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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44期

第１四半期連結
累計期間

第45期
第１四半期連結

累計期間
第44期

会計期間
自　平成29年１月１日
至　平成29年３月31日

自　平成30年１月１日
至　平成30年３月31日

自　平成29年１月１日
至　平成29年12月31日

売上高 （千円） 2,266,256 2,490,148 10,393,563

経常利益 （千円） 51,277 116,566 880,568

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 36,086 96,937 467,961

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △104,107 △53,432 590,834

純資産額 （千円） 12,322,661 12,637,932 12,868,358

総資産額 （千円） 16,917,944 17,197,607 17,259,122

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 3.87 10.41 50.23

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 （％） 72.8 73.5 74.6

　（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。

 

 

２【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。

 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　(1)業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景とした雇用の改善や個人消費の持ち

直しなどによって、景気は緩やかな回復基調となりました。また、海外においても、地政学的リスクをはらむも

のの、米国の経済成長の持続、欧州経済の緩やかな回復、アジア経済の底堅さなどにより、全体として堅調に推

移しております。

当社グループを取り巻く国内環境は、少子高齢化の進展による財政負担の増加を背景に、国の医療費抑制策が

継続しております。一方、海外につきましては、先進国の需要が緩やかな増加基調で推移しているのに対し、新

興国は、人口増加や経済発展にともない高度な医療に対するニーズが益々高まっております。

 

このような環境の中、当社グループは、経営理念である「からだにやさしい未来の医療を築く」のもと、中期

経営計画の２年目にあたり、経営資源の選択と集中を図り、収益力を向上させるとともに、海外事業の更なる成

長を目指してまいりました。

 

これらの活動により、売上高につきましては、中国やEU圏での海外販売の好調に加え、自社販売も堅調に推移

し、前年同期を上回りました。

一方、利益面につきましても、グループ海外生産拠点における人件費の増加はございましたが、販売拡大によ

る操業度の上昇もあり、前年同期を上回る結果となりました。

 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高2,490百万円（前年同期比9.9％増）、営業利益

145百万円（前年同期比163.2％増）、経常利益116百万円（前年同期比127.3％増）、親会社株主に帰属する四半

期純利益96百万円（前年同期比168.6％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 1,304 1,378 74 5.7％

　海外販売 526 708 181 34.6％

　OEM販売 435 403 △32 △7.5％

　合　計 2,266 2,490 223 9.9％

 

＜自社販売＞

自社販売は、泌尿器系製品がフォーリートレイキットを中心に引き続き好調に推移したことにより、売上高

1,378百万円（前年同期比5.7%増）となりました。

 

＜海外販売＞

　海外販売は、中国市場での販売が泌尿器系を中心に全般として好調であったことに加え、欧州市場への輸出も

消化器系製品が拡大したことから、売上高708百万円（前年同期比34.6%増）となりました。
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＜OEM販売＞

　OEM販売は、血管系製品の販売契約の一部が終了したことにより、売上高403百万円（前年同期比7.5%減）とな

りました。

 

 

　(2)財政状態の分析

（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61百万円減少し17,197百万円となり

ました。これは、繰延税金資産の増加73百万円、建設仮勘定の増加54百万円、建物及び構築物の増加39百万

円、電子記録債権の増加25百万円に対し、受取手形及び売掛金の減少118百万円、現金及び預金の減少56百万

円、投資有価証券の減少33百万円、流動資産のその他の減少22百万円、機械装置及び運搬具の減少30百万円

が主な要因です。

（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168百万円増加し4,559百万円となり

ました。これは、１年内返済予定の長期借入金の減少193百万円、未払法人税等の減少26百万円、役員賞与引

当金の減少12百万円に対し、支払手形及び買掛金の増加201百万円、賞与引当金の増加86百万円、長期借入金

の増加83百万円、流動負債のその他の増加19百万円、退職給付に係る負債の増加9百万円が主な要因です。

（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230百万円減少し12,637百万円とな

りました。これは、為替換算調整勘定の減少130百万円、利益剰余金の減少80百万円、その他有価証券評価差

額金の減少23百万円が主な要因です。

 

 

　(3)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。

 

 

　(4)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、142百万円であります。

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。
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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）

(平成30年３月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成30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】

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）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

 

（５）【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）

平成30年１月１日～

平成30年３月31日
 － 9,664,327 － 1,461,735 － 1,486,022

 

 

（６）【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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（７）【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（平成29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】

平成30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　 348,800 － 単元株式数100株

 完全議決権株式（その他）  普通株式　9,306,000 93,060 同上

 単元未満株式  普通株式　   9,527 －  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 － 93,060 －

 （注）「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式95株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30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
348,800 － 348,800 3.61

計 － 348,800 － 348,800 3.61

 

 

２【役員の状況】

　　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

 6/16



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（平成30年１月１日から平

成30年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年１月１日から平成30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

(平成29年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,622,909 4,566,184

受取手形及び売掛金 ※ 2,584,315 ※ 2,465,997

電子記録債権 ※ 867,641 ※ 893,234

商品及び製品 1,406,083 1,416,151

仕掛品 608,326 629,482

原材料及び貯蔵品 665,184 666,374

繰延税金資産 116,883 131,636

その他 256,229 233,694

貸倒引当金 △1,500 △1,000

流動資産合計 11,126,073 11,001,755

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,813,702 2,853,304

機械装置及び運搬具（純額） 481,116 450,886

土地 1,670,426 1,658,678

建設仮勘定 79,721 134,672

その他（純額） 250,094 242,592

有形固定資産合計 5,295,061 5,340,133

無形固定資産   

借地権 174,666 166,060

その他 46,561 47,470

無形固定資産合計 221,228 213,530

投資その他の資産   

投資有価証券 338,251 305,096

繰延税金資産 130,262 188,883

その他 148,245 148,207

投資その他の資産合計 616,758 642,187

固定資産合計 6,133,048 6,195,852

資産合計 17,259,122 17,197,607
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※ 832,665 ※ 1,034,334

短期借入金 900,000 900,000

1年内返済予定の長期借入金 413,030 219,555

未払法人税等 83,840 57,115

賞与引当金 37,675 124,244

役員賞与引当金 16,886 4,670

その他 768,824 788,750

流動負債合計 3,052,922 3,128,670

固定負債   

長期借入金 275,000 358,600

退職給付に係る負債 961,397 970,885

役員退職慰労引当金 3,610 3,667

資産除去債務 3,324 3,343

長期未払金 92,509 92,509

その他 2,000 2,000

固定負債合計 1,337,841 1,431,004

負債合計 4,390,763 4,559,675

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 9,574,929 9,494,873

自己株式 △291,217 △291,217

株主資本合計 12,231,469 12,151,414

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 85,905 62,666

為替換算調整勘定 626,255 495,924

退職給付に係る調整累計額 △75,271 △72,072

その他の包括利益累計額合計 636,888 486,518

純資産合計 12,868,358 12,637,932

負債純資産合計 17,259,122 17,197,607
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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　平成29年１月１日
　至　平成29年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成30年１月１日
　至　平成30年３月31日)

売上高 2,266,256 2,490,148

売上原価 1,227,037 1,360,190

売上総利益 1,039,218 1,129,958

販売費及び一般管理費 984,115 984,901

営業利益 55,103 145,056

営業外収益   

受取利息 5,837 5,289

その他 8,472 3,951

営業外収益合計 14,309 9,241

営業外費用   

支払利息 1,816 1,335

為替差損 13,927 32,931

その他 2,392 3,464

営業外費用合計 18,136 37,731

経常利益 51,277 116,566

特別損失   

固定資産売却損 － 14,708

特別損失合計 － 14,708

税金等調整前四半期純利益 51,277 101,858

法人税、住民税及び事業税 96,338 69,674

法人税等調整額 △81,148 △64,753

法人税等合計 15,190 4,920

四半期純利益 36,086 96,937

親会社株主に帰属する四半期純利益 36,086 96,937
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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　平成29年１月１日
　至　平成29年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成30年１月１日
　至　平成30年３月31日)

四半期純利益 36,086 96,937

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12,526 △23,238

為替換算調整勘定 △131,925 △130,330

退職給付に係る調整額 4,257 3,198

その他の包括利益合計 △140,193 △150,370

四半期包括利益 △104,107 △53,432

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △104,107 △53,432

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、当第１四半期連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計年度末日満期手形

 等が、四半期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

(平成29年12月31日)
 

 
当第１四半期連結会計期間

(平成30年３月31日)
 

  受取手形 13,276千円 16,749千円

  電子記録債権 60,467 64,468

  支払手形 147,237 150,974

 

（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　平成29年１月１日
　至　平成29年３月31日)

 

 
当第１四半期連結累計期間
(自　平成30年１月１日
　至　平成30年３月31日)

 

  減価償却費 79,921千円 84,958千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日　至　平成29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

平成29年３月30日

定時株主総会
普通株式 176,997 19  平成28年12月31日 平成29年３月31日 利益剰余金

 

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成30年１月１日　至　平成30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

平成30年３月29日

定時株主総会
普通株式 176,993 19  平成29年12月31日 平成30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 平成29年１月１日

 至 平成29年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自 平成30年１月１日

 至 平成30年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額 3円87銭 10円41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) 36,086 96,937

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）
36,086 96,937

普通株式の期中平均株式数（株） 9,315,645 9,315,432

（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  

 

平成30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 古山　和則　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員
 

 公認会計士 川村　 敦 　　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平成30年１月１日から平成30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（平成30年１

月１日から平成30年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年１月１日から平成30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平成30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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