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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の積極的な金融・経済政策によって円高の修

正と株価の回復が進展し、それに伴って企業収益が改善、設備投資や個人消費も持ち直しの動きをみせ

るなど、景気は緩やかな回復基調で推移しました。 

管工機材業界におきましては、新設住宅着工戸数が前年を上回る水準を維持しているのに加えて、震

災からの復興、消費税増税前の駆け込みなどによって堅調な需要を持続しています。 

このような状況の下、全国の販売ネットワークを駆使し、営業所に併設したヤードを活用して堅調を

維持している需要を取り込み、タイムリーに商品を供給することに努めました。 

以上の結果、連結売上高は20,621百万円（前年同期比7.7％増加）となり、売上総利益は3,537百万円

（前年同期比2.3％増加）となりました。 

 販売費及び一般管理費は77百万円の増加となり、営業利益は217百万円（前年同期比1.1％増加）とな

りました。また、経常利益は291百万円（前年同期比0.6％増加）となりました。以上の結果、法人税等

考慮後の四半期純利益は143百万円（前年同期比1.4％減少）となりました。 

  
セグメントの業績を示すと次のとおりです。 
  

 [管工機材] 

当セグメントにおきましては、売上高は20,576百万円（前年同期比8.2％増加）、セグメント利益(営

業利益)は286百万円（前年同期比35.9％増加）となりました。 
  

 [その他] 

当セグメントは、報告セグメントに含まれない事業セグメントで主に室内装飾の施工であり、売上高

は44百万円（前年同期比65.8％減少）、セグメント損失(営業損失)は68百万円(前年同期は４百万円の

利益)となりました。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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 (資産の部) 

当第３四半期連結会計期間末の流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べて872百万円増加し、流

動資産合計で9,946百万円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が445百万円増加、商品

及び製品が449百万円増加したこと等によるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べて13百万円増加し、固定

資産合計で3,868百万円となりました。この主な要因は、投資有価証券が39百万円増加したこと等によ

るものです。 

  
 (負債の部) 

当第３四半期連結会計期間末の流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて1,142百万円増加し、

流動負債合計で8,386百万円となりました。この主な要因は、短期借入金が928百万円増加、支払手形及

び買掛金が568百万円増加、１年内返済予定の長期借入金が157百万円減少、未払法人税等が103百万円

減少したこと等によるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて400百万円減少し、固

定負債合計で1,860百万円となりました。この主な要因は長期借入金が396百万円減少したこと等による

ものです。 

  
 (純資産の部) 

当第３四半期連結会計期間末の純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて143百万円増加し、純資

産合計で3,568百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が108百万円増加、その他有価証券評

価差額金が21百万円増加、為替換算調整勘定が12百万円増加したこと等によるものです。 

  

業績予想につきましては、平成25年5月13日に公表いたしました業績予想を修正せず据え置いており

ます。 

なお、今後、業績予想に大きな変化がある場合には適切に開示してまいります。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  
 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,218,527 1,113,401 

受取手形及び売掛金 5,314,938 5,760,093 

電子記録債権 － 66,898 

商品及び製品 2,129,336 2,578,498 

仕掛品 116,264 124,499 

原材料及び貯蔵品 107,354 153,505 

繰延税金資産 132,047 90,183 

その他 124,579 109,600 

貸倒引当金 △68,934 △49,785 

流動資産合計 9,074,112 9,946,895 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 255,913 241,943 

機械装置及び運搬具（純額） 13,405 20,109 

土地 1,792,678 1,792,678 

リース資産（純額） 51,860 49,203 

その他（純額） 35,052 36,513 

有形固定資産合計 2,148,910 2,140,448 

無形固定資産   

リース資産 66,240 59,510 

その他 36,946 33,307 

無形固定資産合計 103,186 92,817 

投資その他の資産   

繰延税金資産 260,155 253,458 

その他 1,491,597 1,533,922 

貸倒引当金 △148,888 △152,384 

投資その他の資産合計 1,602,863 1,634,996 

固定資産合計 3,854,961 3,868,262 

資産合計 12,929,073 13,815,157 

クリエイト㈱（3024）　平成26年３月期 第３四半期決算短信

－ 5 －



 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,617,448 6,185,775 

短期借入金 － 928,640 

1年内返済予定の長期借入金 1,012,683 854,739 

リース債務 29,272 32,925 

未払法人税等 127,978 24,039 

賞与引当金 142,441 72,625 

役員賞与引当金 4,810 － 

その他 309,606 288,175 

流動負債合計 7,244,241 8,386,920 

固定負債   

長期借入金 1,230,528 834,211 

リース債務 88,684 81,148 

退職給付引当金 598,864 618,561 

役員退職慰労引当金 13,764 15,202 

役員退職慰労未払金 175,000 175,000 

その他 153,409 135,983 

固定負債合計 2,260,251 1,860,107 

負債合計 9,504,493 10,247,028 

純資産の部   

株主資本   

資本金 646,494 646,494 

資本剰余金 803,217 803,217 

利益剰余金 1,943,835 2,052,241 

自己株式 △41,843 △41,843 

株主資本合計 3,351,702 3,460,109 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 62,755 84,686 

繰延ヘッジ損益 － 282 

為替換算調整勘定 10,122 23,051 

その他の包括利益累計額合計 72,877 108,019 

純資産合計 3,424,580 3,568,128 

負債純資産合計 12,929,073 13,815,157 
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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24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

売上高 19,154,315 20,621,549 

売上原価 15,696,548 17,083,725 

売上総利益 3,457,766 3,537,823 

販売費及び一般管理費 3,242,520 3,320,269 

営業利益 215,246 217,553 

営業外収益   

受取利息 1,334 628 

受取配当金 6,018 11,358 

不動産賃貸料 50,599 49,644 

仕入割引 108,675 120,514 

貸倒引当金戻入額 － 900 

デリバティブ評価益 37,077 20,490 

その他 33,512 15,414 

営業外収益合計 237,218 218,949 

営業外費用   

支払利息 21,870 19,296 

手形売却損 28,895 32,941 

不動産賃貸原価 34,026 34,011 

売上割引 39,815 45,947 

貸倒引当金繰入額 1,420 － 

その他 36,975 13,068 

営業外費用合計 163,004 145,265 

経常利益 289,460 291,238 

特別利益   

固定資産売却益 249 － 

特別利益合計 249 － 

特別損失   

固定資産除却損 391 60 

固定資産圧縮損 1,622 － 

特別損失合計 2,013 60 

税金等調整前四半期純利益 287,697 291,178 

法人税等 142,195 147,719 

少数株主損益調整前四半期純利益 145,501 143,458 

四半期純利益 145,501 143,458 
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 145,501 143,458 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,547 21,931 

繰延ヘッジ損益 － 282 

為替換算調整勘定 △2,560 12,929 

その他の包括利益合計 △1,013 35,142 

四半期包括利益 144,487 178,600 
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 該当事項はありません。 

  

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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