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平成22年11月29日 

各 位 

会 社 名： 株 式 会 社 アップ 

代表者名： 代 表 取 締 役 社 長 尾 上  嘉 基

（コード番号 9630 東証第二部）

問合せ先： 執 行 役 員  松 本  浩 志

（TEL．0798－64－8100）

 

資本・業務提携に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ 

当社は、平成22年11月29日開催の当社取締役会において、第三者割当による自己株式の処分を行うこと

について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．処分の概要 

（１）処分期日 平成22年12月17日 

（２）処分株式数 479,382 株 

（３）処分価額 １株につき 594円 

（４）資金調達の額 284,752,908円 

（５）募集または処分方法 第三者割当による処分 

（６）処分先 株式会社ベネッセホールディングス 

（７）その他 該当事項はありません。 

 

２．第三者割当による自己株式の処分の目的および理由 

当社は、平成22年5月21日付で株式会社ベネッセホールディングス（東証・大証 1部上場、証券コー

ド9783、以下「ベネッセホールディングス」）との資本・業務提携に関するお知らせを公表いたしましたが、

当該自己株式の処分は、この資本・業務提携に伴うものであります。なお、ベネッセホールディングスに

おきましては、平成23年3月31日までに、持株比率15％を目処に、当社の株式を市場若しくは既存株主

から取得することによって、当社をベネッセホールディングスの持分法適用会社とする当初からの予定に

変更はありません。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

処分の総額  284,752,908円 

諸費用の概算額  50,000円 

差引手取概算額 284,702,908円 

 （注）１．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

２．発行諸費用の概算額とは本自己株式処分に係る諸費用の概算額であります。 
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（２）調達する資金の具体的な使途 

平成22年5月21日付のベネッセホールディングスとの資本・業務提携に関するお知らせにおいて、自

己株式を譲渡する場合の対価の資金使途は、お茶の水ゼミナールの株式の取得資金などに充当する

予定としておりました。しかしながら現時点において、お茶の水ゼミナール株式の50％を既に取得してお

り、その後の取得につきましては時期及び金額が未定であることから、以下の通り、当期及び翌期にお

ける、京都・大阪方面を中心とした現校舎の拡設および新校舎の出店の為の設備投資費用として273百

万円、残りを平成23年3月までに使用する、当社家賃その他平常費用の支払等の運転資金の一部とし

て使用することと変更しております。 
 

事業部門 設備の内容 
投資予定 

金額（千円） 
完了予定年月 

完成後の予定 

面積（㎡） 

座席数（席） 

新設校 
（個別受験指導部門） 

個別館 

差入保証金 

内装・消耗品 

5,000

13,000
平成23年3月 

120.0

（24）

新設校 
（中学受験指導部門他） 

進学館・個別館・サイエンスラボ 

差入保証金 

内装・消耗品 

－

65,000
平成23年3月 

548.6

（200）

新設校 
（高校受験指導部門他） 

開進館・総合教育 

差入保証金 

内装・消耗品 

10,000

45,000
平成23年3月 

300.0

（100）

新設校 
（個別受験指導部門） 

個別館 

差入保証金 

内装・消耗品 

5,000

13,000
平成23年3月 

120.0

（24）

新設校 
（個別受験指導部門） 

個別館 

差入保証金 

内装・消耗品 

5,000

13,000
平成23年3月 

120.0

（24）

新設校 
（大学受験指導部門他） 

研伸館・個別館 

差入保証金 

内装・消耗品 

17,000

40,000
平成23年4月 

462.3

（150）

新設校 
（個別受験指導部門） 

個別館 

差入保証金 

内装・消耗品 

8,000

13,000
平成23年7月 

120.0

（24）

新設校 
（個別受験指導部門） 

個別館 

差入保証金 

内装・消耗品 

8,000

13,000
平成24年3月 

120.0

（24）

合計 － － 273,000 － 
1,910.9

（570）

なお、支出実行までの資金管理につきましては当社銀行預金口座にて適切に管理いたします。 

 

４. 資金使途の合理性に関する考え方 

当該自己株式処分により株式が希薄化されますが、調達する資金を当期及び翌期に予定している設

備投資予定金額に充当することで、企業価値を高めることにつながるため、合理性があるものと考えてお

ります。 

 

５．処分条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

当該自己株式の処分価額は、当社がベネッセホールディングスとの間で締結した、資本・業務提携に

関する契約に基づくものであり、両社で協議した結果、互いに不利益が無いと思われる価額として決定

いたしました。 

払込金額の算定根拠は、当該自己株式を購入する為に使用した価額（一株当たり591円）を基準とし

ております。これは、株式会社東京証券取引所における平成22年11月26日（取締役会決議の前営業

日）当社株式の株価の終値（585円 101.5％）、及び、その直前１ヶ月間の平均値（546.7円 108.7％）、

3ヶ月間の平均値（553.7円 107.3％）、6ヶ月間の平均値（535.1円 111.0％）のいずれと比べてもプレミ

アムがついており、ベネッセホールディングスに対して特に有利な処分価額には該当いたしません。 

 

（２）処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本自己株式の処分はベネッセホールディングスとの資本・業務提携に関する契約に基づくものであり、

調達した資金を設備投資に充てることから、当社の企業価値向上に繋がるものと考えております。また、

本自己株式の処分株式数は479,382株であり、平成22年9月30日現在の当社の発行済株式総数の

4.65％、総議決権数（98,291個）の4.88％となり流通市場への影響は軽微であります。よって、処分数量
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及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断いたします。 

６．処分先の選定理由 

（1）処分先の概要  

①名称  株式会社ベネッセホールディングス（上場コード 9783）  

②所在地  岡山県岡山市北区南方三丁目7番17号  

③代表者の役職・氏名  代表取締役社長 福島 保 

④事業内容  
国内教育事業、海外教育事業、生活事業、シニア・介護事業、語学・

グローバル人材教育事業他 

⑤資本金  13,600 百万円 

⑥設立年月日  昭和22年11月21日  

⑦発行済株式総数  106,353,453株  

⑧決算期  ３月31日 

⑨従業員数（連結）  16,464名（平成22年9月30日現在） 

⑩主要取引先  個人顧客 

⑪主要取引銀行  中国銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行 

⑫大株主及び持株比率 

（平成22年9月30日現在）  

野村信託銀行㈱ 13.38% 

日本トラスティー・サービス㈱ 10.61% 

⑬当事会社間の関係 

 資本関係  当該会社は、平成22年9月30日現在で、当社の株式9.24％を保有

しております。 

 人的関係  当社取締役会長木下雅勝が、ベネッセホールディングスの100％子

会社である株式会社ベネッセコーポレーションの顧問に就任してお

ります。 

ベネッセホールディングスおよび株式会社ベネッセコーポレーション

より以下の２名が当社の社外取締役に就任しております。 

氏 名  現 職 名 

明田 英治 株式会社ベネッセコーポレーション 

取締役副社長兼教育事業本部長 

坪井 伸介 ベネッセホールディングス 

グループ財務部長 

株式会社ベネッセコーポレーション 

経理本部財務室長  

 取引関係  Web 講習への出演契約などがあります。 

 関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

⑭最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 

連結純資産 （百万円） 202,342 168,497 183,169

連結総資産 （百万円） 366,584 343,128 356,153

１株当たり連結純資産( 円) 1,949.30 1,646.83 1,792.80

連結売上高（百万円） 384,514 412,711 406,602 

連結営業利益（百万円） 34,882 39,125 37,889

連結経常利益（百万円） 35,920 39,276 39,165

連結当期純利益（百万円） 15,462 10,678 21,874

１株当たり連結当期純利益（円） 151.54 106.98 221.65

１株当たり配当金(円) 90.00 90.00 90.00

※なお、処分先、当該処分先の役員又は主要株主（主な出資者）が反社会的勢力とは一切関係が

ないことを確認しております。 
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（２）処分先を選定した理由 

「２．第三者割当による自己株式の処分の目的および理由」をご参照ください。 

 

（３）処分先の保有方針 

「２．第三者割当による自己株式の処分の目的および理由」に記載いたしましたとおり、資本・業務提

携に関する契約に基づくものであり、処分先であるベネッセホールディングスからは、長期保有する方針

であると確認しております。なお、当社は処分先であるベネッセホールディングスとの間におきまして、払

込期日（平成22年12月17日）より２年間において、当該処分株式の全部又は一部を譲渡した場合には、

直ちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法

等を当社に書面にて報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、

並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることにつき、確約書締結の内諾を得ております。 

 

（４）処分先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は、処分先であるベネッセホールディングスの直近決算日（平成22年3月31日）及び直近第2四

半期末（平成22年9月30日）において、払い込みに必要かつ十分な現預金を保有していることを同社の

有価証券報告書、決算短信等により確認しております。 

 

７．処分後の大株主及び持株比率 

処分前（平成22年9月30日） 処分後 

株式会社マルユ  19.78 株式会社マルユ  19.78

木下 雅勝 11.26 株式会社ベネッセホールディングス 13.89

株式会社ベネッセホールディングス 9.24 木下 雅勝 11.26

ﾋﾞｰﾋﾞｰｴｲﾁ ﾌｫｰ ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨｰ ﾛｰﾌﾟﾗｲｽ  

ｽﾄｯｸ ﾌｧﾝﾄﾞ 

7.27 ﾋﾞｰﾋﾞｰｴｲﾁ ﾌｫｰ ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨｰ ﾛｰﾌﾟﾗｲｽ 

ｽﾄｯｸ ﾌｧﾝﾄﾞ 

7.27

株式会社アップ 4.65 株式会社アップ －

アップ従業員持株会 4.03 アップ従業員持株会 4.03

ｱｰﾙｰﾋﾞｰｼｰ ﾃﾞｸｼｱ ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ ｻｰﾋﾞｼｰｽﾞ

ﾄﾗｽﾄ,ﾛﾝﾄﾞﾝ ｸﾗｲｱﾝﾄ ｱｶｳﾝﾄ 

3.72 ｱｰﾙｰﾋﾞｰｼｰ ﾃﾞｸｼｱ ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ ｻｰﾋﾞｼｰｽﾞ

ﾄﾗｽﾄ,ﾛﾝﾄﾞﾝ ｸﾗｲｱﾝﾄ ｱｶｳﾝﾄ 

3.72

竹田 和平 2.32 竹田 和平 2.32

北嶋 勇志 1.94 北嶋 勇志 1.94

日本生命保険相互会社 1.74 日本生命保険相互会社 1.74

（注）処分後の大株主及び持株比率については、平成22年9月30日現在の株主名簿を基準として本件自

己株式の処分による増減株式数を考慮したものであります。 

 

８．今後の見通し 

当期業績予想への影響は軽微であると考えます。 
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９． 企業行動規範上の手続きに関する事項 

本件第三者割当は、希薄化率が4.88%と25％未満であり、かつ、支配株主の異動を伴うものではない

ことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第４３２条に定める独立第三者からの意

見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。 

 

10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（非連結）（単位：百万円） 

決算期  平成 20 年 3 月期  平成 21 年 3 月期  平成 22 年 3 月期 
売上高  7,914 8,248 8,064

営業利益  720 716 717

経常利益 734 731 725

当期純利益 286 360 419

１株当たり当期純利益（円） 28.09 35.75 42.18

１ 株当たり配当金（ 円）  18.00 18.00 18.00

１ 株当たり純資産（ 円）  910.99 930.73 963.74

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成２２年９月３０日現在） 

 種 類 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式総数  10,309,200株 10,309,200株

現時点の転換価額（行使価額）

における潜在株式数の総数 
－ －

下限値の転換価額（行使価額）

における潜在株式数の総数 
－ －

上限値の転換価額（行使価額）

における潜在株式数の総数 
－ －

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 平成20年3月期  平成21年3月期  平成22年3月期 

始 値  741円 639円 499円

高 値  774円 639円 623円

安 値  563円 374円 475円

終 値  640円 532円 512円

 

② 最近６ヶ月間の状況 

 平成２２年 

５月 
６月 ７月 ８月 ９月 １０月 

始 値 505円 495円 515円 500円 535円 570円

高 値 513円 550円 535円 553円 597円 570円

安 値 490円 495円 507円 491円 525円 505円

終 値 492円 510円 520円 552円 570円 550円
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③ 処分決議日前営業日における株価 

 平成22年11月26日 

始 値  585円 

高 値  585円 

安 値  585円 

終 値  585円 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 

 

11．処分要項 

（１）処分期日  平成22年12月17日 

（２）申込期日  平成22年12月16日 

（３）処分株式数  479,382株 

（４）処分価額  １株につき594円 

（５）処分価額総額  284,752,908円 

（６）処分方法  ベネッセホールディングスに割当処分します。 

（７）処分後の自己株式数  0株 


