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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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3四半期 6,263 3.8 689 22.1 700 22.6 350 15.4
22年3月期第3四半期 6,032 △1.1 565 △16.5 571 △16.5 303 △9.5

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3四半期 35.48 ―
22年3月期第3四半期 30.44 ―

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3四半期 11,502 9,927 86.3 962.99
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3四半期  9,927百万円 22年3月期  9,473百万円

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   

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 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
18.00 18.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 8,270 2.5 731 2.0 739 1.9 436 3.9 44.14



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 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3Q  0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3Q  9,883,082株 22年3月期3Q  9,979,150株

※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きの対象外であり、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きは終了していません。 

※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当たっての注意事項等について
は、添付資料２ページ１．当四半期の業績等に関する定性的情報（３）「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新興国経済の需要拡大や政府による景気刺激策などにより、緩

やかな回復基調となりました。しかし、円高による輸出競争力の低下や企業の設備投資の抑制、並びに雇用環境の

悪化や消費者の節約志向を背景としたデフレの進行が続いていることなど、景気の先行きは不透明な状況で推移い

たしました。  

  当社が属する教育サービス業界におきましても、子ども手当ての支給、公立高校授業料無償化等の政策や学習指

導要領の改定などにより、教育業界全体に対する顧客の関心は高まりましたが、先進国中最速で進みつつある少子

高齢化及び社会の成熟に伴う価値観の多様化等々により、当業界にとって力強い追い風とはなりませんでした。こ

うした中、業界内におけるＭ＆Ａや業務提携も顕著となり、業界再編を契機に何らかの突破口を模索する動きも活

発になっております。   

  このような環境の中、当社の教育事業におきましては、根幹となる教務力の強化を最重要課題として徹底的に取

り組むとともに、教育に関する様々な情報を地域の保護者向けに発信するセミナーの開催や、教室設備の改修など

の学習環境の整備、E-LectureやVOD、インターネット上のMyPage等のITコンテンツの充実など高品質な教育サービ

スの提供に注力してまいりました。これらの取り組みに加え、今年度開始したテレビCMの効果等により各月の入学

者数は前年に比べ増加し、期首において680名少なくスタートした生徒数は12月末で対前年211名増の20,105名とな

りました。売上高は生徒数と、生徒一人当たりの単価の増加により前年同期に比べ230百万円増加いたしました。 

 また、教室の新設につきましては、平成23年３月に大阪府豊中市の千里中央駅北側に（個別受験指導部門）個別

館千里中央校、（中学受験指導部門）進学館千里中央校、（総合教育部門）サイエンスラボ千里中央校の併設校舎

をグランドオープンします。平成22年12月よりその準備室がオープンし、体験授業や入学説明会を行なっておりま

す。不動産賃貸においては、賃貸先に重要な変更はなく堅調に推移しております。 

これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は、6,263百万円（前年同期比230百万円増）となり、営業利益

は 689百万円（前年同期比124百万円増）、経常利益は700百万円（前年同期比129百万円増）、「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50百万円計上したことにより、当第３四半期純利益は350百万円

（前年同期比46百万円増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期会計期間末の総資産は11,502百万円となり、前事業年度末に比べ416百万円増加いたしました。流

動資産は2,519百万円となり、前事業年度末に比べ275百万円増加いたしました。主な要因は、季節的な要因により

売掛金が増加したことによるものであります。固定資産は8,982百万円となり、前事業年度末に比べ140百万円増加

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984百万円となり、前事業年度末に比べ58百万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590百万円となり、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454百万円増加して9,927百万円となり、自己資本比率は86.3％となりまし

た。 

（キャッシュ・フロ－の状況） 

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、1,787百万円となり、前事業年度末と比べ84百

万円増加しました。 

  当第３四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） 

 営業活動の結果得られた資金は、435百万円（前年同期に得られた資金は480百万円）となりました。これは、

前年同期に比べ、営業収入が増加したものの、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、459百万円（前年同期に使用した資金は257百万円）となりました。これは、

当期に行った株式会社お茶の水ゼミナール株式の取得による支出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） 

 財務活動の結果得られた資金は、108百万円（前年同期に使用した資金は245百万円）となりました。これは、

当期に行った自己株式の処分による収入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、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、当第３四半期会計期間末までの業績をふまえ、現

時点では通期の業績予想の変更は行っておりません。  

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、営業利益、経常利益が5,551千円減少し、税引前四半期純利益が55,826千円減少しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

  

  

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３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 1,787,838 1,803,246

売掛金 456,508 227,513

たな卸資産 51,230 60,450

繰延税金資産 95,223 41,307

その他 136,419 120,497

貸倒引当金 △7,300 △8,400

流動資産合計 2,519,920 2,244,615

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,691,153 2,406,532

土地 3,758,285 3,758,285

その他（純額） 227,056 532,069

有形固定資産合計 6,676,495 6,696,886

無形固定資産 92,646 118,041

投資その他の資産   

投資有価証券 369,876 380,828

繰延税金資産 287,620 290,371

差入保証金 1,202,756 1,228,668

その他 353,261 126,887

投資その他の資産合計 2,213,515 2,026,755

固定資産合計 8,982,656 8,841,683

資産合計 11,502,577 11,086,299

負債の部   

流動負債   

買掛金 48,305 73,906

未払法人税等 218,263 131,821

未払消費税等 33,590 57,495

賞与引当金 151,558 38,128

その他 532,995 742,079

流動負債合計 984,712 1,043,430

固定負債   

退職給付引当金 77,555 80,983

その他 512,631 488,487

固定負債合計 590,186 569,471

負債合計 1,574,899 1,612,901
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 1,950,657 1,946,100

利益剰余金 6,318,791 6,145,101

自己株式 － △280,190

株主資本合計 9,936,554 9,478,117

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,876 △4,719

評価・換算差額等合計 △8,876 △4,719

純資産合計 9,927,677 9,473,397

負債純資産合計 11,502,577 11,086,299
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 6,032,573 6,263,055

売上原価 4,656,042 4,838,183

売上総利益 1,376,531 1,424,872

販売費及び一般管理費 811,524 735,047

営業利益 565,006 689,824

営業外収益   

受取利息 1,208 367

受取配当金 2,230 2,420

受取手数料 － 1,531

雑収入 6,622 7,989

営業外収益合計 10,060 12,308

営業外費用   

投資事業組合運用損 1,689 1,566

雑支出 2,342 371

営業外費用合計 4,032 1,938

経常利益 571,035 700,194

特別利益   

固定資産売却益 57 －

特別利益合計 57 －

特別損失   

固定資産除却損 － 856

店舗閉鎖損失 － 3,083

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 8,899 76

特別損失合計 41,761 54,290

税引前四半期純利益 529,331 645,903

法人税、住民税及び事業税 311,316 343,597

法人税等調整額 △85,759 △48,320

法人税等合計 225,556 295,277

四半期純利益 303,774 350,626

㈱アップ（9630）　平成23年３月期　第３四半期決算短信（非連結）

6



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

営業収入 6,105,919 6,332,897

原材料又は商品の仕入れによる支出 △104,813 △108,385

人件費の支出 △2,863,758 △2,949,851

その他の営業支出 △2,368,932 △2,570,726

小計 768,415 703,933

利息及び配当金の受取額 4,453 7,566

その他の収入 6,266 5,567

その他の支出 △5,286 △488

法人税等の支払額 △292,878 △281,317

営業活動によるキャッシュ・フロー 480,970 435,262

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 △100,000 －

定期預金の払戻による収入 200,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 △315,416 △280,308

無形固定資産の取得による支出 △5,311 △45,872

差入保証金の差入による支出 △38,493 △50,770

差入保証金の回収による収入 10,622 20,954

預り保証金の受入による収入 10,333 24,144

投資有価証券の取得による支出 △25,900 －

投資有価証券の売却による収入 100 3,196

関係会社株式の取得による支出 － △229,877

貸付けによる支出 － △600

貸付金の回収による収入 5,120 －

その他の支出 △1,134 －

その他の収入 2,700 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △257,381 △459,133

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △179,962 △176,284

自己株式の取得による支出 △65,066 △5

自己株式の処分による収入 － 284,752

財務活動によるキャッシュ・フロー △245,029 108,463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △21,440 84,591

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 1,605,037 1,787,838
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該当事項はありません。 

  

該当事項ありません。  

  

（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）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、第３四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。  

  

４．補足情報

報告セグメント 

  

 事業部門 

  

前第３四半期会計期間末 
（平成21年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成22年12月31日） 

生徒数（人） 生徒数（人） 

教育事業 

  

（中学受験指導部門） 

進学館 2,300  2,254

（高校受験指導部門） 

開進館 4,519  4,185

（大学受験指導部門） 

研伸館中学生課程 1,078  1,139

（大学受験指導部門） 

研伸館高校生課程 4,845  5,000

（個別受験指導部門） 

個別館 4,974  5,195

（総合教育部門） 
2,178  2,332

不動産賃貸    －  －

その他   －  －

合 計 19,894  20,105

報告セグメント 事業部門 

前第３四半期累計期間 
 （自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日） 

当第３四半期累計期間 
 （自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日） 

売上高（千円） 売上高（千円） 

教育事業 

  

（中学受験指導部門） 

進学館 795,050  788,159

（高校受験指導部門） 

開進館 1,258,219  1,221,206

（大学受験指導部門） 

研伸館中学生課程 292,448  316,665

（大学受験指導部門） 

研伸館高校生課程 1,863,652  2,000,048

（個別受験指導部門） 

個別館 1,464,015  1,552,550

（総合教育部門） 
246,252  254,408

 不動産賃貸   67,960  82,540

その他   44,974  47,475

 合 計 6,032,573  6,263,055
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