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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年９月30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 ％

2022年３月期第２四半期 15,088 8.3 △37 － △10 － △32 －

2021年３月期第２四半期 13,937 △12.2 △203 － △118 － △113 －
(注) 包括利益 2022年３月期第２四半期 △57百万円( －％) 2021年３月期第２四半期 △90百万円( －％)
　

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

2022年３月期第２四半期 △8.40 －

2021年３月期第２四半期 △29.12 －
　

　

（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 ％

2022年３月期第２四半期 16,332 4,140 25.4

2021年３月期 15,221 4,181 27.5
(参考) 自己資本 2022年３月期第２四半期 4,140百万円 2021年３月期 4,181百万円
　

　

　

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

2021年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2022年３月期 － 0.00

2022年３月期(予想) － 4.00 4.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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 31,000 4.6 150 － 220 559.7 60 － 15.28
(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 ： 無
　

　

（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 ： 有

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) 2022年３月期２Ｑ 3,969,000株 2021年３月期 3,969,000株

② 期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 37,555株 2021年３月期 56,055株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 3,920,224株 2021年３月期２Ｑ 3,902,128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
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,111,749 1,136,203

受取手形及び売掛金 4,875,166 5,048,646

電子記録債権 2,323,317 3,177,115

商品及び製品 2,251,006 2,316,138

仕掛品 283,347 272,942

原材料及び貯蔵品 202,464 257,665

その他 149,015 174,522

貸倒引当金 △30,485 △26,987

流動資産合計 11,165,582 12,356,246

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 415,764 396,900

機械装置及び運搬具（純額） 24,371 22,197

土地 1,576,016 1,576,016

リース資産（純額） 22,787 19,286

その他（純額） 35,872 38,630

有形固定資産合計 2,074,812 2,053,031

無形固定資産

リース資産 29,697 24,031

その他 57,391 60,042

無形固定資産合計 87,089 84,074

投資その他の資産

投資有価証券 203,494 167,931

繰延税金資産 422,377 444,937

その他 1,344,092 1,305,662

貸倒引当金 △76,003 △79,241

投資その他の資産合計 1,893,961 1,839,290

固定資産合計 4,055,863 3,976,396

繰延資産 26 －

資産合計 15,221,472 16,332,643
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,702,984 2,752,563

電子記録債務 4,398,433 4,389,520

短期借入金 － 1,300,000

１年内返済予定の長期借入金 651,311 609,238

リース債務 20,573 20,314

未払法人税等 61,117 65,432

賞与引当金 168,283 187,288

その他 689,676 443,877

流動負債合計 8,692,379 9,768,233

固定負債

長期借入金 1,050,025 1,116,357

リース債務 38,778 28,621

役員退職慰労引当金 40,981 30,117

事業整理損失引当金 65,769 71,181

退職給付に係る負債 934,406 957,227

資産除去債務 6,680 6,725

役員退職慰労未払金 48,300 48,300

その他 162,565 165,413

固定負債合計 2,347,505 2,423,944

負債合計 11,039,885 12,192,177

純資産の部

株主資本

資本金 646,494 646,494

資本剰余金 804,746 806,127

利益剰余金 2,699,294 2,670,527

自己株式 △31,578 △21,156

株主資本合計 4,118,956 4,101,992

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 68,329 56,923

繰延ヘッジ損益 8,049 5,317

為替換算調整勘定 19,103 5,411

退職給付に係る調整累計額 △32,851 △29,179

その他の包括利益累計額合計 62,631 38,473

純資産合計 4,181,587 4,140,465

負債純資産合計 15,221,472 16,332,643

　



クリエイト株式会社(3024) 2022年３月期 第２四半期決算短信

― 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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 13,937,552 15,088,174

売上原価 11,570,209 12,534,790

売上総利益 2,367,343 2,553,383

販売費及び一般管理費 2,570,397 2,591,028

営業損失（△） △203,054 △37,644

営業外収益

受取利息 95 119

受取配当金 2,543 2,732

不動産賃貸料 28,612 28,764

仕入割引 63,984 －

助成金収入 36,162 9,009

その他 35,830 28,518

営業外収益合計 167,228 69,145

営業外費用

支払利息 7,656 6,387

手形売却損 5,750 5,461

不動産賃貸原価 20,835 21,392

売上割引 36,300 －

その他 11,725 8,987

営業外費用合計 82,268 42,228

経常損失（△） △118,094 △10,727

特別利益

投資有価証券売却益 － 5,977

特別利益合計 － 5,977

特別損失

投資有価証券売却損 96 －

投資有価証券評価損 2,898 －

特別損失合計 2,994 －

税金等調整前四半期純損失（△） △121,088 △4,749

法人税等 △7,471 28,182

四半期純損失（△） △113,616 △32,932

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △113,616 △32,932
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純損失（△） △113,616 △32,932

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 17,331 △11,405

繰延ヘッジ損益 △6,593 △2,731

為替換算調整勘定 3,974 △13,691

退職給付に係る調整額 8,732 3,671

その他の包括利益合計 23,444 △24,157

四半期包括利益 △90,171 △57,090

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △90,171 △57,090

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（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）

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、営業外費用

に計上していた売上割引については、売上高から減額し、営業外収益に計上していた仕入割引については、仕入高

から減額しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認

識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほと

んどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第

86項また書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、

すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第１四半期連結会計期

間の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果による当第２四半期連結累計期間の売上高は35,051千円減少し、売上原価は69,632千円減少し、営業損

失は34,581千円減少し、営業外収益は68,483千円減少し、営業外費用は41,291千円減少し、経常損失及び税金等調

整前四半期純損失はそれぞれ7,389千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は2,435千円増加してお

ります。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年３月31日)第28-15項に定める経過的な

取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりま

せん。

(時価の算定に関する会計基準の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企

業会計基準第10号2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新

たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありま

せん。
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３．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。

　


