利益 583,059 1,241,174

法人税、住民税及び事業税 86,567 302,994

法人税等調整額 63,023 △11,046

法人税等合計 149,590 291,947

当期純利益 433,468 949,226

非支配株主に帰属する当期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する当期純利益 433,468 949,226
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2021年１月１日
　至 2021年12月31日)

当連結会計年度
(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当期純利益 433,468 949,226

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 201,535 △194,547

為替換算調整勘定 3,165 21,402

その他の包括利益合計 204,700 △173,144

包括利益 638,169 776,081

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 638,169 776,081

非支配株主に係る包括利益 ― ―
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 395,307 648,247 12,051,062 △722,686 12,371,931

当期変動額

剰余金の配当 △166,810 △166,810

親会社株主に帰属す

る当期純利益
433,468 433,468

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

-

当期変動額合計 - - 266,657 - 266,657

当期末残高 395,307 648,247 12,317,719 △722,686 12,638,588

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券評価差

額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 847,103 △10,358 836,745 13,208,676

当期変動額

剰余金の配当 △166,810

親会社株主に帰属す

る当期純利益
433,468

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

201,535 3,165 204,700 204,700

当期変動額合計 201,535 3,165 204,700 471,358

当期末残高 1,048,639 △7,192 1,041,446 13,680,035
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当連結会計年度(自 2022年１月１日 至 2022年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 395,307 648,247 12,317,719 △722,686 12,638,588

当期変動額

剰余金の配当 △166,810 △166,810

親会社株主に帰属す

る当期純利益
949,226 949,226

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

-

当期変動額合計 - - 782,415 - 782,415

当期末残高 395,307 648,247 13,100,135 △722,686 13,421,003

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券評価差

額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 1,048,639 △7,192 1,041,446 13,680,035

当期変動額

剰余金の配当 △166,810

親会社株主に帰属す

る当期純利益
949,226

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△194,547 21,402 △173,144 △173,144

当期変動額合計 △194,547 21,402 △173,144 609,270

当期末残高 854,091 14,209 868,301 14,289,305
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2021年１月１日
　至 2021年12月31日)

当連結会計年度
(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 583,059 1,241,174

減価償却費 437,014 467,811

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28,960 △7,187

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,400 △7,900

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △35,262 △1,606

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △163,557 15,500

受取利息及び受取配当金 △49,149 △71,351

為替差損益（△は益） △1,830 △50,205

投資有価証券売却損益（△は益） △500 ―

固定資産売却損益（△は益） 352 △351

固定資産除却損 152 669

棚卸資産の増減額（△は増加） △260,870 △560,050

その他の営業外損益（△は益） 10,513 △3,853

売上債権の増減額（△は増加） △514,490 △680,066

仕入債務の増減額（△は減少） 814,006 466,902

前渡金の増減額（△は増加） △93 34

未払金の増減額（△は減少） 54,496 8,486

未払費用の増減額（△は減少） △203 14,520

未払又は未収消費税等の増減額 △224,905 171,325

預り金の増減額（△は減少） 550 2,836

売上割引料 3,001 ―

未収入金の増減額（△は増加） △23,325 16,685

その他 18,252 △1,609

小計 627,649 1,021,766

利息及び配当金の受取額 49,149 71,351

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △261,537 △22,156

売上割引料の支払額 △3,001 ―

営業活動によるキャッシュ・フロー 412,260 1,070,960

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 △347,480 △359,928

有形固定資産の売却による収入 110 463

無形固定資産の取得による支出 △390 △8,000

投資有価証券の取得による支出 △21,161 △22,279

投資有価証券の売却による収入 100,374 66,880

保険積立金の取崩による収入 57,901 ―

その他 17,955 625

投資活動によるキャッシュ・フロー △192,691 △322,239

　

株式会社ハマイ（6497）2022年12月期　決算短信

12



(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2021年１月１日
　至 2021年12月31日)

当連結会計年度
(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △41,154 △39,872

配当金の支払額 △166,810 △166,810

財務活動によるキャッシュ・フロー △207,965 △206,683

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,363 19,028

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,967 561,067

現金及び現金同等物の期首残高 3,911,124 3,926,092

現金及び現金同等物の期末残高 3,926,092 4,487,159
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（５）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。

(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。）

等を当連結会計年度の期首から適用し、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、当連結会計年度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、当連結会計年度の期首

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、当連結会計年度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、当連結会計年度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、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注

記については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。）等を当連結会計年度の期首から適用し、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、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)

(セグメント情報)

１ 報告セグメントの概要

　 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経

　営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　 当社グループは、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う製品・サービスについて国

　内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

　 従って、当社グループは事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「バルブ事

　業」及び「不動産賃貸事業」の２つを報告セグメントとしております。

　 各報告セグメントの主なサービスは、次のとおりであります。

名称 区分に属する主要な事業内容

バルブ事業
・精密機械機器の製造および販売
・各種弁類の製造および販売
・高圧ガス関連機器の製造および販売

不動産賃貸事業 ・不動産の賃貸

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

　る記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　 なお、セグメント間の内部売上高及び振替高はありません。

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注）１

連結財務諸表計上額
（注）２

バルブ事業 不動産賃貸事業 計

売上高

外部顧客への売上高 8,880,420 577,806 9,458,226 ― 9,458,226

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 8,880,420 577,806 9,458,226 ― 9,458,226

セグメント利益 122,212 388,504 510,716 ― 510,716

セグメント資産 15,750,495 2,085,681 17,836,176 478,962 18,315,139

その他の項目

減価償却費 320,216 116,797 437,014 ― 437,014

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

280,135 ― 280,135 ― 280,135

(注) １ セグメント資産の調整額は、全社資産に係るものであり、その内容は報告セグメントに帰属しない

　 投資資産であります。

(注) ２ セグメント利益は、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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当連結会計年度(自 2022年１月１日 至 2022年12月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注）１

連結財務諸表計上額
（注）２

バルブ事業 不動産賃貸事業 計

売上高

ＬＰＧ容器用バルブ 4,410,754 ― 4,410,754 ― 4,410,754

配管用バルブ 2,057,627 ― 2,057,627 ― 2,057,627

高圧ガスバルブ及び
ガス関連設備機器

2,666,976 ― 2,666,976 ― 2,666,976

商品 37,126 ― 37,126 ― 37,126

黄銅削り粉 1,445,850 ― 1,445,850 ― 1,445,850

不動産賃貸 ― 576,931 576,931 ― 576,931

顧客との契約から生じ
る収益

10,618,336 576,931 11,195,267 ― 11,195,267

外部顧客への売上高 10,618,336 576,931 11,195,267 ― 11,195,267

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 10,618,336 576,931 11,195,267 ― 11,195,267

セグメント利益 713,543 383,315 1,096,858 ― 1,096,858

セグメント資産 17,302,719 1,998,774 19,301,494 487,255 19,788,749

その他の項目

減価償却費 347,905 119,906 467,811 ― 467,811

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

480,780 33,000 513,780 ― 513,780

(注) １ セグメント資産の調整額は、全社資産に係るものであり、その内容は報告セグメントに帰属しない

　 投資資産であります。

(注) ２ セグメント利益は、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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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2021年１月１日
　至 2021年12月31日)

当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)

１株当たり純資産額 2,050円23銭 １株当たり純資産額 2,141円54銭

１株当たり当期純利益金額 64円96銭 １株当たり当期純利益金額 142円26銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が無いため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が無いため記載しておりません。

(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)

当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 433,468 949,226

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(千円)

433,468 949,226

普通株式の期中平均株式数(株) 6,672,434 6,672,434

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．その他

（１）役員の異動

①代表者の異動

　該当事項はありません。

②新任取締役候補（令和５年３月28日付予定）

氏名 新役職名 現役職名

横澤 直人 取締役 営業本部長 営業本部 次長

③その他の取締役候補の異動（令和５年３月28日付予定）

氏名 新役職名 現役職名

吉村 真介
専務取締役 管理本部長

兼 事業開発室長

常務取締役 管理本部長

兼 事業開発室長

渡辺 宏幸

常務取締役

グローバル市場開発室長 兼

㈱ハマイコリア代表理事

常務取締役 営業本部長

　

（２）その他

該当事項はありません。
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