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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 3,321 △0.7 625 △12.5 635 △12.4 322 △15.9
21年3月期第3四半期 3,344 ― 714 ― 725 ― 383 ―

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

22年3月期第3四半期 71.86 ―
21年3月期第3四半期 85.41 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第3四半期 5,104 4,363 85.5 972.81
21年3月期 4,886 4,157 85.1 926.85

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  4,363百万円 21年3月期  4,157百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
30.00 30.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 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 4,632 3.5 983 1.3 989 0.5 562 7.4 125.33
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想に当たっての注意事項等については、４ペー
ジ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 4,536,000株 21年3月期  4,536,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  50,400株 21年3月期  50,400株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 4,485,600株 21年3月期第3四半期 4,485,600株
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当第３四半期連結累計期間(９ヶ月)は、一時の急激な悪化から景況は改善されたものの、未だ雇用

不安の状況の中で推移しました。 

学習塾業界におきましても、政権交代による政策により来期の収支改善の期待があるものの、収支

状況が悪化する学習塾が散見されております。 

こうしたなか、当社におきましては、学習塾の社内基準に基づく閉鎖・統合の一巡と、学育教室の

開設や理科実験授業及び野外体験授業などの新たな教育サービスの提供、失業率の上昇を逆手に取っ

た中途採用の積極化等、様々な対策に取り組んでまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高33億21百万円と前年同期比23百万円(0.7％)の減

収となりました。 

利益面につきましては、連結営業利益６億25百万円と前年同期比89百万円(12.5％)の減益、連結経

常利益６億35百万円と前年同期比90百万円(12.4％)の減益、連結第３四半期純利益３億22百万円と前

年同期比60百万円(15.9％)の減益となりました。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

(教育事業) 

子会社である株式会社螢雪ゼミナールを含む当第３四半期連結累計期間の平均生徒数は7,257名(前

年同期比1.1％増)となりました。 

この結果、売上高は18億47百万円と前年同期比61百万円(3.5％)の増収となり、営業利益は、３億円

と前年同期比７百万円(2.4％)の減益となりました。 

(スポーツ事業) 

一方、スポーツ事業につきましては、前連結会計年度において各スクールの採算性の見直しを徹底

し、スクールの閉鎖・統合を行い期初生徒数が減少したため、当第３四半期連結累計期間の平均生徒

数は23,477名(前年同期比8.6％減)となり、売上高13億15百万円と前年同期比１億37百万円(9.5％)の

減収、営業利益は、３億57百万円と前年同期比69百万円(16.4％)の減益となりました。 

(その他の事業) 

添加物・保存料を使用しない弁当の宅配事業及び化粧品・植物ミネラル水の販売事業を主に展開し

ており、当第３四半期連結累計期間の売上高１億58百万円と前年同期比52百万円(49.7％)の増収、営

業損失は32百万円(前年同期営業損失20百万円)となりました。 

  

(流動資産) 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産合計は34億54百万円(前連結会計年度末比２億63百万

円増)となりました。 

 これは主に、現金及び預金が２億90百万円増加したことによるものであります。 

(固定資産) 

当第３四半期連結会計期間末における固定資産合計は16億50百万円(前連結会計年度末比46百万円

減)となりました。 

 これは主に、のれんが27百万円並びに投資有価証券が23百万円減少したことによるものでありま

す。 

(流動負債) 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債合計は７億16百万円(前連結会計年度末比12百万円

増)となりました。 

 これは主に、短期借入金が80百万円増加したことによるものであります。 

(固定負債) 

当第３四半期連結会計期間末における固定負債合計は24百万円(前連結会計年度末比０百万円減)と

なりました。 

 これは主に、退職給付引当金が０百万円減少したことによるものであります。 

(純資産) 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は43億63百万円(前連結会計年度末比２億６百万円

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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増)となりました。 

 これは主に、利益剰余金が１億87百万円増加したことによるものであります。 

  

当第３四半期連結累計期間の連結売上高及び営業利益等は当初計画を若干下回る水準で推移いたし

ました。 

原因といたしましては、主にスポーツ事業部門における入会会員数が計画値を下回ったことによ

り、月謝及び入会時売上高が減少したことによります。 

通期の連結業績予想は、教育事業部門並びにスポーツ事業部門とも来るべき新入会シーズンに向

け、積極的な営業活動による生徒数増を図ると同時に効率的な組織運営によるコスト削減に努めるこ

とにより、前回公表(平成21年５月12日)数値と同額の売上高46億32百万円、営業利益９億83百万円、

経常利益９億89百万円、純利益５億62百万円と予想しております。 

  
  

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 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に

対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税

率を乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,220,780 2,930,772

受取手形及び売掛金 17,482 21,516

商品及び製品 101,602 116,834

原材料及び貯蔵品 9,975 11,270

その他 104,445 110,198

貸倒引当金 △57 △93

流動資産合計 3,454,229 3,190,497

固定資産   

有形固定資産 257,010 258,953

無形固定資産   

のれん － 27,787

その他 22,133 22,519

無形固定資産合計 22,133 50,307

投資その他の資産   

投資有価証券 794,825 818,450

その他 576,094 568,558

投資その他の資産合計 1,370,920 1,387,009

固定資産合計 1,650,064 1,696,270

資産合計 5,104,293 4,886,768

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,134 12,582

短期借入金 291,000 211,000

未払法人税等 47,335 177,926

賞与引当金 64,596 70,995

その他 292,395 231,609

流動負債合計 716,461 704,113

固定負債   

退職給付引当金 17,141 17,819

その他 7,060 7,360

固定負債合計 24,201 25,179

負債合計 740,662 729,292
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 212,700 212,700

資本剰余金 29,700 29,700

利益剰余金 4,182,951 3,995,176

自己株式 △36,976 △36,976

株主資本合計 4,388,375 4,200,600

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24,744 △43,123

評価・換算差額等合計 △24,744 △43,123

純資産合計 4,363,630 4,157,476

負債純資産合計 5,104,293 4,886,768
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(2)【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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,344,609 3,321,584

売上原価 1,747,603 1,807,653

売上総利益 1,597,006 1,513,931

販売費及び一般管理費 882,238 888,761

営業利益 714,767 625,169

営業外収益   

受取利息 9,576 8,566

受取配当金 2,985 2,460

その他 2,090 2,287

営業外収益合計 14,652 13,314

営業外費用   

支払利息 3,635 2,950

その他 179 209

営業外費用合計 3,814 3,159

経常利益 725,605 635,325

特別利益   

受取和解金 － 1,154

特別利益合計 － 1,154

特別損失   

固定資産除却損 6,779 3,071

投資有価証券評価損 27,251 54,662

特別損失合計 34,030 57,734

税金等調整前四半期純利益 691,574 578,745

法人税等 308,448 256,402

四半期純利益 383,125 322,342
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 691,574 578,745

減価償却費 17,943 22,090

のれん償却額 41,681 27,787

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,705 △6,399

貸倒引当金の増減額（△は減少） 51 △36

受取利息及び受取配当金 △12,561 △11,027

支払利息 3,635 2,950

投資有価証券評価損益（△は益） 27,251 54,662

固定資産除却損 6,779 3,071

和解金 － △1,154

売上債権の増減額（△は増加） 6,555 4,033

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,399 16,527

仕入債務の増減額（△は減少） 1,932 8,552

前受金の増減額（△は減少） 11,156 22,951

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,779 1,387

預り保証金の増減額（△は減少） △812 △300

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,759 △677

その他 32,584 37,849

小計 833,446 761,015

利息及び配当金の受取額 12,748 11,216

利息の支払額 △3,935 △3,067

和解金の受取額 － 1,154

法人税等の支払額 △481,150 △389,563

営業活動によるキャッシュ・フロー 361,108 380,756

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △680,700 △680,700

定期預金の払戻による収入 630,700 680,700

有形固定資産の取得による支出 △4,400 △5,455

投資その他の資産の増減額（△は増加） △27,249 △28,231

投資有価証券の取得による支出 △50,214 －

貸付けによる支出 △1,600 △5,500

貸付金の回収による収入 954 3,007

投資活動によるキャッシュ・フロー △132,510 △36,180

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000 90,000

長期借入金の返済による支出 △39,250 △10,000

配当金の支払額 △134,568 △134,568

財務活動によるキャッシュ・フロー △73,818 △54,568

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 154,779 290,007

現金及び現金同等物の期首残高 1,901,240 2,178,266

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,056,020 2,468,274

㈱クリップコーポレーション(4705)平成22年３月期第３四半期決算短信

－8－



当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、事業内容によって区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な製品の区分 

 (1)教育事業…小・中学生及び高校生を対象とした学習塾 

  (2)スポーツ事業…幼児・小学生を対象としたサッカー教室 

  (3)その他の事業…弁当の宅配事業、化粧品販売 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、事業内容によって区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な製品の区分 

 (1)教育事業…小・中学生及び高校生を対象とした学習塾 

  (2)スポーツ事業…幼児・小学生を対象としたサッカー教室 

  (3)その他の事業…弁当の宅配事業、化粧品販売 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

教育事業 
(千円)

スポーツ事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,785,613 1,452,987 106,008 3,344,609 ― 3,344,609

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ―

計 1,785,613 1,452,987 106,008 3,344,609 ─ 3,344,609

営業利益又は営業損失（△) 307,717 427,119 △20,069 714,767 ─ 714,767

教育事業 
(千円)

スポーツ事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,847,282 1,315,566 158,735 3,321,584 ― 3,321,584

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ―

計 1,847,282 1,315,566 158,735 3,321,584 ─ 3,321,584

営業利益又は営業損失（△) 300,247 357,175 △32,253 625,169 ─ 625,169
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前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はありませんので、記載を省略し
ております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はありませんので、記載を省略し
ております。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

海外売上高はありませんので、記載を省略しております。 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

海外売上高はありませんので、記載を省略しております。 
  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

  

  
  

  

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 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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