
  

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（１）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 ％ 

23年３月期第１四半期  1,685  △1.4  △107  －  △101  －  △117  －

22年３月期第１四半期  1,709  △3.0  △122  －  △121  －  △96  －

  
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 

23年３月期第１四半期  △11  98  －      

22年３月期第１四半期  △9  59  －      

  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 

23年３月期第１四半期  10,486  9,160  87.4  931  96

22年３月期  11,086  9,473  85.5  963  74

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 9,160百万円 22年３月期 9,473百万円

  
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 

22年３月期   －  0 00 － 18 00  18  00

23年３月期  － 

23年３月期（予想）  0 00 － 18 00  18  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  3,962  2.3  250  23.5  255  22.9  150  59.9  15  34

通期  8,270  2.5  731  2.0  739  1.9  436  3.9  44  38



４．その他 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

詳細は、添付資料３ページ「２.その他の情報（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要」をご覧くだ

い。 

（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 
  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

 詳細は、添付資料３ページ「２.その他の情報（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要」をご覧

くだい。 

 （注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る

会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）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手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  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２ページ「業績予想に関する

定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 10,309,200株 22年３月期 10,309,200株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 479,382株 22年３月期 479,372株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 9,829,818株 22年３月期１Ｑ 10,016,894株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、アジア向けを中心とした輸出や生産の増加等により、企業収益

の改善が続き景気は回復傾向にありますが、欧州を中心とした海外景気の下振れ懸念や、失業率が高水準で推移す

るなど雇用環境は改善しておらず、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

当社が属する教育サービス業界におきましても、従来からの少子化の流れに加え、消費環境の低迷により入塾

時期の先送りや一人当たりの受講講座数の減少など、一段と厳しい状況が続いております。一方で、子ども手当の

支給開始や公立高校の授業料無償化等により当業界への関心はより一層高まってくると思われます。 

当第１四半期における設備投資に関しては、兵庫県宝塚市に（総合教育部門）サイエンスラボソリオ宝塚校を新

設し、兵庫県神戸市東灘区に新築したアップ神戸岡本ビルに、（中学受験指導部門）進学館岡本校の拡充及び（個

別受験指導部門）個別館岡本校の移設を行いました。 

また、顧客への高品質な教育サービスの提供や、きめ細かなケア等の拡充及び新規開校により、集客力の確保に

取り組むことによって、前事業年度末より2,270人（前年同四半期比438人増）増加し、当第１四半期会計期間末の

生徒数は18,221人まで回復しております。しかし、当期首の生徒数が前期首に比べ少ない状態でスタートしたた

め、当第１四半期累計期間における平均生徒数および売上高は、前年同四半期累計期間に比べ少なく推移いたしま

した。 

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は1,685百万円（前年同四半期比24百万円減）、営業損失107百万円

（前年同四半期は122百万円の営業損失）、経常損失101百万円（前年同四半期は121百万円の経常損失）となり、

「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び同適用指針（企業会計基準適

用指針第21号 平成20年３月31日）の適用に伴い、特別損失として過年度負担相当額50百万円を計上したことによ

り四半期純損失117百万円（前年同四半期は96百万円の四半期純損失）となりました。 

 （２）財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間末の総資産は10,486百万円となり、前事業年度末に比べ599百万円減少いたしました。流

動資産は1,405百万円となり、前事業年度末に比べ838百万円減少いたしました。主な要因は、固定資産や関連会社

株式の取得及び法人税等の納税により、現金及び預金が減少したことによるものであります。固定資産は9,080百

万円となり、前事業年度末に比べ238百万円増加いたしました。主な要因は関連会社株式の取得による増加であり

ます。 

 流動負債は756百万円となり、前事業年度末に比べ286百万円減少いたしました。主な要因は、未払金の減少によ

るものであります。固定負債は568百万円となり、前事業年度末から大きな変動はありません。 

 なお、純資産は前事業年度末に比べ312百万円減少して9,160百万円となり、自己資本比率は87.4％となりまし

た。 

（キャッシュ・フロ－の状況） 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、1,040百万円となり、前事業年度末と比べ662

百万円減少しました。 

  当第１四半期累計期間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） 

 営業活動の結果使用した資金は、89百万円（前年同期に得られた資金は49百万円）となりました。これは、前

年同期に比べ、新規校舎開設に伴う諸経費の増加によるものであります。 

（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、413百万円（前年同期に使用した資金は181百万円）となりました。これは、

前年同期に比べ、株式会社お茶の水ゼミナール株式の取得による支出や、有形固定資産の取得による支出の増加

によるものであります。 

（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、159百万円（前年同期に使用した資金は183百万円）となりました。これは、

前年同期に行っていた自己株式の取得を、当期は行っていないことによる支出の減少によるものであります。 

（３）業績予想に関する定性的情報  

 当社は、当第１四半期会計期間において、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び同適用指針（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）の適用による計上額が確定し、特

別損失に過年度負担相当額50百万円を計上しております。これは、平成22年４月30日に発表いたしました、第２四

半期累計期間および通期の業績予想の数値に影響を及ぼすものであります。しかしながら、当社におきましては、

夏期講習を含む第２四半期会計期間の業績が確定するまでは、業績を予想することは困難であり、現時点での業績

予想の見直しは行っておりません。今後の動向により業績予想を修正した場合は、速やかに開示いたします。   

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 定率法を採用している固定資産の減価償却については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定して

おります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。 

これにより、営業損失、経常損失が1,746千円増加し、税引前四半期純損失が52,021千円増加しております。 

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,090,860 1,803,246

売掛金 23,097 227,513

たな卸資産 67,638 60,450

繰延税金資産 73,209 41,307

その他 152,871 120,497

貸倒引当金 △1,800 △8,400

流動資産合計 1,405,878 2,244,615

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,807,762 2,406,532

土地 3,758,285 3,758,285

その他（純額） 224,461 532,069

有形固定資産合計 6,790,509 6,696,886

無形固定資産 108,720 118,041

投資その他の資産   

投資有価証券 350,471 380,828

繰延税金資産 303,149 290,371

差入保証金 1,171,805 1,228,668

その他 355,825 126,887

投資その他の資産合計 2,181,251 2,026,755

固定資産合計 9,080,482 8,841,683

資産合計 10,486,360 11,086,299

負債の部   

流動負債   

買掛金 41,797 73,906

未払法人税等 9,644 131,821

未払消費税等 18,037 57,495

賞与引当金 147,846 38,128

その他 539,589 742,079

流動負債合計 756,914 1,043,430

固定負債   

退職給付引当金 79,969 80,983

その他 488,487 488,487

固定負債合計 568,457 569,471

負債合計 1,325,371 1,612,901

㈱アップ（９６３０）　平成23年３月期第１四半期決算短信（非連結）

4



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,667,106 1,667,106

資本剰余金 1,946,100 1,946,100

利益剰余金 5,850,407 6,145,101

自己株式 △280,195 △280,190

株主資本合計 9,183,418 9,478,117

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △22,429 △4,719

評価・換算差額等合計 △22,429 △4,719

純資産合計 9,160,988 9,473,397

負債純資産合計 10,486,360 11,086,299
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,709,863 1,685,232

売上原価 1,459,466 1,531,605

売上総利益 250,396 153,627

販売費及び一般管理費 373,091 261,210

営業利益又は営業損失（△） △122,694 △107,583

営業外収益   

受取利息 421 70

受取配当金 130 220

違約金収入 843 560

受取手数料 400 378

雑収入 1,058 5,152

営業外収益合計 2,854 6,381

営業外費用   

支払手数料 200 －

雑支出 1,325 267

営業外費用合計 1,525 267

経常利益又は経常損失（△） △121,366 △101,469

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,904 6,180

特別利益合計 1,904 6,180

特別損失   

減損損失 32,862 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 50,274

その他 2,541 957

特別損失合計 35,403 51,232

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △154,865 △146,521

法人税、住民税及び事業税 38,481 3,795

法人税等調整額 △97,303 △32,560

法人税等合計 △58,821 △28,764

四半期純利益又は四半期純損失（△） △96,043 △117,756
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

営業収入 1,992,325 1,968,861

原材料又は商品の仕入れによる支出 △64,990 △64,462

人件費の支出 △902,358 △914,842

その他の営業支出 △849,395 △950,792

小計 175,581 38,764

利息及び配当金の受取額 2,173 3,105

その他の収入 1,852 1,121

その他の支出 △1,278 △381

法人税等の支払額 △128,361 △132,133

営業活動によるキャッシュ・フロー 49,967 △89,522

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 △50,000 －

定期預金の払戻による収入 － 50,000

有形固定資産の取得による支出 △127,863 △196,141

無形固定資産の取得による支出 △210 △45,872

差入保証金の差入による支出 △3,894 △15,857

差入保証金の回収による収入 653 20,699

投資有価証券の売却による収入 － 3,196

関係会社株式の取得による支出 － △229,877

貸付金の回収による収入 135 －

その他 △756 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △181,936 △413,852

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △165,423 △159,006

自己株式の取得による支出 △18,404 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △183,827 △159,012

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） △315,796 △662,386

現金及び現金同等物の期首残高 1,626,478 1,703,246

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,310,681 1,040,866
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該当事項はありません。  

 

  

該当事項はありません。  

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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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、第１四半期会計期間末現在の在籍人数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。  

  

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

 事業部門別  

前第１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）  

当第１四半期会計期間末
（平成22年６月30日）  

生徒数（人）  生徒数（人）  

 小・中学部 

 （中学受験指導部門） 

進学館     2,129  2,033

 （高校受験指導部門） 

開進館   4,291  3,911

 （大学受験指導部門） 

研伸館中学生課程    1,061  1,079

 高校部 
 （大学受験指導部門） 

研伸館高校生課程    4,549  4,591

 その他  

 （個別受験指導部門） 

個別館       4,236  4,364

 （総合教育部門）   
 2,197  2,243

 （その他）    
 －  －

 合 計   
 18,463  18,221

 事業部門別  

前第１四半期会計期間
 （自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日） 

当第１四半期会計期間
 （自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30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     206,521  203,316

 （高校受験指導部門） 

開進館   341,260  321,282

 （大学受験指導部門） 

研伸館中学生課程    99,988  92,742

 高校部 
 （大学受験指導部門） 

研伸館高校生課程    540,641  529,059

 その他  

 （個別受験指導部門） 

個別館       396,716  411,682

 （総合教育部門）   
 88,747  90,190

 （その他）    
 35,986  36,958

 合 計   
 1,709,863  1,685,232
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