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1. 2021年12月期第2四半期の連結業績（2021年1月1日～2021年6月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期第2四半期 23,014 68.1 7,646 219.6 7,423 198.1 5,366 188.7

2020年12月期第2四半期 13,689 △20.7 2,392 △40.7 2,490 △41.0 1,858 △38.6

（注）包括利益 2021年12月期第2四半期　　6,191百万円 （366.0％） 2020年12月期第2四半期　　1,328百万円 （△58.8％）

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

2021年12月期第2四半期 61.93 61.80

2020年12月期第2四半期 21.45 21.41

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年12月期第2四半期 89,933 81,206 90.0

2020年12月期 82,470 76,272 92.3

（参考）自己資本 2021年12月期第2四半期 80,970百万円 2020年12月期 76,080百万円

2. 配当の状況

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

2020年12月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00

2021年12月期 ― 17.00

2021年12月期（予想） ― 17.00 34.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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15円00銭　特別配当２円00銭

3. 2021年12月期の連結業績予想（2021年 1月 1日～2021年12月31日）

（％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
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 41,661 26.0 13,001 52.2 12,988 50.5 9,338 44.7 108.52

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

連結業績予想の修正については、本日（2021年８月６日）公表いたしました「第2四半期連結業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知
らせ」をご覧ください。



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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

(4) 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2Q 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2Q 7,602,686 株 2020年12月期 7,602,642 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期2Q 86,656,728 株 2020年12月期2Q 86,650,727 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第２四半期連結累計期間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、米中を中

心に景気は拡大基調にあるものの、変異株を中心とした新型コロナウイルスの再拡大にともなう懸念等により、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、東京に４度目の緊急事態宣言が発

令されたこと等により、旅行・外食などのサービス消費を中心に景気は落ち込んでおります。

　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、国内において、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（前年同期比101.2%増）となり、ま

た、その他の地域でも増収となり、連結売上高は前年同期比68.1％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ましたが、

展示会の中止及び延期による広告宣伝費の減少や旅費交通費の減少により、全体としては微増にとどまり、営業利

益も前年同期比219.6%増と大幅な増益となりました。

　この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、23,014,252千円（前年同期比68.1％増）、営

業利益は、7,646,660千円（前年同期比219.6％増）、経常利益は、7,423,326千円（前年同期比198.1％増）、親会

社株主に帰属する四半期純利益は、5,366,930千円（前年同期比188.7％増）となりました。

　セグメントの経営成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、国内においては、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（前年同期比101.2%増）となり、また、欧州、北米及びアジアにおいても増収

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、20,530,928千円（前年同期比76.0％増）、セグメント利益は、9,013,945千円（前年同期

比134.2％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、1,699,932千円（前年同期比20.9％増）、セグメント利益は、633,125千円（前年同期比

27.3％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、783,391千円（前年同期比27.0％増）、セグメント利

益は、120,087千円（前年同期比123.5％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

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の残高は、89,933,280千円で、前連結会計年度末に比べ7,462,539千円増

加いたしました。主な要因は、現金及び預金が6,461,052千円並びに受取手形及び売掛金が633,035千円増加したこ

と等によるものです。

　負債の残高は、8,727,051千円で、前連結会計年度末に比べ2,528,385千円増加いたしました。主な要因は、流動

負債のその他が1,887,271千円及び買掛金が377,587千円増加したこと等によるものです。

　純資産の残高は、81,206,228千円で、前連結会計年度末に比べ4,934,153千円増加いたしました。主な要因は、

利益剰余金が4,067,079千円及び為替換算調整勘定が868,462千円増加したこと等によるものです。

②キャッシュ・フローの状況

　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（以下、「資金」という。）は、36,104,863千

円で、前連結会計年度末に比べ6,060,092千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、7,108,837千円の収入（前年同期は2,837,675千円の収入）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7,440,099千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2,027,066千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、626,001千円の支出（前年同期は1,513,675千円の収入）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444,340千円及び有形固定資産の取得による支出336,255千円でありま
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金額
対前期増減率

（%）

売上高 41,661百万円 26.0

営業利益 13,001百万円 52.2

経常利益 12,988百万円 50.5

親会社株主に帰属する当期純利益 9,338百万円 44.7

す。主な収入は、投資有価証券の売却及び償還による収入551,101千円であります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、1,300,166千円の支出（前年同期は1,386,324千円の支出）となりまし

た。主な支出は、配当金の支払額1,300,074千円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年12月期の業績予想につきまして、第２四半期累計期間の業績予想を上回ったことから、第３四半期以降の

事業動向に関する見通しも踏まえて、通期業績予想を修正することといたしました。

　詳細につきましては、本日（2021年８月６日）公表いたしました「第２四半期連結業績予想と実績値との差異及

び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 32,238,337 38,699,390

受取手形及び売掛金 5,158,047 5,791,083

有価証券 1,433,277 1,490,880

金銭の信託 4,129,321 4,340,410

商品及び製品 4,487,638 4,756,859

仕掛品 3,506,289 3,364,318

原材料及び貯蔵品 2,610,225 2,382,725

その他 870,939 819,468

貸倒引当金 △90,537 △69,422

流動資産合計 54,343,539 61,575,714

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 15,302,136 15,405,439

機械装置及び運搬具 6,681,859 7,010,579

工具、器具及び備品 4,970,635 5,136,448

土地 1,989,815 2,023,320

建設仮勘定 219,356 241,371

減価償却累計額 △14,273,115 △15,051,102

有形固定資産合計 14,890,687 14,766,058

無形固定資産

ソフトウエア 346,531 401,408

ソフトウエア仮勘定 373,414 282,387

のれん 161,259 138,000

その他 224,275 217,910

無形固定資産合計 1,105,481 1,039,707

投資その他の資産

投資有価証券 6,292,232 6,211,610

関係会社株式 2,870,068 3,147,878

保険積立金 2,179,870 2,189,727

退職給付に係る資産 0 184

繰延税金資産 145,102 344,670

その他 645,150 659,188

貸倒引当金 △1,393 △1,460

投資その他の資産合計 12,131,032 12,551,800

固定資産合計 28,127,201 28,357,566

資産合計 82,470,741 89,933,280

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 806,981 1,184,568

短期借入金 100,000 100,000

未払法人税等 1,663,099 1,894,227

賞与引当金 385,000 413,000

その他 2,458,292 4,345,564

流動負債合計 5,413,373 7,937,360

固定負債

退職給付に係る負債 313,704 310,020

繰延税金負債 273,079 283,964

その他 198,508 195,706

固定負債合計 785,292 789,690

負債合計 6,198,665 8,727,051

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 81,502,819

自己株式 △5,593,711 △5,593,803

株主資本合計 73,890,460 77,957,446

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 2,239,129

為替換算調整勘定 △94,595 773,867

その他の包括利益累計額合計 2,189,571 3,012,997

新株予約権 189,688 232,552

非支配株主持分 2,355 3,231

純資産合計 76,272,075 81,206,228

負債純資産合計 82,470,741 89,933,280
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

売上高 13,689,797 23,014,252

売上原価 5,843,702 9,099,992

売上総利益 7,846,094 13,914,259

販売費及び一般管理費 5,453,430 6,267,598

営業利益 2,392,664 7,646,660

営業外収益

受取利息 59,676 37,015

受取配当金 23,857 26,441

金銭の信託運用益 － 134,427

補助金収入 31,018 32,133

持分法による投資利益 － 199,717

雑収入 91,566 55,345

営業外収益合計 206,118 485,080

営業外費用

支払利息 1,026 1,771

金銭の信託運用損 61,664 －

為替差損 28,701 699,385

雑損失 17,216 7,257

営業外費用合計 108,608 708,414

経常利益 2,490,173 7,423,326

特別利益

固定資産売却益 1,047 －

投資有価証券売却益 － 17,087

特別利益合計 1,047 17,087

特別損失

固定資産売却損 48 －

固定資産除却損 484 313

特別損失合計 533 313

税金等調整前四半期純利益 2,490,687 7,440,099

法人税、住民税及び事業税 759,827 2,253,848

法人税等調整額 △128,228 △181,241

法人税等合計 631,598 2,072,606

四半期純利益 1,859,088 5,367,493

非支配株主に帰属する四半期純利益 221 562

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,858,867 5,366,930

（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）
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

四半期純利益 1,859,088 5,367,493

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △186,233 △45,036

為替換算調整勘定 △344,323 868,776

その他の包括利益合計 △530,556 823,740

四半期包括利益 1,328,532 6,191,233

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,329,011 6,190,356

非支配株主に係る四半期包括利益 △479 876

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021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 2,490,687 7,440,099

減価償却費 838,223 853,028

のれん償却額 23,982 27,302

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,156 △24,488

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,100 28,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △8,204 △8,065

受取利息及び受取配当金 △83,534 △63,457

支払利息 1,026 1,771

持分法による投資損益（△は益） － △199,717

投資有価証券売却損益（△は益） － △17,087

固定資産除却損 484 313

固定資産売却損益（△は益） △998 －

金銭の信託運用損益（△は益） 61,664 △134,427

補助金収入 △31,018 △32,133

売上債権の増減額（△は増加） 1,032,047 △450,832

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,033,772 321,737

仕入債務の増減額（△は減少） 162,012 157,058

為替差損益（△は益） 42,104 △761,239

その他 △183,904 1,800,793

小計 3,319,745 8,938,655

利息及び配当金の受取額 81,357 166,918

利息の支払額 △1,053 △1,802

法人税等の支払額 △593,391 △2,027,066

補助金の受取額 31,018 32,133

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,837,675 7,108,837

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 133,703 －

有形固定資産の取得による支出 △530,640 △336,255

有形固定資産の売却による収入 1,047 －

無形固定資産の取得による支出 △162,570 △109,966

投資有価証券の取得による支出 － △444,340

投資有価証券の売却及び償還による収入 336,480 551,101

定期預金の預入による支出 △2,530,273 △2,888,263

定期預金の払戻による収入 4,268,699 2,603,446

保険積立金の積立による支出 △15,761 △6,741

その他 12,991 5,018

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,513,675 △626,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △1,386,336 △1,300,074

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 － △92

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,386,324 △1,300,166

現金及び現金同等物に係る換算差額 △133,099 877,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,831,926 6,060,092

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四半期末残高 27,501,727 36,104,863

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）四半期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。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

　該当事項はありません。
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（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

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 11,666,846 1,406,233 616,717 13,689,797 － 13,689,797

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － － －

計 11,666,846 1,406,233 616,717 13,689,797 － 13,689,797

セグメント利益 3,848,230 497,310 53,727 4,399,268 △2,006,604 2,392,664

（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 20,530,928 1,699,932 783,391 23,014,252 － 23,014,252

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － － －

計 20,530,928 1,699,932 783,391 23,014,252 － 23,014,252

セグメント利益 9,013,945 633,125 120,087 9,767,158 △2,120,497 7,646,660

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020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　2021年１月１日　至　2021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。
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