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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24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 ％

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
23年12月期第2四半期 11,272 1.9 3,708 △8.8 3,880 4.2 2,678 7.2

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 2,528百万円 （△14.4％） 23年12月期第2四半期 2,952百万円 （―％）

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

24年12月期第2四半期 409.09 408.88
23年12月期第2四半期 442.48 442.36

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

24年12月期第2四半期 40,392 36,709 90.5 6,107.69
23年12月期 38,425 34,822 90.3 5,790.54
（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  36,545百万円 23年12月期  34,688百万円

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

23年12月期 ― 0.00 ― 100.00 100.00
24年12月期 ― 0.00
24年12月期（予想） ― 100.00 100.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24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 23,402 5.1 7,195 0.0 7,221 1.2 4,560 △2.9 757.14



(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 

(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

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期2Q 6,283,960 株 23年12月期 6,283,960 株
② 期末自己株式数 24年12月期2Q 300,379 株 23年12月期 293,479 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 5,989,550 株 23年12月期2Q 6,053,954 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による停滞から緩やかに持ち

直しているものの、欧州の債務危機や長期化する円高により、企業業績の下振れ懸念が深刻化しており

先行き不透明な状況で推移しました。 

当社グループは売上の輸出割合が高く、昨今の長引く円高によるグローバル競争の激化が続いており

ます。円高の影響で円ベースの売上・利益は共に圧迫されており当社業績にマイナスの影響がでており

ます。 

このような環境の中、歯科製品関連事業におきましては、国内代理店ビジネスが堅調に推移し、それ

に加えて工業製品関連事業におきましては、携帯情報関連機器等の部品加工用としての機械装着用スピ

ンドルの売上が堅調に推移した結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、11,946,484千円（前年同

期比6.0％増）、営業利益は、3,850,143千円（前年同期比3.8％増）、経常利益は、4,026,975千円（前

年 同 期 比 3.8％ 増）、四 半 期 純 利 益 は、2,450,250 千 円（前 年 同 期 比 8.5％ 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） 

欧州の債務危機や長期化する円高により、当社グループの主要市場である欧米の売上が鈍化いたしま

した。 

 この結果、売上高は、9,318,482千円（前年同期比3.2％減）、セグメント利益は、4,006,384千円

（前年同期比9.6％減）となりました。 

  

（工業製品関連事業） 

 国内外の設備投資の回復により、当社グループにおきましては、携帯情報関連機器の部品加工用とし

て機械装着用スピンドルの売上が堅調に推移いたしました。 

 この結果、売上高は、2,246,650千円（前年同期比72.9％増）、セグメント利益は、934,411千円（前

年同期比127.1％増）となりました。 

  

（その他事業） 

 修理等サービスも堅調に推移し、売上高は、381,351千円（前年同期比10.9％増）、セグメント利益

は、103,299千円（前年同期比3.4％減）となりました。 

  

   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の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,966,699千円増加し、

40,392,696千円となりました。これは、長期定期預金が500,000千円、投資有価証券が397,955千円減

少した一方で、現金及び預金が1,774,003千円、保険積立金が715,347千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79,858千円増加し、3,683,192千円となりました。退職給付引当

金が23,513千円減少しましたが、買掛金が52,814千円、未払法人税等が35,900千円増加したこと等に

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
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よるものであります。 
  
 純資産は、前連結会計年度末に比べ1,886,841千円増加し、36,709,504千円となりました。利益剰

余金が1,851,202千円、その他の包括利益累計額が58,232千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

392,979千円増加し、8,583,060千円となりました。 

  

（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、2,537,926千円（前年同四半期は2,753,372千円の獲得）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4,031,522千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1,522,311千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、1,569,159千円（前年同四半期は1,629,438千円の使用）となりま

した。これは主として、定期預金の預入及び積立保険の積立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、654,838千円（前年同四半期は855,824千円の使用）となりまし

た。これは主として、自己株式の取得51,747千円及び配当金の支払598,514千円を実施したことによ

るものであります。 

  

 現時点において、平成24年２月10日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

 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

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23年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,166,475 13,940,479

受取手形及び売掛金 3,440,926 3,198,589

有価証券 2,098,451 2,373,457

金銭の信託 2,454,635 2,510,470

商品及び製品 2,121,755 2,447,329

仕掛品 1,845,031 1,760,506

原材料及び貯蔵品 1,710,362 1,712,846

繰延税金資産 585,476 591,148

その他 596,044 748,564

貸倒引当金 △23,523 △15,946

流動資産合計 26,995,635 29,267,444

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,336,270 4,339,850

機械装置及び運搬具 2,339,125 2,438,463

工具、器具及び備品 2,095,726 2,178,061

土地 1,218,738 1,217,743

建設仮勘定 92,388 61,155

減価償却累計額 △5,473,262 △5,761,878

有形固定資産合計 4,608,987 4,473,396

無形固定資産

ソフトウエア 353,315 315,822

ソフトウエア仮勘定 － 30,931

のれん 59,548 40,925

その他 9,962 9,617

無形固定資産合計 422,826 397,296

投資その他の資産

投資有価証券 3,694,590 3,296,634

関係会社株式 374,499 388,307

長期定期預金 500,000 －

保険積立金 1,111,142 1,826,490

繰延税金資産 404,105 333,279

その他 316,303 411,941

貸倒引当金 △2,094 △2,094

投資その他の資産合計 6,398,547 6,254,559

固定資産合計 11,430,361 11,125,252

資産合計 38,425,996 40,392,696
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 561,395 614,209

短期借入金 108,990 108,195

未払法人税等 1,489,129 1,525,030

その他 1,049,675 1,068,105

流動負債合計 3,209,190 3,315,540

固定負債

長期借入金 3,829 －

繰延税金負債 41,979 42,827

退職給付引当金 207,362 183,848

その他 140,971 140,975

固定負債合計 394,142 367,651

負債合計 3,603,333 3,683,192

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 36,475,433 38,326,636

自己株式 △2,452,972 △2,504,719

株主資本合計 36,053,957 37,853,413

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △189,686 △69,766

為替換算調整勘定 △1,176,126 △1,237,813

その他の包括利益累計額合計 △1,365,812 △1,307,580

新株予約権 19,333 28,369

少数株主持分 115,184 135,302

純資産合計 34,822,663 36,709,504

負債純資産合計 38,425,996 40,392,696

株式会社ナカニシ(7716)　平成24年12月期　第２四半期決算短信

-5-



（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23年１月１日
至 平成23年６月30日)

当第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)

売上高 11,272,877 11,946,484

売上原価 4,525,108 4,754,888

売上総利益 6,747,769 7,191,595

販売費及び一般管理費 3,039,651 3,341,451

営業利益 3,708,117 3,850,143

営業外収益

受取利息 37,641 31,414

受取配当金 8,426 7,131

生命保険解約返戻金 1,757 －

為替差益 105,652 50,198

金銭の信託運用益 1,759 61,615

雑収入 27,586 33,021

営業外収益合計 182,824 183,380

営業外費用

支払利息 1,096 731

雑損失 9,733 5,817

営業外費用合計 10,829 6,549

経常利益 3,880,112 4,026,975

特別利益

固定資産売却益 － 139

投資有価証券売却益 5,650 7,580

貸倒引当金戻入額 3,077 －

生命保険解約差益 436,580 991

特別利益合計 445,307 8,711

特別損失

固定資産売却損 － 52

固定資産除却損 3,780 1,092

投資有価証券売却損 － 2,990

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5,230 －

特別損失合計 9,010 4,134

税金等調整前四半期純利益 4,316,409 4,031,552

法人税、住民税及び事業税 1,650,879 1,561,019

法人税等調整額 △37,424 386

法人税等合計 1,613,455 1,561,406

少数株主損益調整前四半期純利益 2,702,953 2,470,145

少数株主利益 24,218 19,894

四半期純利益 2,678,735 2,450,250
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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23年１月１日
至 平成23年６月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,702,953 2,470,145

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,782 119,919

為替換算調整勘定 246,466 △61,909

その他の包括利益合計 249,249 58,009

四半期包括利益 2,952,202 2,528,155

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,931,352 2,508,483

少数株主に係る四半期包括利益 20,850 19,672
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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23年１月１日
至 平成23年６月30日)

当第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)

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 4,316,409 4,031,552

減価償却費 327,951 381,339

のれん償却額 18,623 18,623

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,158 △7,615

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,610 △23,513

受取利息及び受取配当金 △46,068 △38,545

支払利息 1,096 731

保険解約損益（△は益） △438,337 △991

固定資産除却損 3,780 1,092

固定資産売却益 － △139

投資有価証券売却損益（△は益） △5,650 △4,590

金銭の信託運用益 △1,759 △61,615

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5,230 －

売上債権の増減額（△は増加） △24,856 235,447

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,036 △243,406

仕入債務の増減額（△は減少） 31,029 54,338

為替差損益（△は益） △55,960 △144,745

その他 △186,786 △169,746

小計 3,917,287 4,028,214

利息及び配当金の受取額 49,774 32,750

利息の支払額 △1,186 △726

法人税等の支払額 △1,212,502 △1,522,311

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,753,372 2,537,926

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

有価証券の売却及び償還による収入 162,370 1,362,380

金銭の信託の取得による支出 △2,500,000 －

有形固定資産の取得による支出 △667,852 △203,544

無形固定資産の取得による支出 △52,035 △36,589

投資有価証券の売却及び償還による収入 335,950 285,040

非連結子会社株式の取得による支出 － △7,985

定期預金の預入による支出 △6,300,000 △6,074,350

定期預金の払戻による収入 6,613,237 5,032,764

保険積立金の積立による支出 △7,061 △716,566

保険積立金の解約による収入 855,048 74,514

その他 △69,094 △129,342

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,629,438 △1,569,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △4,932 △4,576

自己株式の取得による支出 △366,710 △51,747

配当金の支払額 △484,182 △598,514

財務活動によるキャッシュ・フロー △855,824 △654,838

現金及び現金同等物に係る換算差額 203,436 79,051

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 471,544 392,979

現金及び現金同等物の期首残高 7,632,803 8,190,080

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,104,347 8,583,060
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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23年１月１日  至  平成23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。 

  

  

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。  

  

該当事項はありません。  

  

  

（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 9,629,722 1,299,247 343,906 11,272,877 ― 11,272,877

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 9,629,722 1,299,247 343,906 11,272,877 ― 11,272,877

セグメント利益 4,432,637 411,451 106,895 4,950,984 (1,242,866) 3,708,117

(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

（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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