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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 8,064 △2.2 717 0.1 725 △0.8 419 16.5
21年3月期 8,248 4.2 716 △0.5 731 △0.3 360 25.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 42.18 ― 4.5 6.6 8.9
21年3月期 35.75 ― 3.9 6.8 8.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 11,086 9,473 85.5 963.74
21年3月期 10,923 9,340 85.5 930.73

（参考） 自己資本   22年3月期  9,473百万円 21年3月期  9,340百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 913 △547 △288 1,703
21年3月期 1,093 △1,568 △225 1,626

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00 180 50.3 2.0
22年3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00 176 42.7 1.9

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 18.00 18.00 41.1

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
累計期間

3,962 2.3 250 23.5 255 22.9 150 59.9 15.20

通期 8,270 2.5 731 2.0 739 1.9 436 3.9 43.83
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、17ページ「重要な会計方針」及び19ページ「会計処理方法の変更」をご覧下さい。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 10,309,200株 21年3月期 10,309,200株

② 期末自己株式数 22年3月期  479,372株 21年3月期  273,072株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提として
います。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と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のご利用にあたっ
ての注意事項につきましては、3ページ「１．経営成績」をご覧下さい。 
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(1）経営成績に関する分析 

①当期の概況 

当事業年度におけるわが国の経済は、海外経済の改善や政府の景気刺激策の効果などを背景に、一部景気の回復の

兆しが表われているものの、設備投資の減少や失業率が高水準にあるなど雇用情勢の厳しさが続き、個人消費や企業

の生産水準も低迷したままで、依然として厳しい状況が続きました。 

当学習塾業界につきましても、従来どおり少子化の影響により対象とする就学児童の減少や消費者物価指数の示す

ように、消費の低迷が教育にも波及し、一人当たりの受講講座数の減少や低学年からの受講差し控えなどの現象があ

りました。 

このような環境の中、当社におきましても、前年度から引き続き生徒数の減少があるものの、現役高校生、国・私

立中学生対象の（大学受験指導部門）研伸館をＪＲ京都駅前に開校するなど、既存ブランドの校舎展開を積極的に進

めながら、新たに阪急西宮北口駅北側にスポーツを通し心と体の健康や礼儀作法も育む、幼児・小学生対象の（スポ

ーツクラブ）ＣＵＰＳを開校致しました。さらに、当社開発のインターネットを利用した遠隔授業システムの「E-

Lecture」や教室の授業映像を自動録画で再生できる「ＶＯＤ」システムの授業配信サービス等の高品質化に対して

も引き続き努力してまいりました。また、顧客満足度の向上としましては、教科ごとの指導研究、科学的分析に基づ

く独自に開発した教材などの提供、ＷＥＢを活用した生徒個々への情報提供や相互通信によるきめ細かなケア等をお

こない、前年度に比べ退学者の減少につながっております。 

当事業年度における新たな校舎を以下のように開設致しました。 

・（個別受験指導部門）個別館 神戸市灘区に阪急六甲校、大阪府箕面市に阪急箕面校、大阪府茨木市に茨木校、 

奈良県大和郡山市に郡山校、奈良県生駒市に生駒校 

・（中学受験指導部門）進学館 神戸市東灘区に岡本校（平成22年7月に新校舎にて正式開校予定） 

・（高校受験指導部門）開進館 兵庫県尼崎市に武庫之荘校 

・（大学受験指導部門）研伸館 京都市下京区に研伸館高校生課程京都校及び研伸館中学生課程京都校 

・（総合教育部門）      兵庫県西宮市にＣＵＰＳ西宮北口校 

②部門別の合格実績 

 当社は、受験学習指導に留まらず、豊かな社会を創る人材を育てるため、総合的な教育を提供していくことを目指

しており、当社が展開している地域において高い支持を頂いております。ただ、それも、当社の大学、高校、中学

校、小学校と幅広い受験指導の実績が基盤となっているからだと、認識しております。当事業年度中に行われた各部

門別の合格実績は以下のとおりとなります。 

Ａ 大学受験における現役合格者数は、東京大学の過去最高値40名(理Ⅲ4名含む)、京都大学の過去最高値90名(医学

科14名含む)をはじめとし、大阪大学128名(医学科12名含む)、神戸大学106名(医学科12名含む)等を含んだ国公立

大学現役合格者全体も871名となり、4年連続して過去最高値を更新し、医学科合格者数の88名も過去最高値を更新

しました。また、関西における難関有名私立大学である関関同立(関西学院、関西、同志社、立命館)の４大学にお

いては、計2,039名の現役合格者数となりました。さらに、関東圏の私立大学においても慶應義塾大学は43名(医学

科3名含む)、早稲田大学は48名等の堅調な数字を維持しております。 

Ｂ 高校受験におきましては、前年度から当社の地盤である兵庫県西宮市の高校入試制度が複数志願選抜制度とな

り、単独選抜的な志望校の選択が可能となりました。これを受け、市内の受験生に人気の高い市立西宮高等学校へ

は145名(定員280名)が合格し、その他県立西宮高等学校へ65名、市立西宮東高等学校へも59名と多数合格いたしま

した。また、公立高校の専門学科・コースの受験においても多数の合格を果たしました。また、私立高校受験にお

いても、灘高等学校(2名)、関西学院高等部(56名)、大阪星光学院高等学校(8名)など合格者を多数輩出いたしまし

た。 

Ｃ 中学受験におきましては、男子の最難関中学である灘中学校へ11名、灘中学校に次ぐ難関中学である甲陽学院中

学校へは21名、女子の最難関中学である神戸女学院中学部へは昨年比4名増の18名が合格し、堅調な数字を維持し

ております。 

Ｄ 小学受験部門におきましては、関西学院初等部5名、大阪教育大附属小学校4名をはじめ阪神間の有名校に合格者

を出しております。 

③今期の経営成績 

  前述の事業努力の結果、通期における業績は、売上高で8,064百万円(前年同期比2.2％減)となりましたが、株式

市場の上昇等に伴い、年金資産の運用利益による退職給付費用の負担減が生じ、営業利益は717百万円(前年同期比

0.1％増)、経常利益は725百万円(前年同期比0.8％減)となりました。当期純利益は、保有しております投資有価証

券の評価損等がなくなった結果、419百万円(前年同期比16.5％増)となりました。 

１．経営成績
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④次期の見通し 

  当事業年度に引き続き、好立地マ－ケットへの進出を積極的に進めるとともに、引き続き顧客満足度の向上に努

めてまいります。 

  なお、次期の業績は、売上高8,270百万円(当期比2.5%増)、営業利益731百万円(当期比2.0％増)、経常利益739百

万円(当期比1.9％増)、当期純利益436百万円(当期比3.9％増)を計画しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当事業年度末における総資産は11,086百万円となり、前事業年度末に比べ163百万円増加（前年同期比1.5％増）

となりました。 

 資産の部の主な変動といたしましては、固定資産の取得等による現金及び預金の減少により流動資産が43百万円

減少したこと、新規開設による設備投資及び差入保証金の支払いにより固定資産が206百万円増加したことがあげ

られます。 

 負債の部の主な変動といたしましては、確定給付企業年金制度における年金資産の増加に伴う退職給付引当金の

減少、役員退職慰労金制度の廃止による長期未払金の増加等で固定負債が84百万円減少しことがあげられます。 

 純資産の主な変動といたしましては、利益獲得により利益剰余金が239百万円増加したことあげられます。ま

た、株主資本比率は85.5％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は1,703百万円となり、前事業年度末に比

べ76百万円増加（前年同期比4.7％増）となりました。 

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、913百万円（前事業年度に得られた資金は1,093百万円）となりました。これは

主に通期における生徒数の減少により営業収入が減少したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、547百万円（前事業年度に使用した資金は1,568百万円）となりました。これは

主に有形固定資産の取得による支出が減少したことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、288百万円（前事業年度に使用した資金は225百万円）となりました。これは主

に自己株式の取得による支出が前年に比べ増加したことによるものです。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 利益配分におきましては、業績に裏付けられた成果配分をすることを基本方針としており、配当性向35％以上を目

処として、安定的な配当を考慮して株主資本配当率の向上を目指しております。 

  内部留保資金につきましては、中期経営計画に基づく各事業部門の事業拡大に対する資金需要に備えるとともに、

新規事業の開発活動にも活用し、業績の拡大に努めてまいります。 

 当事業年度におきましては、平成22年４月26日開催の取締役会において、１株につき普通配当18円とすることを決

議いたしました。 

 次期におきましても、安定した配当を継続的に行うため、１株につき普通配当18円とする予定であります。 
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(4）事業等のリスク 

 当社は総合的・多面的な教育事業部門を展開することによって、リスク要因を分散するとともに、今後は学習塾・

予備校中心の受験事業に加え、読書・科学・語学・幼児教育などの総合教育事業を展開してまいります。決算短信

（非連結）に記載しております事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、以下のような

ものがあります。 

  これらのリスクが発生した場合、生徒数の減少に伴う売上高減少等、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

①人材の確保について 

  当社が営業する教育サービスにおいては、カリキュラムや教材の充実が求められており、そのためには高度な知

識、指導力、経験を持った優秀な人材の確保が不可欠であります。当社といたしましては、現在、新卒採用を中心に

人材の採用を実施しておりますが、今後、より多くの優秀な人材を獲得するためには、年間を通じた継続的な中途採

用等を積極的に進めていくことも考える必要があります。当社が必要とする人員の確保、育成が進まなければ、校舎

開設計画の見直しなど事業展開への影響を受ける可能性があります。 

②少子化について 

  当社の属する教育業界においては、いわゆる少子化の影響が懸念されておりますが、保護者が子供に対する高い資

質の教育を受けさせたいというニーズは多くあり、独自の付加価値を求める要望が多くあります。しかし、今後も少

子化の進行や個人消費の低迷が継続するような環境があった場合には、当社の業績に影響を与える可能性がありま

す。 

③安全確保について 

  当社が営業する校舎内においては、生徒の安全管理について充分な配慮を行うことに努めております。今後、より

マニュアル化した安全対策を行っていくことにより、万全の管理に努めてまいります。しかし、突発的な事象により

影響を受ける可能性があります。 

④新規部門参入について 

  当社が教育サービスを展開し提供している地域においては、非受験型教育へのニーズも多く、これに対応した新規

部門への参入も行っております。しかし、ノウハウの蓄積やコストパフォーマンスの改善等検討する余地が多くある

ため、急激な校舎展開を進めることが難しい場合もあります。顧客ニーズに応えながら、均質的なカリキュラムやテ

キストの構築を進めてまいりますが、計画どおりに進まない場合はサービスや質の低下を招き、業績に影響を与える

可能性があります。 

⑤個人情報の管理について 

  当社が教育サービスを提供していく上で、顧客の個人情報を取得することは必要不可欠なことです。取得した個人

情報に関しては、個人情報保護法の定めを遵守し、ネットワークにおけるセキュリティーの強化、社内規程及びその

施行細則・プライバシーポリシーの策定、それらに基づいた社員教育を実施するなど、組織的・人的・物理的・技術

的な安全対策を施し、その保護に関しては最善の体制を敷いております。しかし、万一何らかの事情により当社が保

有する個人情報が外部に流出した場合には、影響を受ける可能性があります。 

  

 最近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略いたします。 

２．企業集団の状況
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(1)会社の経営の基本方針 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策として位置づけるとともに、提供する教育サービスを通じて豊

かな社会を創る人材を育てることを経営の基本方針としております。 

(2)目標とする経営指標 

  当社は、顧客に対する高品質の教育サービス及び学習環境を提供することで顧客数を増やし、売上高を増加させ

つつも、収益力の向上にも注力し売上高経常利益率10％を目標としております。 

(3)中長期的な会社の経営戦略 

  今後の当社の中長期的な戦略においては、顧客(生徒・保護者)のニーズを捉えた教育事業の展開及び事業プロセ

スの改善が大きなテーマであり、それを実現するための戦略の基幹になるものとして、以下の3項目が挙げられま

す。 

  ①小学・中学・高校・大学への受験指導におきまして合格率の向上や進路指導の充実を通じたブランド力の強化 

  ②ITを活用した教育サービスの展開 

  ③新たな教育サービスの提供及び提携事業の推進や他社との協業による事業展開も積極的に図ってまいります。 

(4)会社の対処すべき課題 

①受験指導部門の合格実績の向上 

  小学・中学・高校・大学への受験指導におきまして合格実績の向上を図ることで、受験指導においてのブランド 

力を強化することが売上高を向上するための重要な課題となっております。 

②既設部門の生産性向上 

  少子化による対象生徒数の減少という当業界を取り巻く厳しい事業環境が続く中、付加価値を加えた質の高いサ

ービスを継続的かつ安定的に提供して顧客満足度を高め、既設部門の生産性向上を図り、当社の「E-Lecture」や

「ＶＯＤ」といったインターネットコンテンツ等を最大限活用し高収益型の事業モデルとし提供することが利益率

の向上を実現するための重要な課題となっております。 

③総合教育企業としての基盤づくり 

  当社が展開しております受験指導部門及び非受験型教育部門のバランス良い配置と連携を図ることで、総合教育

企業としてバランスの良いビジネスモデルを確立することが、安定した収益体質を実現するための重要な課題とな

っております。 

  

  

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,826,478 1,803,246

売掛金 235,271 227,513

たな卸資産 ※1  82,746 ※1  60,450

前払費用 105,115 115,513

繰延税金資産 39,044 41,307

その他 5,072 4,984

貸倒引当金 △6,100 △8,400

流動資産合計 2,287,629 2,244,615

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,305,143 4,366,732

減価償却累計額 △1,844,408 △1,960,200

建物（純額） ※2  2,460,735 ※2  2,406,532

構築物 55,778 53,344

減価償却累計額 △37,352 △35,774

構築物（純額） 18,426 17,569

車両運搬具 29,491 30,199

減価償却累計額 △20,237 △22,531

車両運搬具（純額） 9,253 7,668

工具、器具及び備品 647,033 710,065

減価償却累計額 △408,148 △512,586

工具、器具及び備品（純額） 238,885 197,478

土地 ※2  3,803,593 ※2  3,758,285

建設仮勘定 4,800 309,352

有形固定資産合計 6,535,693 6,696,886

無形固定資産   

ソフトウエア 78,611 98,615

電話加入権 19,348 19,362

その他 116 64

無形固定資産合計 98,075 118,041

投資その他の資産   

投資有価証券 357,144 380,828

出資金 50 50

従業員長期貸付金 4,450 －

長期前払費用 7,653 9,697

繰延税金資産 336,492 290,371

差入保証金 1,179,891 1,228,668

保険積立金 115,851 117,139
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

その他 230 －

投資その他の資産合計 2,001,763 2,026,755

固定資産合計 8,635,532 8,841,683

資産合計 10,923,161 11,086,299

負債の部   

流動負債   

買掛金 84,459 73,906

未払金 317,143 422,668

未払費用 191,344 195,417

未払法人税等 126,882 131,821

未払消費税等 52,622 57,495

前受金 47,198 45,808

預り金 51,910 57,530

賞与引当金 36,009 38,128

その他 20,642 20,654

流動負債合計 928,213 1,043,430

固定負債   

長期未払金 － 393,690

退職給付引当金 244,143 80,983

役員退職慰労引当金 325,350 －

預り保証金 84,495 94,797

固定負債合計 653,989 569,471

負債合計 1,582,202 1,612,901

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,667,106 1,667,106

資本剰余金   

資本準備金 1,946,100 1,946,100

資本剰余金合計 1,946,100 1,946,100

利益剰余金   

利益準備金 230,000 230,000

その他利益剰余金   

別途積立金 4,357,500 4,357,500

繰越利益剰余金 1,318,459 1,557,601

利益剰余金合計 5,905,959 6,145,101

自己株式 △171,743 △280,190

株主資本合計 9,347,422 9,478,117

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,463 △4,719

評価・換算差額等合計 △6,463 △4,719
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産合計 9,340,958 9,473,397

負債純資産合計 10,923,161 11,086,299
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 8,248,789 8,064,643

売上原価 6,403,330 6,198,970

売上総利益 1,845,459 1,865,673

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 513,207  

貸倒引当金繰入額 4,158  

役員報酬 79,058  

役員退職慰労金 10  

給料及び賞与 171,514  

退職給付費用 24,890  

役員退職慰労引当金繰入額 59,180  

賞与引当金繰入額 2,884  

福利厚生費 35,687  

採用費 37,090  

消耗品費 9,516  

租税公課 42,410  

減価償却費 25,389  

賃借料 12,561  

支払手数料 30,416  

その他 81,158  

販売費及び一般管理費合計 1,129,135 ※1  1,148,479

営業利益 716,323 717,193

営業外収益   

受取利息 5,280 1,672

受取配当金 4,360 4,330

自販機収入 2,446 2,127

投資有価証券売却益 2,831 －

保険配当金 － 1,429

その他 3,390 4,697

営業外収益合計 18,309 14,257

営業外費用   

投資事業組合運用損 2,427 2,785

自己株式取得費用 493 1,126

その他 242 1,650

営業外費用合計 3,164 5,562

経常利益 731,468 725,888

10

㈱アップ（９６３０）　平成22年３月期決算短信（非連結)



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

受取保険金 1,183 －

退職給付引当金戻入額 － 56,784

その他 － 57

特別利益合計 1,183 56,841

特別損失   

固定資産売却損 － ※2  1,556

固定資産除却損 ※3  1,397 ※3  6,849

校舎整理損 ※4  5,198 ※4  7,999

投資有価証券評価損 ※5  100,755 －

減損損失 － ※6  32,862

その他 1,892 2,711

特別損失合計 109,242 51,979

税引前当期純利益 623,409 730,751

法人税、住民税及び事業税 296,531 268,296

法人税等調整額 △33,306 42,662

法人税等合計 263,225 310,958

当期純利益 360,183 419,792
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（脚注） 

売上原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

１．人件費 ※２    3,591,009  56.1    3,404,349  54.9

２．教材費      136,104  2.1    136,889  2.2

３．経費               

通信費    77,818      －     

水道光熱費    135,037      －     

消耗品費    422,212      423,538     

減価償却費    361,886      353,460     

賃借料    1,046,268      1,017,385     

業務委託費    114,845      －     

テスト代    42,481      －     

受験情報誌費    4,526      －     

その他    471,139  2,676,216  41.8  863,346  2,657,731  42.9

売上原価      6,403,330  100.0    6,198,970  100.0

                

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 １ 売上原価は、教室運営に関して直接発生した費用で

あります。 

 １          同左 

※２ 人件費の中には、賞与引当金繰入額33,125千円、退

職給付費用308,380千円が含まれております。 

※２ 人件費の中には、賞与引当金繰入額35,139千円が含

まれております。 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,667,106 1,667,106

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,667,106 1,667,106

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,946,100 1,946,100

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,946,100 1,946,100

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 230,000 230,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 230,000 230,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 4,357,500 4,357,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,357,500 4,357,500

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,140,364 1,318,459

当期変動額   

剰余金の配当 △182,089 △180,650

当期純利益 360,183 419,792

当期変動額合計 178,094 239,142

当期末残高 1,318,459 1,557,601

利益剰余金合計   

前期末残高 5,727,864 5,905,959

当期変動額   

剰余金の配当 △182,089 △180,650

当期純利益 360,183 419,792

当期変動額合計 178,094 239,142

当期末残高 5,905,959 6,145,101

自己株式   

前期末残高 △128,142 △171,743
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額   

自己株式の取得 △43,600 △108,447

当期変動額合計 △43,600 △108,447

当期末残高 △171,743 △280,190

株主資本合計   

前期末残高 9,212,928 9,347,422

当期変動額   

剰余金の配当 △182,089 △180,650

当期純利益 360,183 419,792

自己株式の取得 △43,600 △108,447

当期変動額合計 134,493 130,695

当期末残高 9,347,422 9,478,117

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,743 △6,463

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,207 1,743

当期変動額合計 △9,207 1,743

当期末残高 △6,463 △4,719

純資産合計   

前期末残高 9,215,672 9,340,958

当期変動額   

剰余金の配当 △182,089 △180,650

当期純利益 360,183 419,792

自己株式の取得 △43,600 △108,447

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,207 1,743

当期変動額合計 125,286 132,439

当期末残高 9,340,958 9,473,397
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

営業収入 8,650,914 8,464,950

原材料又は商品の仕入れによる支出 △153,812 △137,086

人件費の支出 △3,665,319 △3,950,701

その他の営業支出 △3,361,599 △3,178,909

小計 1,470,182 1,198,253

利息及び配当金の受取額 10,339 9,447

その他の収入 6,847 7,971

その他の支出 △4,047 △9,612

法人税等の支払額 △389,632 △292,947

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,093,689 913,112

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 △200,000 △100,000

有価証券の取得による支出 － 200,000

有形固定資産の取得による支出 △1,514,970 △611,559

有形固定資産の売却による収入 － 27,540

無形固定資産の取得による支出 △3,056 △759

差入保証金の差入による支出 △73,652 △65,646

差入保証金の回収による収入 286,051 14,232

預り保証金の受入による収入 95 10,301

投資有価証券の取得による支出 △85,115 △25,900

投資有価証券の売却による収入 27,843 100

貸付金の回収による収入 870 5,120

投資その他の資産の取得による支出 △6,814 △1,134

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,568,748 △547,705

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △181,667 △180,190

自己株式の取得による支出 △43,600 △108,447

財務活動によるキャッシュ・フロー △225,267 △288,638

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △700,327 76,768

現金及び現金同等物の期首残高 2,326,806 ※  1,626,478

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,626,478 ※  1,703,246
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 該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）その他有価証券 

時価のあるもの 

 当事業年度末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

(1）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組合への

出資（金融商品取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるもの）

については、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可能な最近

の決算書を基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法によっておりま

す。 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

たな卸資産 

    先入先出法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しておりま

す。 

たな卸資産 

           同左 

  （会計方針の変更） 

 当事業年度より、「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準 第９号

平成18年７月５日公表分）を適用してお

ります。これにより営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益への影響はありま

せん。 

（会計方針の変更） 

 ─────────── 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 建物（附属設備を除く）は定額法、建

物以外については、定率法によっており

ます。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物及び構築物   ２～50年 

車両運搬具及び器具及び備品 

３～20年 

(1）有形固定資産 

同左 

  (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

(2）無形固定資産 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については、貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員賞与の支給に充てるため、支給

見込額に基づき計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当事業年度末に

おいて発生していると認められる額を計

上しております。 

 過去勤務債務はその発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法により、発生年度から費用処理

することとしております。 

 なお、数理計算上の差異（185,627千

円）については、発生年度において一括

して費用処理しております。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当事業年度末に

おいて発生していると認められる額を計

上しております。 

 過去勤務債務はその発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法により、発生年度から費用処理

することとしております。 

 なお、数理計算上の差異（△175,675

千円）については、発生年度において一

括して費用処理しております。 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「「退職給付引当金に

係る会計基準」の一部改正（その３）」

（企業会計基準第19号平成20年７月31

日）を適用しております。 

この変更に伴う損益に与える影響はあり

ません。  

  (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職金規程に基づく当事業年度

末要支給額の100%相当額を計上しており

ます。 

(4）役員退職慰労引当金 

  （追加情報）  

 当社は、役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労引当金を計上し

ておりましたが、平成21年６月23日開催

の第32回定時株主総会の日をもって役員

退職慰労金制度を廃止することが決議さ

れました。同制度の廃止に伴い、定時株

主総会の日以前の在職期間分の役員退職

慰労金を打ち切り支給することになりま

した。なお、支給時期は、各役員それぞ

れの退任時とし、制度廃止時までに計上

されていた役員退職慰労引当金相当額を

取り崩し、これに功労加算金を含めた金

額を、固定負債「長期未払金」に含めて

表示しております。    
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項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

５．売上高の計上基準 (1）授業料収入 

 受講期間に対応して計上しておりま

す。 

(1）授業料収入 

同左 

  (2）教材収入 

 教材提供該当月に計上しております。

(2）教材収入 

同左 

  (3）年間諸費収入 

 受講開始日の属する事業年度に計上し

ております。 

(3）年間諸費収入 

同左 

  (4）入学金収入 

 入学日の属する事業年度に計上してお

ります。 

(4）入学金収入 

同左 

６．リース取引の処理方法 ───────────   ───────────   

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

消費税等の会計処理 

同左 

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

───────────   （貯蔵品の計上基準） 

従来、貯蔵品に計上しておりました品目のうち、毎年

一定数量を取得し、かつ、内容の改編が行われない品目

につきましては、事務の効率化・簡素化を図る目的で、

当事業年度より、取得した日の属する事業年度に費用計

上することといたしました。この結果、従来の方法に比

較して、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が

11,236千円減少しております。 
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（貸借対照表） 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「未収入金」

（当期末残高2,796千円）は、資産の総額の100分の1以

下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示

しております。 

――――――――― 

  

  

  

 ――――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（損益計算書) 

 従来、販売費及び一般管理費については、損益計算書

において費目別に区分掲記しておりましたが、当事業年

度から損益計算書の一覧性及び明瞭性を高めるため、損

益計算書は、「販売費及び一般管理費」として一括掲記

し、主要な費目を注記する方法に変更しております。 

 なお、当事業年度における販売費及び一般管理費の主

要な費目は「注記事項（損益計算書関係）」に記載のと

おりであります。  

 ――――――――― 

  

  

  

  

   

（損益計算書) 

 前事業年度において、営業外収益の「その他」に含め

て表示しておりました「保険配当金」は、総額の100分

の10を超えたため、当事業年度では区分掲記することと

しました。 

なお、前事業年度の営業外収益の「その他」に含まれ

る「保険配当金」は1,224千円であります。 

 ――――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

（売上原価明細書) 

 前事業年度まで、経費の「通信費」「水道光熱費」

「業務委託費」「テスト代」「受験情報誌費」として表

示しておりましたが、当該内容をより明瞭に表示するた

め、当事業年度より経費の「その他」に含めることにい

たしました。 

なお、当事業年度の「その他」に含まれる「通信費」

「水道光熱費」「業務委託費」「テスト代」「受験情報

誌費」は、それぞれ74,453千円、130,224千円、99,545

千円、45,455千円、4,232千円であります。 

20

㈱アップ（９６３０）　平成22年３月期決算短信（非連結)



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

 ※１ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。  ※１ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 

教 材  千円65,682

貯蔵品  千円17,063

  合計  千円82,746

教 材  千円49,300

貯蔵品  千円11,149

  合計  千円60,450

※２  担保に供している資産及び対応債務は、次のとお

りであります。 

※２  担保に供している資産及び対応債務は、次のとお

りであります。 

担保に供している資産 担保に供している資産 

建物 千円120,456

土地 千円823,247

合計 千円943,703

建物 千円117,240

土地 千円823,247

合計 千円940,488

担保付債務 担保付債務 

長期借入金 千円－

合計 千円－

長期借入金 千円－

合計 千円－

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 ─────────── ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。  

   広告宣伝費 千円510,430

 貸倒引当金繰入額 千円7,902

役員報酬 千円70,763

 役員退職慰労金 千円117,720

 給料及び賞与 千円174,958

  賞与引当金繰入額 千円2,989

 ───────────  ※２ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

   土地売却損 千円1,556

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

  

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

  

 建物(附属設備を含む）除却損 千円279

 構築物除却損 千円140

工具、器具及び備品除却損 千円793

 長期前払費用 千円183

 合計 千円1,397

 建物(附属設備を含む）除却損 千円6,540

工具、器具及び備品除却損 千円149

 長期前払費用 千円159

 合計 千円6,849

※４ 校舎整理損の内訳は、次のとおりであります。 

  

※４ 校舎整理損の内訳は、次のとおりであります。 

  

 建物(附属設備を含む)除却損 千円3,650

 工具、器具及び備品除却損  千円110

 原状復帰工事費用 千円456

 備品運搬費 千円142

 閉校に伴う入学金返還額 千円838

合計 千円5,198

 建物(附属設備を含む)除却損 千円648

 工具、器具及び備品除却損  千円8

 原状復帰工事費用 千円6,770

 その他 千円572

合計 千円7,999

※５ 投資有価証券評価損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

  

 ─────────── 

  

株式 千円66,875

不動産投資信託証券 千円33,880

合計 千円100,755
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前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

─────────── ※６ 減損損失 

   当社は、以下の資産グループについて減損損失を

計上いたしました。 

＜減損損失の認識に至った経緯＞  

 上記の資産は、従来教室として利用しておりました

が、平成21年４月において教室の移転により遊休状態

となり、回収可能額が帳簿価額を下回ることとなった

ため、減損損失を認識いたしました。  

＜資産をグルーピングした方法＞  

 当社は、各営業拠点を、営業テリトリーが重複する

等キャッシュ・フローの生成に相互補完関係の認めら

れる拠点ごとに区分した各単位を１つの資産グループ

としております。  

＜回収可能額の算定方法＞  

 回収可能額は正味売却価額により算定しておりま

す。正味売却価額は直近の市場価額を基礎としており

ます。 

 なお、平成22年２月に遊休資産の売却が完了しまし

た。  

用途 場所 種類  減損損失

遊休資産
兵庫県 

三田市 

建物 

構築物 

土地 

14,765千円

1,634千円

16,462千円

合 計  32,862千円
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動の事由） 

増加数の内訳は以下のとおりであります。 

取締役会決議に基づく買取による増加        79千株 

単元未満株式の買取による増加          0千株 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

発行済株式         

普通株式  10,309  －  －  10,309

合計  10,309  －  －  10,309

自己株式         

普通株式  193  79  －  273

合計  193  79  －  273

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  182,089  18 平成20年３月31日 平成20年６月25日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年４月27日 

取締役会 
普通株式  180,650 利益剰余金  18 平成21年３月31日 平成21年６月８日
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当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動の事由） 

増加数の内訳は以下のとおりであります。 

取締役会決議に基づく買取による増加         206千株 

単元未満株式の買取による増加            -千株 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

発行済株式         

普通株式  10,309  －  －  10,309

合計  10,309  －  －  10,309

自己株式         

普通株式  273  206  －  479

合計  273  206  －  479

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年４月27日 

取締役会 
普通株式  180,650  18 平成21年３月31日 平成21年６月８日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年４月26日 

取締役会 
普通株式  176,936 利益剰余金  18 平成22年３月31日 平成22年６月９日
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。   

 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

   決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

  

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載さ

れている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載さ

れている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定 千円1,826,478

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
千円△200,000

現金及び現金同等物 千円1,626,478

現金及び預金勘定 千円1,803,246

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
千円△100,000

現金及び現金同等物 千円1,703,246

（リース取引関係）

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）
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１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、平成21年７月１日より規約型確定給付企業年金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（退職給付関係）

  
前事業年度

（平成21年３月31日） 
当事業年度

（平成22年３月31日） 

  

(1)退職給付債務（千円）   

(2)年金資産（千円）   

(3)未積立退職給付債務（千円） (1)＋(2) 

(4)会計基準変更時差異の未処理額（千円） 

(5)未認識数理計算上の差異（千円）   

(6)未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円） 

(7)貸借対照表計上額純額（千円） (3)＋(4)＋(5)＋(6)

(8)前払年金費用（千円）   

(9)退職給付引当金（千円） (7)－(8) 

 △1,094,581

 740,073

 △354,508

 －

 －

 110,364

 △244,143

 －

 △244,143

 △925,999

 891,162

 △34,837

 －

 －

 △46,146

 △80,983

 －

 △80,983

  
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日）

  

(1) 勤務費用（千円）   

(2）利息費用（千円）   

(3）期待運用収益（千円）   

(4）過去勤務債務の費用処理額（千円） 

(5）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 

(6）退職給付費用（千円） (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)

 103,090

 20,263

 △12,498

 36,788

 185,627

 333,270

 99,593

 19,759

 △14,801

 14,340

 △175,675

 △56,784

  
前事業年度

（平成21年３月31日） 
当事業年度

（平成22年３月31日） 

(1) 割引率（％）  2.0 同左  

(2) 期待運用収益率（％）  1.5   2.0

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(4) 数理計算上の差異の処理年数（年）  1 同左 

  （発生期末一括償却）   

(5) 過去勤務債務の処理年数  56ヶ月   

(発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数による

定額法による。） 

   同左  
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 
１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 
(1）ストック・オプションの内容 

 (注)１．株式数に換算して記載しております。 
２．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。 
ａ 新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」とする。）について、法律や社内諸規則
等の違反、社会や会社に対する背信行為等があった場合には、権利は即時に喪失するものとし、以
後、当該対象者の新株予約権の行使を認めない。 

ｂ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社取締役、従業員であることを要する。 
ｃ 新株予約権の相続に関しては、取締役会で決議された場合にかぎり相続できるものとする。 
ｄ その他の権利行使者の条件は、本総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と
新株予約権者の間で締結する新株予約権付与契約書に定めるところとする。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 
 当事業年度（平成21年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ
ンの数については、株式数に換算して記載しております。 
① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

（ストック・オプション等関係）

  平成16年 ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役  6名
当社従業員   113名 

株式の種類別のストック・
オプションの数（注１） 

普通株式 212,400株

付与日 平成16年９月27日

権利確定条件 （注２）

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 
 権利確定後３年以内。
但し、権利行使時においても当社取締役、従業員であること。 

  平成16年 ストック・オプション  

権利確定前     （株）      

前事業年度末  －

付与  －

失効  －

権利確定  －

未確定残  －

権利確定後     （株）      

前事業年度末  219,600

権利確定  －

権利行使  －

失効  7,200

未行使残  212,400

  平成16年 ストック・オプション  

権利行使価格      
（円）  686

行使時平均株価     
（円） 

 －

付与日における公正な評価単
価（円） 

 －
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当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）
１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 
(1）ストック・オプションの内容 

 (注)１．株式数に換算して記載しております。 
２．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。 

ａ 新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」とする。）について、法律や社内諸規
則等の違反、社会や会社に対する背信行為等があった場合には、権利は即時に喪失するものとし、
以後、当該対象者の新株予約権の行使を認めない。 
ｂ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社取締役、従業員であることを要する。 
ｃ 新株予約権の相続に関しては、取締役会で決議された場合にかぎり相続できるものとする。 
ｄ その他の権利行使者の条件は、本総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社
と新株予約権者の間で締結する新株予約権付与契約書に定めるところとする。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 
 当事業年度（平成22年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ
ンの数については、株式数に換算して記載しております。 
① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

なお、当該新株予約権につきましては、行使期間が平成21年６月30日で終了したため、上記の新株予約権の未

行使数はすべて平成21年７月１日に失効しました。 

  平成16年 ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役  －名
当社従業員    －名 

株式の種類別のストック・
オプションの数（注１） 

普通株式     －株

付与日 平成16年９月27日

権利確定条件 （注２）

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 
 権利確定後３年以内。
但し、権利行使時においても当社取締役、従業員であること。 

  平成16年 ストック・オプション  

権利確定前     （株）      

前事業年度末  －

付与  －

失効  －

権利確定  －

未確定残  －

権利確定後     （株）      

前事業年度末  212,400

権利確定  －

権利行使  －

失効  212,400

未行使残  －

  平成16年 ストック・オプション  

権利行使価格      
（円）  686

行使時平均株価     
（円） 

 －

付与日における公正な評価単
価（円） 

 －
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳 

（単位：千円） （単位：千円）

繰延税金資産   

①流動資産   

未払事業税 13,483

未払事業所税 8,220

賞与引当金 14,634

賞与引当金分社会保険料 1,805

貸倒引当金 1,874

計 40,019

②固定資産   

減価償却 4,269

一括償却資産償却 22,633

減損損失 71,546

投資有価証券評価損 840

ゴルフ会員権評価損 1,335

退職給付引当金 99,220

役員退職慰労引当金 132,222

投資有価証券評価差額 4,425

計 336,492

繰延税金資産計 376,512

繰延税金負債   

①流動負債   

 その他 975

計 975

繰延税金負債計 975

繰延税金資産の純額 375,536

繰延税金資産   

①流動資産   

未払事業税 13,646

未払事業所税 8,291

賞与引当金 15,491

賞与引当金分社会保険料 1,943

貸倒引当金 2,786

計 42,160

②固定資産   

減価償却 3,598

一括償却資産償却 19,784

減損損失 70,898

投資有価証券評価損 1,424

退職給付引当金 32,903

長期未払金 159,956

投資有価証券評価差額 3,229

小計 291,796

評価性引当額 △1,424

計 290,371

繰延税金資産計 332,532

繰延税金負債   

①流動負債   

 その他 853

計 853

繰延税金負債計 853

繰延税金資産の純額 331,679

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。 

（賃貸等不動産関係）
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭930 73

１株当たり当期純利益金額 円 銭35 75

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円 銭963 74

１株当たり当期純利益金額 円 銭42 18

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

  
前事業年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  360,183  419,792

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  360,183  419,792

期中平均株式数（株）  10,074,934  9,951,953

      
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）  －  －

（うち新株予約権（株））  －  －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

 （新株予約権） 

 平成16年９月27日付与 

 ストックオプション 

  潜在株式の数 

   当社普通株式 

   212,400株 

       － 

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。  同左 
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(1）その他 

生産、受注及び販売の状況 

  ① 事業部門別生徒数の状況 

  

    ② 事業部門別売上高の状況 

（注）１．生徒数は、事業年度末現在の在籍人数（講習会外部生を除く）を記載しております。 

２．（総合教育部門）は、アナップ、サイエンスラボ、こどもカレッジ、レゴ エデュケーション センター、ＣＵＰＳ、E-Lecture外部

生（インターネットレッスン受講生）によるものであります。 

３．（その他）は、予備校等の運営ノウハウの販売、不動産の賃貸、情報処理技術支援及びソフトウェアの製作販売等によるものであり

ます。 

４．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

５．その他

事業部門別 

前事業年度
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

生徒数（人） 生徒数（人）

小・中学部 

（中学受験指導部門） 

進学館  2,026  1,982

（高校受験指導部門） 

開進館  3,738  3,276

（大学受験指導部門） 

研伸館中学生課程  671  671

高校部 
（大学受験指導部門） 

研伸館高校生課程  3,842  3,588

その他 

（個別受験指導部門） 

個別館  4,172  4,139

（総合教育部門） 

   2,182  2,295

（その他） 

   －  －

合計  16,631  15,951

事業部門別 

前事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

売上高（千円） 売上高（千円）

小・中学部 

（中学受験指導部門） 

進学館  1,065,406  1,073,703

（高校受験指導部門） 

開進館  1,796,190  1,724,232

（大学受験指導部門） 

研伸館中学生課程  439,937  400,543

高校部 
（大学受験指導部門） 

研伸館高校生課程  2,568,401  2,445,007

その他 

（個別受験指導部門） 

個別館  1,934,062  1,954,488

（総合教育部門） 

   335,800  322,426

（その他） 

   108,990  144,241

合計  8,248,789  8,064,643
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