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1. 2021年12月期の連結業績（2021年1月1日～2021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 ％

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

2020年12月期 33,055 △6.7 8,542 △8.1 8,627 △12.3 6,455 △9.1

（注）包括利益 2021年12月期　　10,577百万円 （63.8％） 2020年12月期　　6,459百万円 （△20.3％）

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 ％ ％ ％

2021年12月期 116.73 116.47 12.7 15.8 30.7

2020年12月期 74.49 74.34 8.7 10.8 25.8

（参考） 持分法投資損益 2021年12月期 284百万円 2020年12月期 △17百万円

(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

2021年12月期 94,460 82,919 87.5 959.59

2020年12月期 82,470 76,272 92.3 877.95

（参考） 自己資本 2021年12月期 82,683百万円 2020年12月期 76,080百万円

(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

2021年12月期 11,970 △4,146 △3,973 34,887

2020年12月期 9,183 △1,380 △2,685 30,044

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 ％ ％

2020年12月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 2,599 40.3 3.5

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

2022年12月期(予想) ― 20.00 ― 20.00 40.00 44.0

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. 2022年12月期の連結業績予想（2022年 1月 1日～2022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) 19,749 △14.2 4,789 △37.4 4,849 △34.7 3,418 △36.3 39.68

通期 41,244 △8.1 10,678 △22.3 11,122 △20.3 7,824 △22.5 90.81



※ 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）　：　無

新規 ― 社 （社名） 、 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 　：　無

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） 2021年12月期 94,259,400 株 2020年12月期 94,259,400 株

② 期末自己株式数 2021年12月期 8,094,386 株 2020年12月期 7,602,642 株

③ 期中平均株式数 2021年12月期 86,546,716 株 2020年12月期 86,653,772 株

（参考）個別業績の概要

2021年12月期の個別業績（2021年1月1日～2021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 ％

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

2020年12月期 25,307 △4.1 6,621 0.4 6,562 △5.1 4,721 △1.7

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

2021年12月期 82.97 82.79

2020年12月期 54.48 54.37

(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

2021年12月期 71,648 64,595 89.8 746.98

2020年12月期 65,929 61,785 93.4 710.80

（参考） 自己資本 2021年12月期 64,363百万円 2020年12月期 61,595百万円

※ 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、各国・地域の積極的な財政政策及び金融政策により景気は拡大基調にある

ものの、原油をはじめとする資源価格の高騰や需要の急激な回復に伴う物流の停滞等により、将来の不確実性は増

しております。

　一方、国内においては、製造業など一部の産業で景気は回復しているものの、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、当社グループの主力事業である歯科製品関連事業では、第１四半期売上を牽引した国

内の売上は落ち着きましたが、その他の地域で増収となり、また、工業製品関連事業及びその他事業でも増収とな

り、連結売上高は前年同期比35.7％増と大幅な増収となりました。

　また、販売費及び一般管理費については、売上の増加及び世界的な輸送費の高騰により運賃は増加し、全体とし

ては前年同期比21.1％増加となりましたが、営業利益は61.0％増と大幅な増益となりました。

　この結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は、44,857,730千円（前年同期比35.7％増）、営業利益は、

13,750,434千円（前年同期比61.0％増）、経常利益は、13,951,666千円（前年同期比61.7％増）、親会社株主に帰

属する当期純利益は、10,102,609千円（前年同期比56.5％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。

（歯科製品関連事業）

　歯科製品関連事業の売上高については、第１四半期、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

る需要の増加等により大幅増収となった国内は落ち着きましたが、欧州、北米及びアジアにおいて増収となり、全

体として大幅増収となりました。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、39,645,299千円（前年同期比36.6％増）、セグメント利益は、16,724,982千円（前年同期

比46.4％増）となりました。

（工業製品関連事業）

　工業製品関連事業の売上高については、アジアで大幅増収（前年同期比58.0％増）となり、また、国内、北米及

び欧州も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、3,664,362千円（前年同期比33.7％増）、セグメント利益は、1,342,793千円（前年同期比

38.3％増）となりました。

（その他事業）

　修理等サービスであるその他事業においては、売上高は、1,548,069千円（前年同期比20.1％増）、セグメント

利益は、169,726千円（前年同期比39.6％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、94,460,919千円で、前連結会計年度末に比べ11,990,178千円増加いたしま

した。主な要因は、現金及び預金が3,746,002千円並びに投資有価証券が2,399,924千円増加したこと等によるもの

です。

　負債の残高は、11,541,446千円で、前連結会計年度末に比べ5,342,780千円増加いたしました。主な要因は、流

動負債のその他が3,587,561千円及び未払法人税等が866,731千円増加したこと等によるものです。

　純資産の残高は、82,919,473千円で、前連結会計年度末に比べ6,647,397千円増加いたしました。主な要因は、

利益剰余金が7,329,593千円及び自己株式が1,200,092千円増加したこと等によるものです。
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2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期

 自己資本比率 90.4 91.4 93.2 92.3 87.5

 時価ベースの自己資本比率 244.3 220.9 232.7 238.0 193.2

 キャッシュ・フロー対有利子

 負債比率
0.02 0.01 0.01 0.01 0.01

 インタレスト・カバレッジ・

 レシオ
1,703.05 3,557.29 806.87 2,409.02 3,538.64

金額 前期比（%）

売上高 41,244百万円 △8.1

営業利益 10,678百万円 △22.3

経常利益 11,122百万円 △20.3

親会社株主に帰属する当期純利益 7,824百万円 △22.5

（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、34,887,816千円で、前連

結会計年度末に比べ4,843,045千円増加いたしました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、11,970,529千円の収入（前年同期は9,183,986千円の収入）となりまし

た。これは主として、税金等調整前当期純利益13,937,629千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3,605,900千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、4,146,968千円の支出（前年同期は1,380,698千円の支出）となりまし

た。主な支出は、投資有価証券の取得による支出4,341,680千円及び有形固定資産の取得による支出1,768,897千円

等であります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、3,973,487千円の支出（前年同期は2,685,794千円の支出）となりまし

た。主な支出は、配当金の支払額2,773,394千円及び自己株式の取得1,200,092千円であります。

　(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、原油をはじめとする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、2022年12月期の為替レートにつきましては、１米ドル109円、１ユーロ123円の想定の下、業績予想を見込

んでおります。

　2022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
(2020年12月31日)

当連結会計年度
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 32,238,337 35,984,340

受取手形及び売掛金 5,158,047 5,348,771

有価証券 1,433,277 1,422,099

金銭の信託 4,129,321 4,341,163

商品及び製品 4,487,638 5,822,666

仕掛品 3,506,289 3,286,853

原材料及び貯蔵品 2,610,225 2,623,642

その他 870,939 1,382,650

貸倒引当金 △90,537 △60,452

流動資産合計 54,343,539 60,151,734

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 15,302,136 15,431,241

機械装置及び運搬具 6,681,859 7,486,174

工具、器具及び備品 4,970,635 5,205,578

土地 1,989,815 2,033,155

建設仮勘定 219,356 962,539

減価償却累計額 △14,273,115 △15,825,871

有形固定資産合計 14,890,687 15,292,817

無形固定資産

ソフトウエア 346,531 377,341

ソフトウエア仮勘定 373,414 320,598

のれん 161,259 108,442

その他 224,275 538,570

無形固定資産合計 1,105,481 1,344,953

投資その他の資産

投資有価証券 6,292,232 8,692,157

関係会社株式 2,870,068 4,866,102

保険積立金 2,179,870 2,122,292

退職給付に係る資産 0 －

繰延税金資産 145,102 940,349

その他 645,150 1,051,965

貸倒引当金 △1,393 △1,452

投資その他の資産合計 12,131,032 17,671,414

固定資産合計 28,127,201 34,309,185

資産合計 82,470,741 94,460,919

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
(2020年12月31日)

当連結会計年度
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 806,981 1,009,312

短期借入金 100,000 100,000

未払法人税等 1,663,099 2,529,830

賞与引当金 385,000 909,596

その他 2,458,292 6,045,854

流動負債合計 5,413,373 10,594,594

固定負債

退職給付に係る負債 313,704 342,260

繰延税金負債 273,079 412,271

その他 198,508 192,319

固定負債合計 785,292 946,851

負債合計 6,198,665 11,541,446

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 77,435,739 84,765,333

自己株式 △5,593,711 △6,793,803

株主資本合計 73,890,460 80,019,961

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,284,166 1,843,974

為替換算調整勘定 △94,595 819,197

その他の包括利益累計額合計 2,189,571 2,663,172

新株予約権 189,688 232,552

非支配株主持分 2,355 3,786

純資産合計 76,272,075 82,919,473

負債純資産合計 82,470,741 94,460,919
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2020年１月１日
　至　2020年12月31日)

当連結会計年度
(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

売上高 33,055,477 44,857,730

売上原価 13,324,152 17,562,599

売上総利益 19,731,324 27,295,131

販売費及び一般管理費 11,189,174 13,544,697

営業利益 8,542,150 13,750,434

営業外収益

受取利息 87,272 79,082

受取配当金 45,453 46,278

金銭の信託運用益 57,854 160,465

補助金収入 83,503 32,133

貸倒引当金戻入額 1,256 －

持分法による投資利益 － 284,155

雑収入 172,912 154,114

営業外収益合計 448,252 756,230

営業外費用

支払利息 3,814 3,382

支払手数料 3,467 9,829

貸倒引当金繰入額 － 58

持分法による投資損失 17,745 －

為替差損 293,478 496,402

雑損失 44,134 45,324

営業外費用合計 362,640 554,997

経常利益 8,627,762 13,951,666

特別利益

固定資産売却益 1,867 －

投資有価証券売却益 503,821 17,087

特別利益合計 505,688 17,087

特別損失

固定資産売却損 444 －

固定資産除却損 3,405 31,124

投資有価証券評価損 66,750 －

特別損失合計 70,600 31,124

税金等調整前当期純利益 9,062,851 13,937,629

法人税、住民税及び事業税 2,841,160 4,439,352

法人税等調整額 △233,961 △605,668

法人税等合計 2,607,199 3,833,684

当期純利益 6,455,652 10,103,944

非支配株主に帰属する当期純利益 597 1,335

親会社株主に帰属する当期純利益 6,455,054 10,102,609

（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

- 7 -

株式会社ナカニシ（7716） 2021年12月期 決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2020年１月１日
　至　2020年12月31日)

当連結会計年度
(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当期純利益 6,455,652 10,103,944

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △316,072 △440,192

為替換算調整勘定 319,453 913,888

その他の包括利益合計 3,380 473,696

包括利益 6,459,032 10,577,641

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 6,459,118 10,576,209

非支配株主に係る包括利益 △85 1,431

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 1,171,507 73,666,853 △5,602,470 70,103,839

当期変動額

剰余金の配当 △2,686,168 △2,686,168

親会社株主に帰属する当期
純利益

6,455,054 6,455,054

自己株式の取得 △69 △69

自己株式の処分 8,975 8,829 17,804

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － 8,975 3,768,886 8,759 3,786,620

当期末残高 867,948 1,180,482 77,435,739 △5,593,711 73,890,460

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 2,600,239 △414,731 2,185,508 207,481 2,440 72,499,269

当期変動額

剰余金の配当 △2,686,168

親会社株主に帰属する当期
純利益

6,455,054

自己株式の取得 △69

自己株式の処分 17,804

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△316,072 320,136 4,063 △17,792 △85 △13,814

当期変動額合計 △316,072 320,136 4,063 △17,792 △85 3,772,806

当期末残高 2,284,166 △94,595 2,189,571 189,688 2,355 76,272,075

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2020年１月１日　至　2020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 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

当連結会計年度（自　2021年１月１日　至　2021年12月31日）
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2020年１月１日
　至　2020年12月31日)

当連結会計年度
(自　2021年１月１日

　至　2021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 9,062,851 13,937,629

減価償却費 1,759,152 1,807,907

のれん償却額 49,624 54,561

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,145 △33,477

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,100 524,596

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,648 25,317

受取利息及び受取配当金 △132,725 △125,361

支払利息 3,814 3,382

持分法による投資損益（△は益） 17,745 △284,155

金銭の信託運用損益（△は益） △57,854 △160,465

投資有価証券売却損益（△は益） △503,821 △17,087

投資有価証券評価損益（△は益） 66,750 －

有形固定資産売却損益（△は益） △1,422 －

有形固定資産除却損 3,405 31,124

補助金収入 △83,503 △32,133

売上債権の増減額（△は増加） 40,057 △2,404

たな卸資産の増減額（△は増加） △104,446 △837,027

仕入債務の増減額（△は減少） 29,041 △70,825

為替差損益（△は益） 180,723 △1,125,915

その他 346,270 1,631,950

小計 10,693,259 15,327,616

利息及び配当金の受取額 124,828 220,063

利息の支払額 △3,812 △3,382

法人税等の支払額 △1,713,792 △3,605,900

補助金の受取額 83,503 32,133

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,183,986 11,970,529

（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　2020年１月１日
　至　2020年12月31日)

当連結会計年度
(自　2021年１月１日

　至　2021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 180,190 700,000

有形固定資産の取得による支出 △862,775 △1,768,897

有形固定資産の売却による収入 1,563 －

無形固定資産の取得による支出 △328,962 △582,958

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 1,235,495 945,291

関連会社株式の取得による支出 △2,666,750 －

非連結子会社株式の取得による支出 △10,013 －

定期預金の預入による支出 △5,023,724 △4,369,139

定期預金の払戻による収入 6,566,625 5,602,868

保険積立金の積立による支出 △20,828 △38,810

保険積立金の解約による収入 － 98,226

その他 △451,518 △391,867

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,380,698 △4,146,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による収入 12 －

自己株式の取得による支出 △69 △1,200,092

配当金の支払額 △2,685,736 △2,773,394

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,685,794 △3,973,487

現金及び現金同等物に係る換算差額 257,476 992,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,374,970 4,843,045

現金及び現金同等物の期首残高 24,669,800 30,044,771

現金及び現金同等物の期末残高 30,044,771 34,887,816
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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。
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報告セグメント 主要製品

歯科製品関連事業
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、医療用マイクロモーター＆ハンドピース、滅菌器、部品その他

工業製品関連事業 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）

その他事業 修理

（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 29,025,567 2,740,679 1,289,230 33,055,477 － 33,055,477

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 29,025,567 2,740,679 1,289,230 33,055,477 － 33,055,477

セグメント利益 11,422,197 971,027 121,538 12,514,763 △3,972,612 8,542,150

セグメント資産 22,031,953 3,057,588 1,576,072 26,665,614 55,805,126 82,470,741

その他の項目

減価償却費 1,076,265 163,445 80,279 1,319,990 439,162 1,759,152

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額
700,844 109,704 51,764 862,313 301,308 1,163,622

（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「歯科製品関連事業」、「工業製品関連事業」及

び「その他事業」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。

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　2020年１月１日　至　2020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 39,645,299 3,664,362 1,548,069 44,857,730 － 44,857,730

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 39,645,299 3,664,362 1,548,069 44,857,730 － 44,857,730

セグメント利益 16,724,982 1,342,793 169,726 18,237,501 △4,487,067 13,750,434

セグメント資産 26,546,189 3,196,975 1,445,806 31,188,971 63,271,947 94,460,919

その他の項目

減価償却費 1,103,061 185,445 75,814 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
1,601,914 225,208 72,385 1,899,508 516,451 2,415,959

当連結会計年度（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）

日本 北アメリカ アジア ヨーロッパ その他 合計

8,485,548 5,090,195 4,955,941 10,061,473 4,462,317 33,055,477

（単位：千円）

日本 北アメリカ アジア ヨーロッパ その他 合計

12,571,371 701,272 40,615 1,492,605 84,823 14,890,687

（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

【関連情報】

前連結会計年度（自　2020年１月１日　至　2020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　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。
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（単位：千円）

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

歯科製品関連 工業製品関連 その他 合計

当期償却額 49,624 － － 49,624 － － 49,624

当期末残高 161,259 － － 161,259 － － 161,259

（単位：千円）

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

歯科製品関連 工業製品関連 その他 合計

当期償却額 54,561 － － 54,561 － － 54,561

当期末残高 108,442 － － 108,442 － － 108,442

【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】

　該当事項はありません。

【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　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

当連結会計年度（自　2021年１月１日　至　2021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　2020年１月１日

至　2020年12月31日）

当連結会計年度
（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

１株当たり純資産額 877円95銭 959円59銭

１株当たり当期純利益 74円49銭 116円73銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 74円34銭 116円47銭

前連結会計年度
（自　2020年１月１日

至　2020年12月31日）

当連結会計年度
（自　2021年１月１日

至　2021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 6,455,054千円 10,102,609千円

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
6,455,054千円 10,102,609千円

期中平均株式数 86,653,772株 86,546,716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 182,905株 193,293株

（うち新株予約権） （182,905株） （193,293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）

　該当事項はありません。
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