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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43期

第３四半期連結
累計期間

第44期
第３四半期連結

累計期間
第43期

会計期間

自　平成28年
　　１月１日
至　平成28年
　　９月30日

自　平成29年
　　１月１日
至　平成29年
　　９月30日

自　平成28年
　　１月１日
至　平成28年
　　12月31日

売上高 （千円） 6,990,349 7,479,700 10,003,003

経常利益 （千円） 409,982 610,563 821,198

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 322,836 395,329 516,695

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △446,007 399,844 48,101

純資産額 （千円） 12,109,882 12,677,173 12,603,815

総資産額 （千円） 16,526,429 17,236,120 17,611,635

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 34.06 42.44 54.73

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 （％） 73.3 73.6 71.6

 

回次
第43期

第３四半期連結
会計期間

第44期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自　平成28年
　　７月１日
至　平成28年
　　９月30日

自　平成29年
　　７月１日
至　平成29年
　　９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 14.38 14.76

（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。
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２【事業の内容】

 当第３四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３四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３四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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業業績や雇用情勢の改善などにより緩やかな回復基調が

継続しております。しかしながら米国の政策動向や、中国を中心とするアジア新興国の経済動向、為替の変動な

ど、今後の先行きは不透明な状況となっております。

医療機器業界におきましては、高齢化社会を背景に症例数の増加が見込まれるものの、引き続き市場での価格

競争は進行しており、業界を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いております。

 

このような環境の中、当社グループは、経営資源の選択と集中を掲げ、自社販売においては泌尿器系を最重点

分野とし、販売・開発活動に取り組むとともに、海外販売では営業体制を強化し、更なる販売拡大に努めてまい

りました。また、収益面では生産拠点における原価低減にも積極的に取り組みました。

 

これらの活動により、売上高につきましては、海外販売が引き続き好調に推移したことに加え、自社販売も堅

調に推移したことから、全体でも前年同期を上回る結果となりました。一方、利益面につきましても、販売数量

増加に伴う操業度の上昇、国内工場の統合効果、海外生産拠点での原価低減策の奏功などにより、前年同期を上

回る結果となりました。

 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高7,479百万円（前年同期比7.0％増）、営業利益

600百万円（前年同期比13.0％増）、経常利益610百万円（前年同期比48.9％増）、親会社株主に帰属する四半期

純利益395百万円（前年同期比22.5％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。

 

＜自社販売＞

自社販売は、消化器系製品が競合他社との競争激化や売価下落の影響により減少いたしましたが、重点分野と

して営業活動に注力する泌尿器系製品のフォーリートレイキットが引き続き好調に推移したことによって、売上

高4,451百万円（前年同期比2.9％増）となりました。

 

＜ＯＥＭ販売＞

ＯＥＭ販売は、血管系製品の一部契約終了にともない減少し、売上高1,193百万円（前年同期比8.2％減）とな

りました。

 

＜海外販売＞

海外販売は、中国市場での販売が、泌尿器系製品、消化器系製品、生検針を中心に引き続き好調に推移したほ

か、欧州市場においても受注が堅調であったことから、売上高1,834百万円（前年同期比34.7％増）となりまし

た。

 

 

　（２）財政状態の分析

（資産）

　当第３四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375百万円減少し17,236百万円となりま

した。これは、電子記録債権の増加197百万円、商品及び製品の増加247百万円、原材料及び貯蔵品の増加112百

万円、流動資産の繰延税金資産の増加75百万円、投資その他の資産のその他の増加92百万円に対し、現金及び預

金の減少282百万円、受取手形及び売掛金の減少674百万円、有価証券の減少200百万円が主な要因です。

（負債）

　当第３四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448百万円減少し4,558百万円となりまし
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た。これは、賞与引当金の増加112百万円に対し、支払手形及び買掛金の減少109百万円、１年内返済予定の長期

借入金の減少63百万円、流動負債のその他の減少168百万円、長期借入金の減少216百万円が主な要因です。

（純資産）

　当第３四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73百万円増加し12,677百万円となりま

した。これは、為替換算調整勘定の減少5百万円に対し、利益剰余金の増加69百万円、退職給付に係る調整累計

額の増加12百万円が主な要因です。

 

 

　（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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３四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、359百万円であります。

なお、当第３四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３四半期会計期間末現
在発行数（株）

(平成29年９月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成29年11月10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29年７月１日～

平成29年９月30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３四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３四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６月30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29年９月30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

348,600
－ 単元株式数100株

 完全議決権株式（その他）
 普通株式

9,305,400
93,054 同上

 単元未満株式
 普通株式

10,327
－  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 － 93,054 －

 （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29年９月30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
348,600 － 348,600 3.61

計 － 348,600 － 348,600 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３四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平

成29年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年１月１日から平成29年９月30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28年12月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,839,270 4,556,382

受取手形及び売掛金 ※１ 2,999,617 ※１ 2,325,416

電子記録債権 ※１ 627,341 ※１ 824,489

有価証券 200,014 －

商品及び製品 1,296,776 1,543,924

仕掛品 591,662 625,736

原材料及び貯蔵品 560,494 673,428

繰延税金資産 89,776 164,971

その他 229,953 267,280

貸倒引当金 △1,500 △1,500

流動資産合計 11,433,408 10,980,129

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,908,292 2,839,857

機械装置及び運搬具（純額） 574,587 502,212

土地 1,781,598 1,781,598

建設仮勘定 － 66,298

その他（純額） 186,082 231,733

有形固定資産合計 5,450,560 5,421,700

無形固定資産   

借地権 180,820 174,230

その他 29,915 45,532

無形固定資産合計 210,736 219,763

投資その他の資産   

投資有価証券 301,799 298,438

繰延税金資産 160,949 166,986

その他 56,929 149,100

貸倒引当金 △2,746 －

投資その他の資産合計 516,930 614,526

固定資産合計 6,178,227 6,255,990

資産合計 17,611,635 17,236,120
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年12月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※１ 1,087,068 ※１ 977,788

短期借入金 900,000 900,000

1年内返済予定の長期借入金 332,980 269,110

未払法人税等 132,201 114,001

賞与引当金 40,024 152,922

役員賞与引当金 18,854 12,665

その他 783,190 615,061

流動負債合計 3,294,319 3,041,549

固定負債   

長期借入金 691,490 475,000

退職給付に係る負債 922,865 941,028

役員退職慰労引当金 3,382 3,553

資産除去債務 3,253 3,306

長期未払金 92,509 92,509

その他 － 2,000

固定負債合計 1,713,500 1,517,397

負債合計 5,007,820 4,558,946

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 9,433,015 9,502,102

自己株式 △290,974 △291,217

株主資本合計 12,089,799 12,158,642

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 61,435 58,472

為替換算調整勘定 567,948 562,652

退職給付に係る調整累計額 △115,368 △102,594

その他の包括利益累計額合計 514,015 518,530

純資産合計 12,603,815 12,677,173

負債純資産合計 17,611,635 17,236,120
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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３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年９月30日)

売上高 6,990,349 7,479,700

売上原価 3,748,608 3,907,425

売上総利益 3,241,741 3,572,275

販売費及び一般管理費 2,710,299 2,971,484

営業利益 531,441 600,790

営業外収益   

受取利息 10,373 14,707

受取配当金 3,158 2,872

保険配当金 994 2,843

その他 9,828 14,468

営業外収益合計 24,355 34,891

営業外費用   

支払利息 8,869 6,919

為替差損 131,066 12,927

その他 5,877 5,270

営業外費用合計 145,813 25,117

経常利益 409,982 610,563

特別利益   

固定資産売却益 25,993 －

負ののれん発生益 36,018 －

特別利益合計 62,012 －

税金等調整前四半期純利益 471,995 610,563

法人税、住民税及び事業税 193,877 300,347

法人税等調整額 △44,719 △85,112

法人税等合計 149,158 215,234

四半期純利益 322,836 395,329

親会社株主に帰属する四半期純利益 322,836 395,329
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年９月30日)

四半期純利益 322,836 395,329

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △70,209 △2,962

為替換算調整勘定 △700,707 △5,296

退職給付に係る調整額 2,073 12,773

その他の包括利益合計 △768,843 4,515

四半期包括利益 △446,007 399,844

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △446,007 399,844

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※１　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３四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28年12月31日)
 

当第３四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)
 

 受取手形 23,181千円 15,694千円

 電子記録債権 29,905 32,454

 支払手形 175,511 186,199

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　当第３四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３四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３四半期連結累計期間

(自　平成28年１月１日
　至　平成28年９月30日)

 

当第３四半期連結累計期間

(自　平成29年１月１日
　至　平成29年９月30日)

 

  減価償却費 224,613千円 252,763千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年１月１日　至　平成28年９月30日）

１. 配当に関する事項

 　　　（1）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28年３月30日

定時株主総会
普通株式 182,703 19  平成27年12月31日 平成28年３月31日 利益剰余金

平成28年８月４日

取締役会
普通株式 149,054 16 平成28年６月30日 平成28年９月８日 利益剰余金

 

 　　　（2）基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末

 　　　　 後となるもの

 　　　　　 該当事項はありません。

 

２. 株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成28年２月12日開催の取締役会決議に基づき、自己株式300,000株の取得を行いました。この結

果、当第３四半期連結累計期間において自己株式が255,719千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において

自己株式が290,797千円となっております。

　なお、当該決議に基づく、自己株式の取得について、平成28年６月15日をもって終了しております。

 

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日　至　平成29年９月30日）

１. 配当に関する事項

 　　　（1）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

平成29年８月３日

取締役会
普通株式 149,050 16 平成29年６月30日 平成29年９月８日 利益剰余金

 

 　　　（2）基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末

　　　　　後となるもの

　　　　　　該当事項はありません。

 

 

（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３四半期連結累計期間

(自 平成28年１月１日

 至 平成28年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成29年１月１日

 至 平成29年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 34円06銭 42円44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） 322,836 395,329

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）
322,836 395,329

普通株式の期中平均株式数（株） 9,478,963 9,315,582

（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。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

　第44期（平成29年１月１日から平成29年12月31日まで）中間配当については、平成29年８月３日開催の取締役会に

おいて、平成29年６月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたし

ました。

　①配当金の総額　　　　　149,050千円

　②１株当たりの金額　　　　　16円00銭

　③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成29年９月８日
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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29年11月10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29年１月１日から平成29年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成29年７

月１日から平成29年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年１月１日から平成29年９月30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29年９月30日現

在の財政状態及び同日をもって終了する第３四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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