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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年12月期第2四半期 12,578 5.3 3,733 △3.0 3,984 △1.1 2,314 △5.5
24年12月期第2四半期 11,946 6.0 3,850 3.8 4,026 3.8 2,450 △8.5

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 3,125百万円 （23.6％） 24年12月期第2四半期 2,528百万円 （△14.4％）

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2四半期 392.99 392.69
24年12月期第2四半期 409.09 408.88

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第2四半期 46,312 41,384 88.9
24年12月期 42,869 38,830 90.2
（参考） 自己資本 25年12月期第2四半期 41,159百万円 24年12月期 38,649百万円

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 ― 0.00 ― 100.00 100.00
25年12月期 ― 0.00
25年12月期（予想） ― 120.00 120.00

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

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 25,316 12.1 7,787 16.9 8,098 15.1 5,000 15.2 836.66



(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

 （注）詳細は、添付資料P.４ 「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧下さい。

(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は終了していません。

※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
の業績等は様々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 ―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 ： 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2Q 6,283,960 株 24年12月期 6,283,960 株
② 期末自己株式数 25年12月期2Q 393,494 株 24年12月期 393,494 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期2Q 5,890,466 株 24年12月期2Q 5,989,550 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府による景気対策の期待感などから円高及び

デフレからの脱却の兆しが見られましたが、欧州の債務危機、領土問題に端を発した近隣諸国との関係

は依然として厳しい状況が続いており、先行き不透明な状況で推移しました。 

このような環境の中、当社グループは、北米における販売網再構築の効果が徐々に出てきたこと、経

済環境の厳しい欧州が比較的堅調に推移したことに加え、高い海外売上比率から円安の恩恵を受けまし

た。一方、前年の工業製品関連事業における大幅な売上増をもたらした特需は終了しました。この結

果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、12,578,104千円（前年同期比5.3％増）、

営業利益は、3,733,797千円（前年同期比3.0％減）、経常利益は、3,984,396千円（前年同期比1.1％

減）、四半期純利益は、2,314,887千円（前年同期比5.5％減）となりました。                  

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

（歯科製品関連事業） 

 当社グループの主要市場である欧州の売上は堅調に推移し、北米におきましては販売網再構築の効

果が徐々に現れ始めました。この結果、売上高は、10,920,160千円（前年同期比17.2％増）、セグメン

ト利益は、4,625,521千円（前年同期比15.5％増）となりました。 

  

（工業製品関連事業） 

 前第２四半期連結累計期間におきまして、売上に大きく貢献いたしましたスマートフォン等の部品加

工用として機械装着用スピンドルの売上は平常に戻りました。この結果、売上高は、1,252,472千円

（前年同期比44.3％減）、セグメント利益は、424,220千円（前年同期比54.6％減）となりました。 

  

（その他事業） 

 修理等サービスにおきまして、売上高は、405,472千円（前年同期比6.3％増）、セグメント利益は、

75,322千円（前年同期比27.1％減）となりました。 

  

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
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   ①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ3,443,266千円増加し、

46,312,891千円となりました。これは、現金及び預金が104,984千円減少した一方で、投資有価証券

が1,703,980千円、受取手形及び売掛金が743,448千円増加したこと等によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ888,907千円増加し、4,928,209千円となりました。退職給付引当

金が22,155千円減少した一方で、その他流動負債が593,637千円、買掛金が229,524千円増加したこと

等によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ2,554,358千円増加し、41,384,681千円となりました。利益剰

余金が1,725,841千円、為替換算調整勘定が722,877千円増加したこと等によるものであります。 

  

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ

364,808千円増加し、10,804,467千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は、2,087,458千円（前年同四半期は2,537,926千円の獲得）となりま

した。これは主として、税金等調整前四半期純利益3,564,097千円の計上により資金が増加した一方

で、法人税等の支払額1,430,676千円により資金を使用したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、1,427,075千円（前年同四半期は1,569,159千円の使用）となりま

した。これは主として、投資有価証券の取得に資金を使用したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、587,250千円（前年同四半期は654,838千円の使用）となりまし

た。これは主として、配当金の支払588,942千円を実施したことによるものであります。 

  

通期の業績予想につきましては、平成25年８月１日に修正を公表しております。 

詳細は、平成25年８月１日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

  

  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

 ②キャッシュ・フローの状況

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

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） 

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方法に変更しております。 

なお、当該変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であり

ます。  

  

  

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
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,977,151 14,872,166

受取手形及び売掛金 3,192,196 3,935,645

有価証券 1,663,841 1,921,125

金銭の信託 2,612,294 2,770,901

商品及び製品 2,642,943 2,766,925

仕掛品 1,940,276 1,649,243

原材料及び貯蔵品 1,704,108 1,712,908

繰延税金資産 598,248 742,042

その他 658,522 1,439,637

貸倒引当金 △49,376 △53,340

流動資産合計 29,940,205 31,757,253

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,464,863 4,585,575

機械装置及び運搬具 2,626,359 2,731,510

工具、器具及び備品 2,286,700 2,402,973

土地 1,274,908 1,348,504

建設仮勘定 72,516 226,333

減価償却累計額 △6,124,342 △6,439,934

有形固定資産合計 4,601,006 4,854,964

無形固定資産   

ソフトウエア 266,964 283,688

ソフトウエア仮勘定 36,520 －

のれん 22,301 17,841

その他 5,667 4,249

無形固定資産合計 331,453 305,779

投資その他の資産   

投資有価証券 4,844,337 6,548,317

関係会社株式 403,877 160,462

保険積立金 2,035,778 2,042,519

繰延税金資産 307,919 407,677

その他 407,141 388,010

貸倒引当金 △2,094 △152,094

投資その他の資産合計 7,996,960 9,394,893

固定資産合計 12,929,419 14,555,637

資産合計 42,869,624 46,312,891
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 362,755 592,280

短期借入金 104,361 102,179

未払法人税等 1,248,359 1,325,607

その他 1,907,281 2,500,919

流動負債合計 3,622,758 4,520,986

固定負債   

長期借入金 － 6,638

繰延税金負債 44,675 50,872

退職給付引当金 231,068 208,913

その他 140,800 140,800

固定負債合計 416,544 407,223

負債合計 4,039,302 4,928,209

純資産の部   

株主資本   

資本金 867,948 867,948

資本剰余金 1,163,548 1,163,548

利益剰余金 40,216,981 41,942,823

自己株式 △3,296,195 △3,296,195

株主資本合計 38,952,283 40,678,125

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 153,852 215,557

為替換算調整勘定 △456,962 265,914

その他の包括利益累計額合計 △303,109 481,471

新株予約権 28,369 45,976

少数株主持分 152,779 179,107

純資産合計 38,830,322 41,384,681

負債純資産合計 42,869,624 46,312,891
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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 平成24年１月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 11,946,484 12,578,104

売上原価 4,754,888 5,015,745

売上総利益 7,191,595 7,562,359

販売費及び一般管理費 3,341,451 3,828,562

営業利益 3,850,143 3,733,797

営業外収益   

受取利息 31,414 56,099

受取配当金 7,131 6,781

為替差益 50,198 6,408

金銭の信託運用益 61,615 158,606

雑収入 33,021 24,867

営業外収益合計 183,380 252,763

営業外費用   

支払利息 731 552

雑損失 5,817 1,611

営業外費用合計 6,549 2,163

経常利益 4,026,975 3,984,396

特別利益   

固定資産売却益 139 807

投資有価証券売却益 7,580 －

生命保険解約差益 991 －

特別利益合計 8,711 807

特別損失   

固定資産売却損 52 1,014

固定資産除却損 1,092 271

投資有価証券売却損 2,990 12,930

関係会社株式評価損 － 256,890

貸倒引当金繰入額 － 150,000

特別損失合計 4,134 421,106

税金等調整前四半期純利益 4,031,552 3,564,097

法人税、住民税及び事業税 1,561,019 1,491,489

法人税等調整額 386 △267,502

法人税等合計 1,561,406 1,223,987

少数株主損益調整前四半期純利益 2,470,145 2,340,109

少数株主利益 19,894 25,221

四半期純利益 2,450,250 2,314,887
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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 平成24年１月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,470,145 2,340,109

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 119,919 61,704

為替換算調整勘定 △61,909 723,983

その他の包括利益合計 58,009 785,688

四半期包括利益 2,528,155 3,125,798

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,508,483 3,099,469

少数株主に係る四半期包括利益 19,672 26,328
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 

 至 平成25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 4,031,552 3,564,097

減価償却費 381,339 358,873

のれん償却額 18,623 4,460

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,615 148,536

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,513 △22,155

受取利息及び受取配当金 △38,545 △62,880

支払利息 731 552

保険解約損益（△は益） △991 －

固定資産除却損 1,092 271

固定資産売却益 △139 △807

投資有価証券売却損益（△は益） △4,590 12,930

金銭の信託運用益 △61,615 △158,606

関係会社株式評価損 － 256,890

売上債権の増減額（△は増加） 235,447 △584,225

たな卸資産の増減額（△は増加） △243,406 359,075

仕入債務の増減額（△は減少） 54,338 △20,032

為替差損益（△は益） △144,745 △188,301

その他 △169,746 △198,038

小計 4,028,214 3,470,640

利息及び配当金の受取額 32,750 48,040

利息の支払額 △726 △545

法人税等の支払額 △1,522,311 △1,430,676

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,537,926 2,087,458

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △1,155,480 △500,000

有価証券の売却及び償還による収入 1,362,380 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △203,544 △366,999

無形固定資産の取得による支出 △36,589 △32,737

投資有価証券の取得による支出 － △1,500,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 285,040 180,140

非連結子会社株式追加取得による支出 △7,985 －

定期預金の預入による支出 △6,074,350 △4,902,360

定期預金の払戻による収入 5,032,764 4,653,768

保険積立金の積立による支出 △716,566 △6,741

保険積立金の解約による収入 74,514 －

その他 △129,342 47,853

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,569,159 △1,427,075

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 8,694

長期借入金の返済による支出 △4,576 △7,002

自己株式の取得による支出 △51,747 －

配当金の支払額 △598,514 △588,942

財務活動によるキャッシュ・フロー △654,838 △587,250

現金及び現金同等物に係る換算差額 79,051 291,675

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 392,979 364,808

現金及び現金同等物の期首残高 8,190,080 10,439,658

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,583,060 10,804,467
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年６月30日) 

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 セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び試験研究費であります。 

   ２  セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益との調整を行っております。 

  

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成25年１月１日  至  平成25年６月30日) 

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 セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び試験研究費であります。 

   ２  セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益との調整を行っております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

(単位：千円)

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歯科製品関連 工業製品関連 その他 合計

売上高

 外部顧客への売上高 9,318,482 2,246,650 381,351 11,946,484 ― 11,946,484

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 9,318,482 2,246,650 381,351 11,946,484 ― 11,946,484

セグメント利益 4,006,384 934,411 103,299 5,044,096 (1,193,952) 3,850,143

(単位：千円)

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

歯科製品関連 工業製品関連 その他 合計

売上高

 外部顧客への売上高 10,920,160 1,252,472 405,472 12,578,104 ― 12,578,104

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 10,920,160 1,252,472 405,472 12,578,104 ― 12,578,104

セグメント利益 4,625,521 424,220 75,322 5,125,064 (1,391,267) 3,733,797

株式会社ナカニシ(7716)平成25年12月期　第２四半期決算短信

-10-



  

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。  

  

(DENTAL X S.p.A株式の取得）  

当社は平成25年５月31日開催の取締役会において、DENTAL X S.p.A株式を取得し、子会社化すること

を決議しました。その後、平成25年７月１日に当該株式の取得が完了し、同社は当社の子会社となりま

した。  

対象企業DENTAL X S.p.Aは欧州を中心に世界で滅菌機(オートクレーブ)の製造・販売を手掛けてお

り、関連する技術と販路を持っております。当社の販路、ブランドと、対象企業の技術、販路、そして

相互補完関係にある製品シナジーを活用することにより基幹事業をより強化し、事業拡大に寄与するも

のと考えております。 

  

１．被取得企業の名称、所在地、事業内容及び資本金 

(1)被取得企業の名称：DENTAL X S.p.A  

(2)所在地：Via Marzotto 11, 36031 Dueville Vicenza Italy 

(3)事業内容：オートクレーブの設計・開発・製造・販売・保守  

(4)資本金 : 1,000,000€ 

２．企業結合日 

平成25年７月１日 

３．企業結合の法的形式 

現金を対価とする株式取得 

４. 取得した議決権比率 

80％ 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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