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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46期

第１四半期連結
累計期間

第47期
第１四半期連結

累計期間
第46期

会計期間
自　2019年１月１日
至　2019年３月31日

自　2020年１月１日
至　2020年３月31日

自　2019年１月１日
至　2019年12月31日

売上高 （千円） 2,326,254 2,322,423 10,843,961

経常利益 （千円） 67,419 26,325 1,065,827

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 49,150 7,251 725,054

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 122,702 △108,763 643,167

純資産額 （千円） 12,813,104 12,880,022 13,175,091

総資産額 （千円） 16,970,641 16,770,062 17,157,621

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 5.28 0.78 77.83

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 （％） 75.5 76.8 76.8

　（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世界的な感染拡大による経済

への影響は大きく、先行き不透明な状況が続いております。

 

医療機器業界におきましては、国の医療費抑制策が進む一方で、高齢化進展や在宅医療の推進により新たな需

要が見込まれております。また、海外では新興国を中心に経済発展や医療インフラの整備に伴う新たな医療ニー

ズが急速に拡大しております。

 

このような状況の下、当社グループは、中期３ヵ年の経営計画「中期経営計画・2022」を基に、①次代の長期

戦略ビジョンの構築、②グローバル事業の推進、③中長期的な会社発展に向けた構造改革に着手し、自社販売で

は消化器系製品の営業活動や、海外販売では中国の重点都市への販売拡大に積極的に取り組むとともに、生産面

の原価低減と品質向上に注力して参りました。

 

これらの活動により、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高2,322百万円（前年同期比0.2％減）、

営業利益48百万円（前年同期比9.6％減）、経常利益26百万円（前年同期比61.0％減）、親会社株主に帰属する

四半期純利益７百万円（前年同期比85.2％減）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 1,362 1,368 6 0.4％

　海外販売 710 659 △51 △7.2％

　ＯＥＭ販売 252 294 41 16.5％

　合　計 2,326 2,322 △3 △0.2％

 

＜自社販売＞

自社販売は、泌尿器系のフォーリートレイキットが引き続き好調に推移し、さらに消化器系の新製品「大腸・

胃十二指腸用ステント『NEXENT（ネクセント）』」を２月に発売いたしましたが、新型コロナウイルス感染症に

伴う営業活動の一部自粛により、売上高1,368百万円（前年同期比0.4％増）となりました。

 

＜海外販売＞

　海外販売は、輸出販売が前年の在庫調整が解消されたことにより堅調に推移しましたが、中国市場が新型コロ

ナウイルス感染症により２月以降の営業活動が一時的に停滞したことにより、売上高659百万円（前年同期比

7.2％減）となりました。
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＜ＯＥＭ販売＞

　ＯＥＭ販売は、血管系製品の一部が増加したことにより、売上高294百万円（前年同期比16.5％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387百万円減少し16,770百万円となり

ました。これは、商品及び製品の増加227百万円、原材料及び貯蔵品の増加90百万円、無形固定資産のその他

の増加47百万円、投資有価証券の増加53百万円、繰延税金資産の増加94百万円に対し、現金及び預金の減少

350百万円、受取手形及び売掛金の減少323百万円、仕掛品の減少33百万円、流動資産のその他の減少143百万

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92百万円減少し3,890百万円となりま

した。これは、電子記録債務の増加80百万円、賞与引当金の増加96百万円に対し、支払手形及び買掛金の減少

124百万円、流動負債のその他の減少47百万円、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295百万円減少し12,880百万円とな

りました。これは、利益剰余金の減少179百万円、その他有価証券評価差額金の減少32百万円、為替換算調整

勘定の減少88百万円が主な要因であります。

 

 

　(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき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、149百万円であります。

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）
(2020年３月31日)

提出日現在発行数（株）
(2020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）

2020年１月１日～

2020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（2019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】

    2020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 349,000 － 単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式 9,306,100 93,061 同上

単元未満株式 普通株式 9,227 － 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  － 93,061 －

 （注）「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式88株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2020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
349,000 － 349,000 3.61

計 － 349,000 － 349,000 3.61

 

 

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（2020年１月１日から2020

年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020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
(2019年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,330,833 3,980,530

受取手形及び売掛金 ※ 2,326,970 2,003,780

電子記録債権 ※ 1,076,711 1,093,157

商品及び製品 1,637,080 1,864,794

仕掛品 739,223 706,116

原材料及び貯蔵品 648,354 738,849

その他 371,275 227,290

貸倒引当金 △1,000 △1,000

流動資産合計 11,129,450 10,613,517

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,683,199 2,614,850

機械装置及び運搬具（純額） 394,213 371,645

土地 1,658,678 1,658,678

建設仮勘定 63,305 58,982

その他（純額） 353,123 366,824

有形固定資産合計 5,152,520 5,070,981

無形固定資産   

借地権 153,178 149,588

その他 81,132 128,891

無形固定資産合計 234,310 278,479

投資その他の資産   

投資有価証券 260,378 313,781

繰延税金資産 332,514 426,677

その他 48,447 66,624

投資その他の資産合計 641,339 807,084

固定資産合計 6,028,171 6,156,544

資産合計 17,157,621 16,770,062
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※ 569,604 445,603

電子記録債務 102,964 183,707

短期借入金 900,000 900,000

1年内返済予定の長期借入金 166,400 192,200

未払法人税等 107,329 109,924

賞与引当金 44,873 141,866

役員賞与引当金 19,013 4,371

その他 741,436 694,433

流動負債合計 2,651,621 2,672,107

固定負債   

長期借入金 92,400 －

退職給付に係る負債 1,123,011 1,122,925

資産除去債務 3,472 3,491

長期未払金 78,337 71,475

その他 33,686 20,040

固定負債合計 1,330,908 1,217,932

負債合計 3,982,530 3,890,039

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 10,292,496 10,113,443

自己株式 △291,407 △291,407

株主資本合計 12,948,847 12,769,793

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 30,155 △2,397

為替換算調整勘定 277,544 189,312

退職給付に係る調整累計額 △81,455 △76,685

その他の包括利益累計額合計 226,244 110,228

純資産合計 13,175,091 12,880,022

負債純資産合計 17,157,621 16,770,062
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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　2019年１月１日
　至　2019年３月31日)

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

売上高 2,326,254 2,322,423

売上原価 1,260,825 1,247,050

売上総利益 1,065,429 1,075,372

販売費及び一般管理費 1,011,780 1,026,878

営業利益 53,649 48,494

営業外収益   

受取利息 8,963 4,076

その他 6,724 1,542

営業外収益合計 15,687 5,619

営業外費用   

支払利息 1,641 2,061

為替差損 － 23,371

その他 275 2,355

営業外費用合計 1,917 27,788

経常利益 67,419 26,325

特別利益   

補助金収入 24,770 －

特別利益合計 24,770 －

税金等調整前四半期純利益 92,190 26,325

法人税、住民税及び事業税 97,950 101,443

法人税等調整額 △54,909 △82,369

法人税等合計 43,040 19,074

四半期純利益 49,150 7,251

親会社株主に帰属する四半期純利益 49,150 7,251
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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　2019年１月１日
　至　2019年３月31日)

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

四半期純利益 49,150 7,251

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 488 △32,552

為替換算調整勘定 68,544 △88,232

退職給付に係る調整額 4,519 4,770

その他の包括利益合計 73,552 △116,015

四半期包括利益 122,702 △108,763

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 122,702 △108,763

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
(2019年12月31日)

 

 
当第１四半期連結会計期間

(2020年３月31日)
 

  受取手形 15,000千円 －千円

  電子記録債権 56,184 －

  支払手形 79,761 －

 

（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　2019年１月１日
　至　2019年３月31日)

 

 
当第１四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日
　至　2020年３月31日)

 

  減価償却費 92,281千円 99,997千円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2019年１月１日　至　2019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

2019年３月28日

定時株主総会
普通株式 195,622 21 2018年12月31日 2019年３月29日 利益剰余金

　　　　（注）１株当たり配当額21円には設立45周年記念配当２円が含まれております。

 

 

Ⅱ　当第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

 

（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 2019年１月１日

 至 2019年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日

 至 2020年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額 ５円28銭 ０円78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) 49,150 7,251

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）
49,150 7,251

普通株式の期中平均株式数（株） 9,315,367 9,315,239

（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。
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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  

 

2020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

 

 
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

 

　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2020年１月１日から2020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（2020年１月１日

から2020年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020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。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　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。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。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。

　四半期レビューにおいては、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して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。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。

　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。

 

監査人の結論

　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2020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す

べての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　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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