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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 1,077 △2.1 78 △36.1 79 △38.3 8 △83.5
24年3月期第1四半期 1,100 4.3 122 19.8 128 21.3 52 34.0

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 21百万円 （△56.5％） 24年3月期第1四半期 50百万円 （9.8％）

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

25年3月期第1四半期 1.94 ―
24年3月期第1四半期 11.73 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 6,285 5,201 82.8
24年3月期 6,319 5,359 84.8
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  5,201百万円 24年3月期  5,359百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

24年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 40.00 40.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 2,523 3.8 527 9.6 530 6.4 312 14.2 69.73
通期 5,136 3.7 1,107 6.8 1,113 5.1 656 5.8 146.43



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料Ｐ．４「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．４「２．サマリー情報（その他）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビューの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件及び業
績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 4,536,000 株 24年3月期 4,536,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 50,605 株 24年3月期 50,549 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 4,485,448 株 24年3月期1Q 4,485,451 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務危機や円高等の影響から落着きを取り戻

しつつありますが、依然として予断を許さない状況となっております。 

学習塾業界におきましても、新学習指導要領の実施に伴い、受験や補習のニーズは高まっております

が、各学習塾のシェア争いは過激さを増しております。 

こうしたなか、当社グループにおきましては、積極的な中途採用と理科実験授業・野外体験授業及び

農業体験授業などの新たな教育サービスの提供等、従来からの対策を継続して取り組んでおります。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高10億77百万円(前年同期比23百万円減)となりました。

利益面につきましては、営業利益78百万円(前年同期比44百万円減)、経常利益79百万円(前年同期比

49百万円減)、四半期純利益８百万円(前年同期比43百万円減)となりました。 

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１四半期連結累計期間の平均生徒数は8,039名(前年

同期比0.9％減)となりました。この結果、売上高は５億98百万円(前年同期比７百万円減)となり、セグ

メント利益は、10百万円(前年同期比22百万円減)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、当第１四半期連結累計期間の平均生徒数は22,097名(前年同期

比4.9％減)となり、売上高３億96百万円(前年同期比14百万円減)、セグメント利益は、87百万円(前年

同期比17百万円減)となりました。 

(飲食事業) 

添加物・保存料を使用しない弁当の宅配事業を展開しており、当第１四半期連結累計期間の売上高は

66百万円（前年同期比１百万円減）、セグメント損失は11百万円（前期セグメント損失10百万円）とな

りました。 

(その他) 

化粧品販売事業・金属加工事業・バスケット教室の運営・農業事業を行っており、当第１四半期連結

累計期間の売上高は18百万円（前年同期比１百万円増）、セグメント損失は８百万円（前期セグメント

損失５百万円）となりました。 

(流動資産) 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産合計は52億80百万円(前連結会計年度末比１百万円増)

となりました。 

 これは主に、現金及び預金が18百万円増加したことによるものであります。  

(固定資産)  

当第１四半期連結会計期間末における固定資産合計は10億５百万円(前連結会計年度末比35百万円減)

となりました。 

 これは主に、投資その他の資産が38百万円減少したことによるものであります。  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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(流動負債)  

当第１四半期連結会計期間末における流動負債合計は10億28百万円(前連結会計年度末比１億17百万

円増)となりました。 

 これは主に、短期借入金が70百万円増加したことと賞与引当金が50百万円増加したことによるもので

あります。  

(固定負債) 

当第１四半期連結会計期間末における固定負債合計は55百万円(前連結会計年度末比５百万円増)とな

りました。 

これは主に、退職給付引当金が５百万円増加したことによるものであります。 

(純資産)  

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は52億１百万円(前連結会計年度末比１億57百万円

減)となりました。 

 これは主に、配当金の支払い等により利益剰余金が１億70百万円減少したことによるものでありま

す。  

  

当第１四半期の連結売上高及び営業利益等は、概ね予想と同程度の水準で推移いたしました。 

売上面では、主たる事業であります教育事業及びスポーツ事業におけます平均生徒数がほぼ予想値と

同程度であったことが主な要因であります。  

営業利益面では、指導要領改訂に伴う教材のコストアップや採用拡大に伴う費用の増加傾向が引き続

きありますが、他のコスト削減の徹底等により、利益確保を行ってまいる予定であります。 

連結業績予想は、第２四半期以降において積極的な入会活動と同時に効率的な組織運営によるコスト

削減に努めることで、第２四半期累計期間及び通期共に前回公表数値と同額を予想しております。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 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１四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。 

  

 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４

月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

これによる影響額は、軽微であります。 

  

２．サマリー情報(その他)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

㈱クリップコーポレーション（4705）平成25年3月期 第1四半期決算短信

－4－



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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,011,070 5,029,461

受取手形及び売掛金 27,009 19,867

商品及び製品 91,134 89,725

原材料及び貯蔵品 12,838 10,590

その他 136,924 130,888

貸倒引当金 △7 △7

流動資産合計 5,278,970 5,280,526

固定資産   

有形固定資産 306,999 309,419

無形固定資産 25,496 25,243

投資その他の資産 708,460 670,381

固定資産合計 1,040,956 1,005,044

資産合計 6,319,926 6,285,570

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 33,741 30,930

短期借入金 250,000 320,000

未払法人税等 229,037 30,266

賞与引当金 83,632 133,903

資産除去債務 1,617 1,620

その他 312,366 511,542

流動負債合計 910,395 1,028,263

固定負債   

退職給付引当金 26,704 32,211

資産除去債務 14,172 14,216

その他 9,182 8,910

固定負債合計 50,059 55,338

負債合計 960,454 1,083,602
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30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 5,166,025 4,995,296

自己株式 △37,086 △37,139

株主資本合計 5,371,339 5,200,557

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △11,867 1,410

その他の包括利益累計額合計 △11,867 1,410

純資産合計 5,359,472 5,201,968

負債純資産合計 6,319,926 6,285,570

㈱クリップコーポレーション（4705）平成25年3月期 第1四半期決算短信

－6－



（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１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,100,499 1,077,413

売上原価 685,119 715,887

売上総利益 415,379 361,526

販売費及び一般管理費 293,237 283,505

営業利益 122,142 78,020

営業外収益   

受取利息 2,201 291

受取配当金 1,346 1,119

営業権譲渡益 2,348 －

その他 1,936 829

営業外収益合計 7,833 2,239

営業外費用   

支払利息 1,008 923

その他 323 11

営業外費用合計 1,332 934

経常利益 128,642 79,325

特別損失   

固定資産除却損 1,469 2,223

投資有価証券評価損 － 28,145

特別損失合計 1,469 30,368

税金等調整前四半期純利益 127,173 48,957

法人税等 74,577 40,268

少数株主損益調整前四半期純利益 52,595 8,688

四半期純利益 52,595 8,688
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 52,595 8,688

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,120 13,278

その他の包括利益合計 △2,120 13,278

四半期包括利益 50,474 21,967

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 50,474 21,967

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記
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Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、化粧品販売事業・金属加工事業・

バスケット教室事業及び農業事業を含んでおります。 

    2.調整額はセグメント間取引の消去であります。 

  3.セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、化粧品販売事業・金属加工事業・

バスケット教室事業及び農業事業を含んでおります。 

    2.調整額はセグメント間取引の消去であります。 

  3.セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

（４）セグメント情報

報告セグメント その他 
(注)1 
(千円)

合計
調整額 
(注)2 
(千円)

四半期連結損益 

計算書計上額 

(注)3 

(千円)
教育事業  
(千円)

スポーツ事業 

(千円)

飲食事業 
(千円)

計 
(千円)

売上高

外部顧客に 
対する売上高

606,012 411,399 68,451 1,085,863 14,635 1,100,499 ─ 1,100,499

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

─ ─ ─ ─ 1,760 1,760 △1,760 ─

計 606,012 411,399 68,451 1,085,863 16,396 1,102,259 △1,760 1,100,499

セグメント利
益 又 は 損 失
（△)

32,921 104,590 △10,185 127,326 △5,184 122,142 ─ 122,142

報告セグメント その他 
(注)1 
(千円)

合計
調整額 
(注)2 
(千円)

四半期連結損益 

計算書計上額 

(注)3 

(千円)
教育事業  
(千円)

スポーツ事業 

(千円)

飲食事業 
(千円)

計 
(千円)

売上高

外部顧客に 
対する売上高

598,659 396,410 66,526 1,061,596 15,817 1,077,413 ─ 1,077,413

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

─ ─ ─ ─ 2,528 2,528 △2,528 ─

計 598,659 396,410 66,526 1,061,596 18,346 1,079,942 △2,528 1,077,413

セグメント利
益 又 は 損 失
（△)

10,840 87,332 △11,789 86,383 △8,362 78,020 ─ 78,020
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 該当事項はありません。 

  

  

  

  

（５）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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