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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第47期

第１四半期連結
累計期間

第48期
第１四半期連結

累計期間
第47期

会計期間
自　2020年１月１日
至　2020年３月31日

自　2021年１月１日
至　2021年３月31日

自　2020年１月１日
至　2020年12月31日

売上高 （千円） 2,322,423 2,581,136 10,830,471

経常利益 （千円） 26,325 165,181 952,747

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 7,251 136,038 659,523

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △108,763 443,090 619,907

純資産額 （千円） 12,880,022 13,489,100 13,227,941

総資産額 （千円） 16,770,062 17,218,202 17,097,317

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 0.78 14.96 71.19

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 76.8 78.3 77.4

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

 　　　 ２　売上高には消費税等は含まれておりません。

　　　　３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　なお、新型コロナウィルス感染症の感染拡大による事業への影響につきましては今後の状況を注視してまいりま

す。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

　(1)財政状態及び経営成績の状況

　①経営成績の概況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の再拡大により一部の都府県が

緊急事態宣言を再度発出し、経済活動が制限されるなど、依然として厳しい状況が続いております。

医療機器業界におきましては、国内では感染症指定病院を中心に重症患者用の病床が逼迫し、緊急性の低い手

術が延期されるなどの影響がありました。また、外来患者が感染予防により不要不急の受診を控える傾向にあ

り、治療や検査の減少がみられました。現在のところ、本年２月から医療従事者等向けに新型コロナワクチンの

優先接種が開始されておりますが、最近では感染力の強い変異型ウイルスが猛威を振るうなど、依然として新型

コロナウイルス感染症収束の見通しが立たず、先行き不透明な状況が続いております。一方、海外においては中

国の経済活動が回復に向かっておりますが、現在も新型コロナウイルス感染者の発生により局地的な都市封鎖が

実施され、未だ正常化には至らない状況となっております。

このような状況の下、当社グループは、新型コロナウイルス感染症の対策として医療機関への訪問規制など営

業活動が制約されるなか、ＷＥＢを活用したオンラインセミナーや製品勉強会を開催するとともに、ＷＥＢ面談

による営業活動を段階的に進めてまいりました。

また、開発面では、中期経営計画の重点戦略分野である泌尿器系・消化器系を中心に製品ラインナップの充実

を目的とした新製品開発を推進いたしました。

一方、生産面においては医療製品の一部に世界的な需要拡大がみられ、これに伴う材料高騰の影響を受けて原

価率が上昇いたしました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高2,581百万円（前年同期比11.1％増）、営業

利益125百万円（前年同期比158.3％増）、経常利益165百万円（前年同期比527.5％増）、親会社株主に帰属する

四半期純利益136百万円（前年同期比1,776.1％増）となりました。

 

販売形態別の販売状況は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

 
前第1四半期連結

累計期間

当第1四半期連結

累計期間

前年同期比

金額 増減率

　自社販売 1,368 1,463 94 6.9％

　海外販売 659 816 156 23.8％

　ＯＥＭ販売 294 301 7 2.4％

　合　計 2,322 2,581 258 11.1％

 

＜自社販売＞

自社販売は、新型コロナウイルス感染症により手術数の減少などの影響を受けましたが、泌尿器系のフォー

リートレイキットや尿管ステントが堅調に推移し、消化器系「大腸・胃十二指腸用ステント『ＮＥＸＥＮＴ（ネ

クセント）』」も好調を維持したことにより、売上高1,463百万円（前年同期比6.9％増）となりました。

 

＜海外販売＞

　海外販売のうち、輸出販売は欧州向けの泌尿器系・消化器系製品が新型コロナウイルス感染症の影響に伴う販

売先の在庫調整により低調な実績となりました。

　一方、中国販売は新型コロナウイルス感染症により現在も医療体制は正常化に至っておりませんが、前年同期

における都市封鎖からは状況が大幅に改善されたことにより、売上高816百万円（前年同期比23.8％増）となり

ました。
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＜ＯＥＭ販売＞

　ＯＥＭ販売は、新型コロナウイルス感染症により一部製品で在庫調整の影響を受けましたが、血管系の造影検

査製品の需要回復により、売上高301百万円（前年同期比2.4％増）となりました。

 

 

　②財政状態の概況

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比較して120百万円増加し17,218百万円となり

ました。これは、受取手形及び売掛金の減少305百万円に対し、現金及び預金の増加75百万円、原材料及び貯

蔵品の増加45百万円、その他流動資産の増加188百万円、建設仮勘定の増加29百万円、その他無形固定資産の

増加104百万円が主な要因であります。

（負債）

　　当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して140百万円減少し3,729百万円となりま

した。これは、未払法人税等の増加67百万円、賞与引当金の増加93百万円の増加に対し、支払手形及び買掛金

の減少84百万円、電子記録債務の減少103百万円、１年内返済予定の長期借入金の減少92百万円が主な要因で

あります。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して261百万円増加し13,489百万円とな

りました。これは、利益剰余金の減少45百万円に対し、その他有価証券評価差額金の増加19百万円、為替換算

調整勘定の増加283百万円が主な要因であります。

 

 

　(2)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について

重要な変更はありません。

 

 

　(3)研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、170百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 30,000,000

計 30,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
(2021年３月31日)

提出日現在発行数（株）
(2021年５月11日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 9,664,327 9,664,327
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 9,664,327 9,664,327 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　該当事項はありません。

 

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額

（千円）

資本準備金残
高（千円）

2021年１月１日～

2021年３月31日
－ 9,664,327 － 1,461,735 － 1,486,022

 

 

（５）【大株主の状況】

　　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（2020年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

    2021年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 569,200 － 単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式 9,085,100 90,851 同上

単元未満株式 普通株式 10,027 － １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数  9,664,327 － －

総株主の議決権  － 90,851 －

 （注）「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式84株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2021年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有株

式数（株）

他人名義所有株

式数（株）

所有株式数の合

計（株）

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合

（％）

クリエートメディック

株式会社

横浜市都筑区茅ケ崎

南二丁目5番25号
569,200 － 569,200 5.89

計 － 569,200 － 569,200 5.89

 

 

２【役員の状況】

　　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2021年１月１日から2021

年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年１月１日から2021年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,973,407 4,048,575

受取手形及び売掛金 ※ 2,245,410 1,940,370

電子記録債権 ※ 1,130,395 1,132,297

商品及び製品 1,711,392 1,678,681

仕掛品 717,111 729,647

原材料及び貯蔵品 676,170 721,643

その他 269,829 458,070

貸倒引当金 △1,000 △1,000

流動資産合計 10,722,718 10,708,286

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,532,887 2,548,843

機械装置及び運搬具（純額） 385,260 391,031

土地 1,658,678 1,658,678

建設仮勘定 44,362 74,189

その他（純額） 368,715 367,567

有形固定資産合計 4,989,904 5,040,309

無形固定資産   

借地権 144,176 152,029

その他 292,362 397,085

無形固定資産合計 436,538 549,115

投資その他の資産   

投資有価証券 550,314 479,122

繰延税金資産 332,182 375,725

その他 65,659 65,642

投資その他の資産合計 948,156 920,490

固定資産合計 6,374,599 6,509,915

資産合計 17,097,317 17,218,202
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※ 473,445 388,695

電子記録債務 ※ 290,913 186,988

短期借入金 800,000 800,000

1年内返済予定の長期借入金 92,400 －

未払法人税等 88,167 155,765

賞与引当金 49,238 142,616

役員賞与引当金 17,485 5,144

その他 771,519 772,326

流動負債合計 2,583,170 2,451,537

固定負債   

退職給付に係る負債 1,192,612 1,197,181

資産除去債務 3,549 3,568

長期未払金 71,475 71,475

その他 18,568 5,338

固定負債合計 1,286,205 1,277,564

負債合計 3,869,375 3,729,101

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,461,735 1,461,735

資本剰余金 1,486,022 1,486,022

利益剰余金 10,607,355 10,561,493

自己株式 △513,801 △513,831

株主資本合計 13,041,312 12,995,419

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,441 32,224

為替換算調整勘定 262,944 546,380

退職給付に係る調整累計額 △88,757 △84,924

その他の包括利益累計額合計 186,628 493,680

純資産合計 13,227,941 13,489,100

負債純資産合計 17,097,317 17,218,202
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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１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日
　至　2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年３月31日)

売上高 2,322,423 2,581,136

売上原価 1,247,050 1,451,312

売上総利益 1,075,372 1,129,823

販売費及び一般管理費 1,026,878 1,004,545

営業利益 48,494 125,278

営業外収益   

受取利息 4,076 7,378

為替差益 － 28,394

その他 1,542 6,103

営業外収益合計 5,619 41,876

営業外費用   

支払利息 2,061 1,889

為替差損 23,371 －

その他 2,355 84

営業外費用合計 27,788 1,974

経常利益 26,325 165,181

特別利益   

補助金収入 － 14,925

特別利益合計 － 14,925

税金等調整前四半期純利益 26,325 180,107

法人税、住民税及び事業税 101,443 139,195

法人税等還付税額 － △42,051

法人税等調整額 △82,369 △53,076

法人税等合計 19,074 44,068

四半期純利益 7,251 136,038

親会社株主に帰属する四半期純利益 7,251 136,038
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日
　至　2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年３月31日)

四半期純利益 7,251 136,038

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △32,552 19,782

為替換算調整勘定 △88,232 283,435

退職給付に係る調整額 4,770 3,833

その他の包括利益合計 △116,015 307,051

四半期包括利益 △108,763 443,090

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △108,763 443,090

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は現金決済日をもって決済処理して

おります。

 　なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が、前連結会計

 年度末残高に含まれております。

 
 
 

 
前連結会計年度
(2020年12月31日)

 

 
当第１四半期連結会計期間

(2021年３月31日)
 

  受取手形 15,204千円 －千円

  電子記録債権 49,626 －

  支払手形 49,268 －

  電子記録債務 87,475 －

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

 

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日
　至　2020年３月31日)

 

 
当第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日
　至　2021年３月31日)

 

  減価償却費 99,997千円 108,451千円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年３月31日）

 　　　　　　配当金支払額

 （決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年３月27日

定時株主総会
普通株式 186,304 20 2019年12月31日 2020年３月30日 利益剰余金

 

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年３月31日）

 　　　　　　配当金支払額

 （決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年３月30日

定時株主総会
普通株式 181,900 20 2020年12月31日 2021年３月31日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社グループは、ディスポーザブルカテーテル・チューブの製造・販売を主な事業とした単一セグメントであ

るため、セグメント情報の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

前第１四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日

 至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自 2021年１月１日

 至 2021年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額 ０円78銭 14円96銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 7,251 136,038

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益金額（千円）
7,251 136,038

普通株式の期中平均株式数（株） 9,315,239 9,095,035

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

 

２【その他】

 　該当事項はありません。

 

 

EDINET提出書類

クリエートメディック株式会社(E02416)

四半期報告書

13/16



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2021年５月11日

クリエートメディック株式会社

　取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

横浜事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 川村　 敦 　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員
 

 公認会計士 笠島　健二　　印

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているクリエートメ

ディック株式会社の2021年１月１日から2021年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2021年１月１日

から2021年３月31日まで）及び第1四半期連結累計期間（2021年１月１日から2021年３月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、クリエートメディック株式会社及び連結子会社の2021年３月31日現在

の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全

ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手

続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認
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められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四

半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適

切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の

結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と

して存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基

準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸

表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせ

る事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

　（注）　１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

　　　　　　報告書提出会社）が別途保管しております。

 　　　　 ２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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