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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31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３月期第３四半期 22,093 △9.2 △60 － 39 △85.3 △22 －
2020年３月期第３四半期 24,330 0.0 211 △15.6 265 △21.6 155 △10.7

(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 0百万円( △99.6％) 2020年３月期第３四半期 177百万円( △4.8％)
　

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３月期第３四半期 △5.79 －

2020年３月期第３四半期 40.01 －
　　

（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３月期第３四半期 16,668 4,250 25.5
2020年３月期 15,115 4,194 27.8

(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 4,250百万円 2020年３月期 4,194百万円
　　　

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３月期 － 6.00 － 4.00 10.00

2021年３月期 － 0.00 －

2021年３月期(予想) 0.00 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３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 29,000 △9.4 △175 ― △40 ― △90 ― △23.03
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 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 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

除外 1社（社名） 可麗愛特(上海)軟件開発有限公司
　　

（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３月期３Ｑ 3,969,000株 2020年３月期 3,969,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 56,055株 2020年３月期 74,555株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 3,905,747株 2020年３月期３Ｑ 3,894,445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

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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１．四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

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,200,339 1,244,078

受取手形及び売掛金 4,873,686 5,225,048

電子記録債権 1,993,363 3,110,286

商品及び製品 2,460,479 2,467,366

仕掛品 236,892 260,252

原材料及び貯蔵品 225,927 234,065

その他 124,867 104,488

貸倒引当金 △32,998 △31,581

流動資産合計 11,082,558 12,614,003

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 437,688 421,839

機械装置及び運搬具（純額） 30,584 25,924

土地 1,576,016 1,576,016

リース資産（純額） 31,176 24,711

その他（純額） 54,787 42,899

有形固定資産合計 2,130,252 2,091,391

無形固定資産

リース資産 41,029 32,530

その他 62,072 56,303

無形固定資産合計 103,102 88,834

投資その他の資産

繰延税金資産 435,887 445,740

その他 1,431,303 1,496,305

貸倒引当金 △68,005 △67,617

投資その他の資産合計 1,799,185 1,874,429

固定資産合計 4,032,540 4,054,654

繰延資産 110 47

資産合計 15,115,208 16,668,706
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,577,024 2,945,534

電子記録債務 4,409,466 4,165,666

短期借入金 － 1,400,000

1年内返済予定の長期借入金 815,111 714,604

リース債務 22,661 20,885

未払法人税等 61,578 25,441

賞与引当金 166,345 97,224

その他 561,165 628,642

流動負債合計 8,613,352 9,997,999

固定負債

長期借入金 1,094,667 1,180,582

リース債務 59,351 43,856

役員退職慰労引当金 36,535 40,027

退職給付に係る負債 899,851 933,262

資産除去債務 6,591 6,657

役員退職慰労未払金 51,100 48,300

その他 159,131 167,079

固定負債合計 2,307,227 2,419,766

負債合計 10,920,579 12,417,765

純資産の部

株主資本

資本金 646,494 646,494

資本剰余金 803,217 804,746

利益剰余金 2,763,014 2,784,033

自己株式 △42,000 △31,578

株主資本合計 4,170,725 4,203,694

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 26,430 55,670

繰延ヘッジ損益 4,370 △6,223

為替換算調整勘定 31,429 23,027

退職給付に係る調整累計額 △38,327 △25,228

その他の包括利益累計額合計 23,904 47,245

純資産合計 4,194,629 4,250,940

負債純資産合計 15,115,208 16,668,706

　



クリエイト株式会社(3024) 2021年３月期 第３四半期決算短信

―3―

（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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 24,330,430 22,093,598

売上原価 20,282,049 18,294,883

売上総利益 4,048,380 3,798,714

販売費及び一般管理費 3,836,494 3,859,468

営業利益又は営業損失（△） 211,886 △60,754

営業外収益

受取利息 205 231

受取配当金 3,673 3,561

不動産賃貸料 45,963 43,434

仕入割引 117,178 101,187

助成金収入 － 41,929

その他 28,752 47,411

営業外収益合計 195,773 237,755

営業外費用

支払利息 18,617 11,850

手形売却損 10,765 9,092

不動産賃貸原価 32,981 30,709

売上割引 59,872 56,669

その他 20,406 29,596

営業外費用合計 142,643 137,918

経常利益 265,016 39,083

特別損失

投資有価証券売却損 － 96

投資有価証券評価損 － 2,899

関係会社株式評価損 － 35,053

事業整理損 2,482 －

特別損失合計 2,482 38,048

税金等調整前四半期純利益 262,534 1,035

法人税等 106,712 23,634

四半期純利益又は四半期純損失（△） 155,821 △22,599

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

155,821 △22,599
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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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 155,821 △22,599

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 6,992 29,240

繰延ヘッジ損益 1,745 △10,594

為替換算調整勘定 751 △8,402

退職給付に係る調整額 11,745 13,098

その他の包括利益合計 21,235 23,341

四半期包括利益 177,056 741

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 177,056 741

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

　



クリエイト株式会社(3024) 2021年３月期 第３四半期決算短信

―5―

（３）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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。
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２．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

　


