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1. 2022年12月期の連結業績（2022年1月1日～2022年12月31日）

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年12月期 48,671 8.5 15,389 11.9 17,646 26.5 12,471 23.4

2021年12月期 44,857 35.7 13,750 61.0 13,951 61.7 10,102 56.5

（注）包括利益 2022年12月期　　14,165百万円 （33.9％） 2021年12月期　　10,577百万円 （63.8％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後

1株当たり当期純利益
自己資本

当期純利益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2022年12月期 145.48 145.11 14.4 18.0 31.6

2021年12月期 116.73 116.47 12.7 15.8 30.7

（参考） 持分法投資損益 2022年12月期 812百万円 2021年12月期 284百万円

(2) 連結財政状態

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

2022年12月期 102,154 91,022 88.8 1,065.57

2021年12月期 94,460 82,919 87.5 959.59

（参考） 自己資本 2022年12月期 90,737百万円 2021年12月期 82,683百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2022年12月期 7,764 △6,314 △6,107 31,648

2021年12月期 11,970 △4,146 △3,973 34,887

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産
配当率
（連結）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 百万円 ％ ％

2021年12月期 ― 17.00 ― 20.00 37.00 3,196 31.7 4.0

2022年12月期 ― 22.00 ― 24.00 46.00 3,928 31.6 4.5

2023年12月期(予想) ― 24.00 ― 24.00 48.00 37.2

2021年12月期第２四半期末配当金の内訳　普通配当15円00銭　特別配当２円00銭

2021年12月期期末配当金の内訳　普通配当18円00銭　特別配当２円00銭

3. 2023年12月期の連結業績予想（2023年 1月 1日～2023年12月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) 25,556 4.5 7,616 △6.3 7,892 △16.8 5,461 △19.1 64.14

通期 52,272 7.4 15,070 △2.1 15,836 △10.3 10,976 △12.0 128.91



※ 注記事項

(1) 期中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

新規 1 社 （社名） Nakanishi GmbH 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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 　：　無

④ 修正再表示 　：　無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年12月期 94,259,400 株 2021年12月期 94,259,400 株

② 期末自己株式数 2022年12月期 9,105,053 株 2021年12月期 8,094,386 株

③ 期中平均株式数 2022年12月期 85,729,735 株 2021年12月期 86,546,716 株

（参考）個別業績の概要

2022年12月期の個別業績（2022年1月1日～2022年12月31日）

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年12月期 34,446 4.7 10,768 12.0 15,664 59.6 11,764 63.8

2021年12月期 32,898 30.0 9,612 45.2 9,813 49.5 7,181 52.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後

1株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

2022年12月期 137.22 136.88

2021年12月期 82.97 82.79

(2) 個別財政状態

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

2022年12月期 77,070 69,857 90.3 817.09

2021年12月期 71,648 64,595 89.8 746.98

（参考） 自己資本 2022年12月期 69,578百万円 2021年12月期 64,363百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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当たってのご注意事項等については、添付資料P.3「１．当期の経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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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世界経済は、コロナ禍後の急速な景気回復に伴う需要の増加による物価の上昇や、ロシ

アのウクライナ侵攻によるエネルギー供給の不安などにより、将来の不確実性は増しております。

　一方、国内においては、原材料価格の上昇や部品の調達難等により、回復は鈍化しております。

　このような事業環境の中、３つの事業全て増収となり、また、営業利益も増益となりました。

　この結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は、48,671,452千円（前年同期比8.5％増）、営業利益は、

15,389,229千円（前年同期比11.9％増）、経常利益は、17,646,562千円（前年同期比26.5％増）、親会社株主に帰

属する当期純利益は、12,471,540千円（前年同期比23.4％増）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。

　なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前連結会計年度比較につい

ては、前連結会計年度の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較分析しております。

（歯科事業）

　歯科事業の売上高については、国内において、前年同期の歯科医院への政府の感染防止対策給付金の交付の影響

による需要の増加による反動により減収となり、また、アジアにおいても前年並みとなりましたが、北米及び欧州

で増収となり、前年同期に比べて増収となりました。利益面についても、前年同期に比べて増益となりました。

　この結果、売上高は、40,926,711千円（前年同期比7.0％増）、セグメント利益は、17,024,344千円（前年同期

比9.4％増）となりました。

（外科事業）

　外科事業の売上高については、アジアで減収となり、欧州で前年並みとなりましたが、国内及び北米で増収とな

り、前年同期に比べて増収となりました。利益面についても、前年同期に比べて増益となりました。

　この結果、売上高は、3,160,058千円（前年同期比14.4％増）、セグメント利益は、1,571,575千円（前年同期比

20.6％増）となりました。

（機工事業）

　機工事業の売上高については、アジアで減収となりましたが、国内、北米及び欧州は増収となり、前年同期に比

べて増収となりました。利益面についても、前年同期に比べて増益となりました。

　この結果、売上高は、4,584,682千円（前年同期比19.4％増）、セグメント利益は、1,683,337千円（前年同期比

22.2％増）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総資産の残高は、102,154,460千円で、前連結会計年度末に比べ7,693,540千円増加いたしま

した。主な要因は、建物及び構築物が2,680,039千円及びのれんが2,587,780千円増加したこと等によるものです。

　負債の残高は、11,131,804千円で、前連結会計年度末に比べ409,642千円減少いたしました。主な要因は、流動

負債のその他が1,604,109千円減少した一方で買掛金が526,217千円増加したこと等によるものです。

　純資産の残高は、91,022,656千円で、前連結会計年度末に比べ8,103,182千円増加いたしました。主な要因は、

自己株式が増加したことにより2,500,140千円減少した一方で、利益剰余金が8,863,157千円増加したこと等による

ものです。
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2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期

 自己資本比率 91.4 93.2 92.3 87.5 88.8

 時価ベースの自己資本比率 220.9 232.7 238.0 193.2 213.2

 キャッシュ・フロー対有利子

 負債比率
0.01 0.01 0.01 0.01 0.06

 インタレスト・カバレッジ・

 レシオ
3,557.29 806.87 2,409.02 3,538.64 2,811.32

金額 前期比（%）

売上高 52,272百万円 7.4

営業利益 15,070百万円 △2.1

経常利益 15,836百万円 △10.3

親会社株主に帰属する当期純利益 10,976百万円 △12.0

（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の残高（以下、「資金」という。）は、31,648,571千円で、前連

結会計年度末に比べ3,239,245千円減少いたしました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、7,764,417千円の収入（前年同期は11,970,529千円の収入）となりまし

た。これは主として、税金等調整前当期純利益17,297,208千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5,328,953千円により資金を支出したこと等によるものであります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、6,314,202千円の支出（前年同期は4,146,968千円の支出）となりまし

た。主な支出は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出3,606,745千円及び有形固定資産の取得に

よる支出3,469,529千円等であります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、6,107,521千円の支出（前年同期は3,973,487千円の支出）となりまし

た。主な支出は、配当金の支払額3,607,380千円及び自己株式の取得2,500,140千円であります。

　(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

（注）上記各指標の算式は次のとおりです。

自己資本比率：自己資本/総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。

３．キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

にしております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

す。

（４）今後の見通し

　今後の見通しにつきましては、物価の高騰や半導体部品の不足等により、一層不透明な経営環境が続くと予想さ

れます。

　このような経営環境の中で、当社グループは、国内外の経済動向を注視しつつ、グローバルな競争に負けない体

制をより一層強固なものにしてまいります。

　なお、2023年12月期の為替レートにつきましては、１米ドル125円、１ユーロ135円の想定の下、業績予想を見込

んでおります。

　2023年12月期の連結業績予想は、以下のとおりであります。
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２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは日本基準を適用しております。

　なお、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ)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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（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 35,984,340 34,992,939

受取手形及び売掛金 5,348,771 －

受取手形 － 89,402

売掛金 － 6,017,059

有価証券 1,422,099 1,186,445

金銭の信託 4,341,163 2,014,230

商品及び製品 5,822,666 7,167,378

仕掛品 3,286,853 4,799,134

原材料及び貯蔵品 2,623,642 4,317,667

その他 1,382,650 2,056,477

貸倒引当金 △60,452 △91,139

流動資産合計 60,151,734 62,549,596

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 15,431,241 18,111,280

機械装置及び運搬具 7,486,174 9,359,239

工具、器具及び備品 5,205,578 5,707,895

土地 2,033,155 2,205,232

建設仮勘定 962,539 720,395

減価償却累計額 △15,825,871 △18,475,536

有形固定資産合計 15,292,817 17,628,506

無形固定資産

ソフトウエア 377,341 704,589

ソフトウエア仮勘定 320,598 273,378

のれん 108,442 2,696,223

その他 538,570 398,977

無形固定資産合計 1,344,953 4,073,168

投資その他の資産

投資有価証券 8,692,157 6,853,855

関係会社株式 4,866,102 6,055,110

保険積立金 2,122,292 1,843,468

退職給付に係る資産 － 7,152

繰延税金資産 940,349 1,923,315

その他 1,051,965 1,221,819

貸倒引当金 △1,452 △1,532

投資その他の資産合計 17,671,414 17,903,188

固定資産合計 34,309,185 39,604,863

資産合計 94,460,919 102,154,460

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表
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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

買掛金 1,009,312 1,535,530

短期借入金 100,000 100,000

１年内返済予定の長期借入金 － 21,843

未払法人税等 2,529,830 2,764,786

賞与引当金 909,596 983,394

その他 6,045,854 4,441,744

流動負債合計 10,594,594 9,847,300

固定負債

長期借入金 － 358,957

退職給付に係る負債 342,260 162,065

繰延税金負債 412,271 579,708

その他 192,319 183,772

固定負債合計 946,851 1,284,503

負債合計 11,541,446 11,131,804

純資産の部

株主資本

資本金 867,948 867,948

資本剰余金 1,180,482 1,180,482

利益剰余金 84,765,333 93,628,490

自己株式 △6,793,803 △9,293,944

株主資本合計 80,019,961 86,382,977

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,843,974 1,403,982

為替換算調整勘定 819,197 2,950,583

その他の包括利益累計額合計 2,663,172 4,354,565

新株予約権 232,552 278,685

非支配株主持分 3,786 6,427

純資産合計 82,919,473 91,022,656

負債純資産合計 94,460,919 102,154,460
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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)

売上高 44,857,730 48,671,452

売上原価 17,562,599 17,449,753

売上総利益 27,295,131 31,221,698

販売費及び一般管理費 13,544,697 15,832,469

営業利益 13,750,434 15,389,229

営業外収益

受取利息 79,082 102,448

受取配当金 46,278 638,780

金銭の信託運用益 160,465 －

保険解約返戻金 － 226,120

補助金収入 32,133 35,927

持分法による投資利益 284,155 812,454

為替差益 － 610,939

雑収入 154,114 202,941

営業外収益合計 756,230 2,629,610

営業外費用

支払利息 3,382 2,761

金銭の信託運用損 － 282,091

支払手数料 9,829 13,757

為替差損 496,460 －

雑損失 45,324 73,667

営業外費用合計 554,997 372,277

経常利益 13,951,666 17,646,562

特別利益

固定資産売却益 － 70,157

投資有価証券売却益 17,087 －

特別利益合計 17,087 70,157

特別損失

固定資産売却損 － 40,653

固定資産除却損 31,124 4,189

減損損失 － 374,668

特別損失合計 31,124 419,511

税金等調整前当期純利益 13,937,629 17,297,208

法人税、住民税及び事業税 4,439,352 5,494,590

法人税等調整額 △605,668 △670,669

法人税等合計 3,833,684 4,823,920

当期純利益 10,103,944 12,473,287

非支配株主に帰属する当期純利益 1,335 1,747

親会社株主に帰属する当期純利益 10,102,609 12,471,540

（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
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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)

当期純利益 10,103,944 12,473,287

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △440,192 △439,991

為替換算調整勘定 913,888 2,132,278

その他の包括利益合計 473,696 1,692,286

包括利益 10,577,641 14,165,574

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 10,576,209 14,162,934

非支配株主に係る包括利益 1,431 2,640

連結包括利益計算書
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（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 867,948 1,180,482 77,435,739 △5,593,711 73,890,460

当期変動額

剰余金の配当 △2,773,015 △2,773,015

親会社株主に帰属する当期
純利益

10,102,609 10,102,609

自己株式の取得 △1,200,092 △1,200,092

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 7,329,593 △1,200,092 6,129,501

当期末残高 867,948 1,180,482 84,765,333 △6,793,803 80,019,961

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 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 2,284,166 △94,595 2,189,571 189,688 2,355 76,272,075

当期変動額

剰余金の配当 △2,773,015

親会社株主に帰属する当期
純利益

10,102,609

自己株式の取得 △1,200,092

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△440,192 913,792 473,600 42,864 1,431 517,896

当期変動額合計 △440,192 913,792 473,600 42,864 1,431 6,647,397

当期末残高 1,843,974 819,197 2,663,172 232,552 3,786 82,919,473

（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）
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（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 867,948 1,180,482 84,765,333 △6,793,803 80,019,961

当期変動額

剰余金の配当 △3,608,383 △3,608,383

親会社株主に帰属する当期
純利益

12,471,540 12,471,540

自己株式の取得 △2,500,140 △2,500,140

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 8,863,157 △2,500,140 6,363,016

当期末残高 867,948 1,180,482 93,628,490 △9,293,944 86,382,977

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 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 1,843,974 819,197 2,663,172 232,552 3,786 82,919,473

当期変動額

剰余金の配当 △3,608,383

親会社株主に帰属する当期
純利益

12,471,540

自己株式の取得 △2,500,140

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△439,991 2,131,385 1,691,393 46,132 2,640 1,740,165

当期変動額合計 △439,991 2,131,385 1,691,393 46,132 2,640 8,103,182

当期末残高 1,403,982 2,950,583 4,354,565 278,685 6,427 91,022,656

当連結会計年度（自　2022年１月１日　至　2022年12月31日）
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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)

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 13,937,629 17,297,208

減価償却費 1,807,907 2,049,311

減損損失 － 374,668

のれん償却額 54,561 55,115

貸倒引当金の増減額（△は減少） △33,477 22,810

賞与引当金の増減額（△は減少） 524,596 73,798

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 25,317 △197,708

受取利息及び受取配当金 △125,361 △741,228

支払利息 3,382 2,761

持分法による投資損益（△は益） △284,155 △812,454

金銭の信託運用損益（△は益） △160,465 282,091

投資有価証券売却損益（△は益） △17,087 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △29,504

有形固定資産除却損 31,124 4,189

補助金収入 △32,133 △35,927

売上債権の増減額（△は増加） △2,404 △89,177

棚卸資産の増減額（△は増加） △837,027 △3,665,855

仕入債務の増減額（△は減少） △70,825 134,345

為替差損益（△は益） △1,125,915 △1,626,574

その他 1,631,950 △1,326,730

小計 15,327,616 11,771,140

利息及び配当金の受取額 220,063 1,289,065

利息の支払額 △3,382 △2,761

法人税等の支払額 △3,605,900 △5,328,953

補助金の受取額 32,133 35,927

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,970,529 7,764,417

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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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)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入 700,000 －

有形固定資産の取得による支出 △1,768,897 △3,469,529

有形固定資産の売却による収入 － 69,035

無形固定資産の取得による支出 △582,958 △514,712

投資有価証券の取得による支出 △4,341,680 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 945,291 2,461,769

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
－ △3,606,745

関係会社株式の取得による支出 － △1,662,206

定期預金の預入による支出 △4,369,139 △7,593,927

定期預金の払戻による収入 5,602,868 5,376,039

保険積立金の積立による支出 △38,810 △14,233

保険積立金の解約による収入 98,226 523,136

長期貸付けによる支出 － △96,900

金銭の信託の解約による収入 － 2,212,410

その他 △391,867 1,660

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,146,968 △6,314,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △1,200,092 △2,500,140

配当金の支払額 △2,773,394 △3,607,380

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,973,487 △6,107,521

現金及び現金同等物に係る換算差額 992,971 1,418,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,843,045 △3,239,245

現金及び現金同等物の期首残高 30,044,771 34,887,816

現金及び現金同等物の期末残高 34,887,816 31,648,571
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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いたしました。

　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。

　これにより、販売奨励金等の顧客に支払われる対価は、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によ

っておりましたが、売上高から減額する方法に変更しております。

　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。

　また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、

当連結会計年度より「受取手形」及び「売掛金」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2

項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりませ

ん。

　この結果、当連結会計年度の売上高は140,515千円減少し、販売費及び一般管理費は140,515千円減少しており

ますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期

首残高に対する影響もありません。

　当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書及び1株当たり情報に与える影響はありません。

（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。これによる連結財務諸表に与える影響はあ

りません。

- 13 -

株式会社ナカニシ（7716） 2022年12月期 決算短信



報告セグメント 主要製品

歯科事業
治療用ハンドピース、技工用マイクロモーター＆ハンドピース、口腔外科用ハンドピース、

滅菌器、部品その他

外科事業 医療用マイクロモーター＆ハンドピース、部品その他

機工事業 手作業用グラインダー、機械装着用モーター＆スピンドル、部品、商品（先端工具）

（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

(1)報告セグメントの決定方法

　当社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

資源の配分の決定およ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、製品の種類、販売市場等の類似性を基に「歯科事業」、「外科事業」及び「機工事業」の

３つを報告セグメントとしております。

各報告セグメントに属する主要製品

(2)報告セグメントの変更等に関する事項

　従来「歯科製品関連事業」に含まれていた「外科事業」について金額的な重要性が増したため報告セグメン

トとして記載する方法に変更しております。

　また、従来「その他事業」としていた修理事業を、「歯科事業」、「機工事業」及び「外科事業」のそれぞ

れの該当する事業に含める方法に変更しております。

　上記セグメント区分の変更は第１四半期連結会計期間より実施しておりますが、第１四半期連結会計期間に

おいて「歯科製品関連事業」、「工業製品関連事業」及び「サージカル製品関連事業」としていたセグメント

名称を、第２四半期連結会計期間においてそれぞれ「歯科事業」、「機工事業」、「外科事業」に変更してお

ります。

　なお、前連結会計年度のセグメント情報については変更後の区分及び名称により作成したものを記載して

おります。

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、連結財務諸表作成において採用している会計処理と同

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。

　（会計方針の変更）に記載のとおり、当連結会計年度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います。当

該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の「歯科事業」の売上高が140,515千円減少しています。

なお、セグメント利益に与える影響はありません。
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（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歯科事業 外科事業 機工事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 38,257,258 2,761,146 3,839,325 44,857,730 － 44,857,730

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 38,257,258 2,761,146 3,839,325 44,857,730 － 44,857,730

セグメント利益 15,556,444 1,303,566 1,377,490 18,237,501 △4,487,067 13,750,434

セグメント資産 25,735,680 2,159,234 3,294,057 31,188,971 63,271,947 94,460,919

その他の項目

減価償却費 1,008,556 166,630 189,134 1,364,321 443,585 1,807,907

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額
1,471,807 199,020 228,680 1,899,508 516,451 2,415,959

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）

（注）１．調整額は、以下の通りであります。

(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）セグメント資産の調整額は、報告セグメントに含まれない有価証券、投資等であります。

(3）その他の項目の減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに属しない本社の建物の償却費であります。

(4）その他の項目の固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに属しない本社の建物の設備投資額で

あります。

２．セグメント利益は連結財務諸表の営業利益との調整を行っております。
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（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歯科事業 外科事業 機工事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 40,926,711 3,160,058 4,584,682 48,671,452 － 48,671,452

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 40,926,711 3,160,058 4,584,682 48,671,452 － 48,671,452

セグメント利益 17,024,344 1,571,575 1,683,337 20,279,257 △4,890,028 15,389,229

セグメント資産 28,841,937 2,742,342 8,830,713 40,414,993 61,739,466 102,154,460

その他の項目

減価償却費 1,171,501 178,959 208,837 1,559,298 490,013 2,049,311

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額
2,179,699 389,777 464,074 3,033,550 1,024,751 4,058,302

当連結会計年度（自　2022年１月１日　至　2022年12月31日）

（注）１．調整額は、以下の通りであります。

(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）セグメント資産の調整額は、報告セグメントに含まれない有価証券、投資等であります。

(3）その他の項目の減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに属しない本社の建物の償却費であります。

(4）その他の項目の固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに属しない本社の建物の設備投資額で

あります。

２．セグメント利益は連結財務諸表の営業利益との調整を行っております。
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（単位：千円）

日本 北アメリカ アジア ヨーロッパ その他 合計

9,439,242 8,284,056 7,180,712 14,010,409 5,943,309 44,857,730

（単位：千円）

日本 北アメリカ アジア ヨーロッパ その他 合計

12,928,708 751,381 30,914 1,498,868 82,944 15,292,817

（単位：千円）

日本 北アメリカ アジア ヨーロッパ その他 合計

8,891,253 10,620,165 7,091,617 15,432,228 6,636,188 48,671,452

（単位：千円）

日本 北アメリカ アジア ヨーロッパ その他 合計

14,424,473 928,147 14,223 2,175,557 86,104 17,628,506

【関連情報】

前連結会計年度（自　2021年１月１日　至　2021年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

（注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2）有形固定資産

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

当連結会計年度（自　2022年１月１日　至　2022年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

（注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2）有形固定資産

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
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（単位：千円）

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

歯科事業 外科事業 機工事業 合計

当期償却額 54,561 － － 54,561 － － 54,561

当期末残高 108,442 － － 108,442 － － 108,442

（単位：千円）

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

歯科事業 外科事業 機工事業 合計

当期償却額 55,115 － － 55,115 － － 55,115

当期末残高 53,966 － 2,642,257 2,696,223 － － 2,696,223

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　2021年１月１日　至　2021年12月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　2022年１月１日　至　2022年12月31日）

　「歯科事業」セグメントにおいて218,674千円、「外科事業」セグメントにおいて38,182千円、「機工事業」セグ

メントにおいて38,182千円、報告セグメントに配分していない全社資産において79,628千円、それぞれ固定資産の

減損損失を計上しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　2021年１月１日　至　2021年12月31日）

当連結会計年度（自　2022年１月１日　至　2022年12月31日）

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。
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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 959円59銭 1,065円57銭

１株当たり当期純利益 116円73銭 145円48銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 116円47銭 145円11銭

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

親会社株主に帰属する当期純利益 10,102,609千円 12,471,540千円

普通株主に帰属しない金額 －千円 －千円

普通株式に係る親会社株主に帰属する当

期純利益
10,102,609千円 12,471,540千円

期中平均株式数 86,546,716株 85,729,735株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益調整額 －千円 －千円

普通株式増加数 193,293株 215,603株

（うち新株予約権） （193,293株） （215,603株）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含まれな

かった潜在株式の概要

－

（１株当たり情報）

（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

（自己株式の取得）

　当社は2023年２月９日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条第１項の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議いたしました。

１．自己株式の取得を行なう理由

　株主への一層の利益還元及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。

２．取得に係る事項の内容

①　取得する株式の種類

　　当社普通株式

②　取得する株式の総数

　　240,000株（上限）

③　取得する期間

　　2023年２月14日から2023年３月31日まで

④　取得価額の総額

　　500,000,000円（上限）

⑤　取得の方法

　　東京証券取引所における市場買付
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