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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022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 ％

2023年３月期第２四半期 16,483 9.2 295 － 298 － 180 －

2022年３月期第２四半期 15,088 8.3 △37 － △10 － △32 －
(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期 193百万円( －％) 2022年３月期第２四半期 △57百万円( －％)
　

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

2023年３月期第２四半期 45.76 －

2022年３月期第２四半期 △8.40 －
　

　

（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 ％

2023年３月期第２四半期 17,488 4,527 25.9

2022年３月期 15,580 4,368 28.0
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 4,527百万円 2022年３月期 4,368百万円
　

　

　

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

2022年３月期 － 0.00 － 12.00 12.00

2023年３月期 － 4.00

2023年３月期(予想) － 10.00 14.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）
連結業績予想に関する序文

(％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 33,000 4.7 390 44.1 430 30.5 220 21.7 55.78
(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 ： 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) 2023年３月期２Ｑ 3,969,000株 2022年３月期 3,969,000株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 14,555株 2022年３月期 37,555株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 3,939,614株 2022年３月期２Ｑ 3,920,224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
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,242,346 1,275,926

受取手形及び売掛金 4,947,799 5,601,126

電子記録債権 2,339,081 3,567,838

商品及び製品 2,352,133 2,414,742

仕掛品 278,626 282,025

原材料及び貯蔵品 266,042 248,051

その他 185,037 220,334

貸倒引当金 △27,136 △26,574

流動資産合計 11,583,930 13,583,469

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 391,351 381,339

機械装置及び運搬具（純額） 19,224 17,917

土地 1,576,016 1,576,016

リース資産（純額） 12,248 9,371

その他（純額） 28,069 23,448

有形固定資産合計 2,026,910 2,008,092

無形固定資産

リース資産 18,365 25,075

その他 53,958 45,571

無形固定資産合計 72,324 70,646

投資その他の資産

投資有価証券 151,936 142,619

繰延税金資産 475,896 459,205

その他 1,349,418 1,298,595

貸倒引当金 △79,650 △74,465

投資その他の資産合計 1,897,600 1,825,954

固定資産合計 3,996,834 3,904,694

資産合計 15,580,765 17,488,164
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,774,769 2,953,234

電子記録債務 4,541,865 4,559,898

短期借入金 - 1,700,000

１年内返済予定の長期借入金 637,449 657,911

リース債務 19,732 21,623

未払法人税等 211,306 125,707

賞与引当金 171,686 258,096

その他 635,673 500,657

流動負債合計 8,992,482 10,777,130

固定負債

長期借入金 1,042,522 1,003,380

リース債務 19,046 20,367

役員退職慰労引当金 29,381 22,426

退職給付に係る負債 905,012 900,182

資産除去債務 6,770 6,816

役員退職慰労未払金 48,300 48,300

その他 169,229 181,602

固定負債合計 2,220,262 2,183,075

負債合計 11,212,745 12,960,206

純資産の部

株主資本

資本金 646,494 646,494

資本剰余金 806,127 807,062

利益剰余金 2,884,255 3,017,104

自己株式 △21,156 △8,199

株主資本合計 4,315,719 4,462,461

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 56,678 49,225

繰延ヘッジ損益 9,878 25,832

為替換算調整勘定 △2,766 110

退職給付に係る調整累計額 △11,490 △9,671

その他の包括利益累計額合計 52,299 65,497

純資産合計 4,368,019 4,527,958

負債純資産合計 15,580,765 17,488,164

　



クリエイト株式会社(3024) 2023年３月期 第２四半期決算短信

（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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 15,088,174 16,483,491

売上原価 12,534,790 13,405,675

売上総利益 2,553,383 3,077,815

販売費及び一般管理費 2,591,028 2,782,504

営業利益又は営業損失（△） △37,644 295,311

営業外収益

受取利息 119 89

受取配当金 2,732 2,634

不動産賃貸料 28,764 29,466

助成金収入 9,009 811

その他 28,518 21,807

営業外収益合計 69,145 54,809

営業外費用

支払利息 6,387 6,634

手形売却損 5,461 5,474

不動産賃貸原価 21,392 19,293

その他 8,987 19,822

営業外費用合計 42,228 51,225

経常利益又は経常損失（△） △10,727 298,895

特別利益

投資有価証券売却益 5,977 -

特別利益合計 5,977 -

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

△4,749 298,895

法人税等 28,182 118,599

四半期純利益又は四半期純損失（△） △32,932 180,296

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（△）

△32,932 180,296
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △32,932 180,296

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,405 △7,452

繰延ヘッジ損益 △2,731 15,954

為替換算調整勘定 △13,691 2,876

退職給付に係る調整額 3,671 1,819

その他の包括利益合計 △24,157 13,197

四半期包括利益 △57,090 193,493

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △57,090 193,493

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）

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。

　


