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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 1,748 3.7 △23 ― △18 ― △14 ―
23年3月期第1四半期 1,685 △1.4 △107 ― △101 ― △117 ―

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

24年3月期第1四半期 △1.43 ―
23年3月期第1四半期 △11.98 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 13,087 9,703 74.1
23年3月期 13,547 9,903 73.1
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  9,703百万円 23年3月期  9,903百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 18.00 18.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（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) 4,098 1.8 288 △2.7 293 △4.2 168 35.5 16.36
通期 8,510 1.7 806 23.2 810 18.5 461 30.9 44.80



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 10,309,200 株 23年3月期 10,309,200 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 105 株 23年3月期 79 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 10,309,103 株 23年3月期1Q 9,829,818 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、四半期
決算短信（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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当社の教育事業における当第１四半期累計期間の売上高は前年同期に比べ50百万円増加し1,698百万円となりま

した。受験指導部門におきましては、入学試験における合格実績をはじめとした当社の指導成果が広告の実施や保

護者による口コミによって広がり、この春に多くの新入学生を迎えることが出来ました。 

総合教育部門におきましては、アナップでは小学生カリキュラムコースのリニューアル、サイエンスラボではテ

レビの情報発信番組での実験風景の放映、レゴ エデュケーション センターではカルチャーセンターへ講師派遣を

行うなどにより、地域の評判や認知度が徐々に広がっております。 

全体の生徒数は平成23年３月末において前年より407名多い人数でスタートし、当第１四半期累計期間において

も順調に生徒が増加し平成23年６月末における生徒数は18,846名（前年比625名増）となりました。 

 教室の開設につきましては、当第１四半期累計期間において、豊中市に（総合教育部門）サイエンスラボ千里中

央校を開設いたしました。また、学園前校として運営しておりました（総合教育部門）サイエンスラボ及び（総合

教育部門）レゴ エデュケーション センターをいずれも、京都府木津川市のイオン高の原ショッピングセンター内

に移転しました。これらにより平成23年６月末の教室数は合計116校となりました。 

 また、この度アップで学んでいる子どもたちを応援するサポートソング「フミダシテ」が誕生し、この歌を当社

に通う校内生とともに歌うコンサートイベントを開催する予定です。 

 当社の不動産事業における当第１四半期累計期間の売上高は前年同期に比べ11百万円増加し32百万円となりまし

た。これは、平成22年７月に新築したアップ神戸岡本ビルの一部を賃貸したことによる増加であります。  

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災とその後の福島原発事

故による急激な落ち込みを持ち直す動きも見られたものの、資源価格の高騰や円高傾向の継続など、先行きは不透

明な状況で推移しました。 

当社の属する教育業界におきましても、雇用環境、所得環境の悪化などで個人消費の低迷はありますが、反面、

子ども手当の支給や新学習指導要領の影響による生徒獲得のチャンスもあり、依然として人気の高い個別指導や、

ｅラーニング、デジタル教材など顧客のニーズに合ったサービスを提供することで、収益を獲得していく企業も出

てくると思われます。 

 当第１四半期累計期間における業績は、売上高で1,748百万円(前年同期比3.7％増)となりました。営業損失は、

売上高の増加62百万円と、平成23年2月にそれまで賃借していた物件を購入したことによる賃料負担の減少51百万

円等により23百万円(前年同期は107百万円の営業損失)となり、経常損失は18百万円(前年同期は101百万円の経常

損失)となりました。当期純損失は、前期計上した過年度の資産除去債務負担相当額50百万円の計上が今年度は不

要であったため、14百万円(前年同期は117百万円の当期純損失)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13,087百万円となり、前事業年度末に比べ460百万円減少いたしました。流 

動資産は2,210百万円となり、前事業年度末に比べ354百万円減少いたしました。主な要因は、売掛金の減少したこ

とによるものであります。固定資産は10,876百万円となり、前事業年度末に比べ105百万円減少いたしました。 

  流動負債は999百万円となり、前事業年度末に比べ259百万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2,384百万円となり、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199百万円減少して9,703百万円となり、自己資本比率は74.1％となりました。

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、現時点では大きな業績変動が予測されないことから、平成23年４月28日の決算短信で

公表いたしました第２四半期累計期間および通期の業績予想に変更はありません。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,062,516 1,907,174

売掛金 234,082 24,535

たな卸資産 55,434 59,353

繰延税金資産 41,218 78,129

その他 178,115 143,302

貸倒引当金 △5,500 △1,500

流動資産合計 2,565,867 2,210,996

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,236,226 4,162,401

土地 4,541,330 4,541,330

その他（純額） 186,707 170,857

有形固定資産合計 8,964,264 8,874,588

無形固定資産 96,574 91,731

投資その他の資産   

投資有価証券 293,578 294,638

繰延税金資産 325,134 323,546

差入保証金 950,147 940,572

その他 352,262 351,384

投資その他の資産合計 1,921,121 1,910,141

固定資産合計 10,981,960 10,876,460

資産合計 13,547,827 13,087,457

負債の部   

流動負債   

買掛金 77,942 32,090

1年内返済予定の長期借入金 250,000 250,000

未払法人税等 189,569 32,166

未払消費税等 － 50,339

賞与引当金 39,518 154,686

その他 701,588 479,779

流動負債合計 1,258,618 999,061

固定負債   

退職給付引当金 123,012 121,431

長期借入金 1,750,000 1,750,000

その他 513,139 513,021

固定負債合計 2,386,151 2,384,452

負債合計 3,644,770 3,383,514
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30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 1,950,657

利益剰余金 6,320,976 6,120,655

自己株式 △44 △59

株主資本合計 9,938,695 9,738,358

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35,638 △34,415

評価・換算差額等合計 △35,638 △34,415

純資産合計 9,903,056 9,703,942

負債純資産合計 13,547,827 13,087,457
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,685,232 1,748,158

売上原価 1,531,605 1,534,189

売上総利益 153,627 213,969

販売費及び一般管理費 261,210 237,452

営業利益又は営業損失（△） △107,583 △23,483

営業外収益   

受取利息 70 4

受取配当金 220 460

違約金収入 560 －

受取手数料 378 377

受取保険金 － 1,813

雑収入 5,152 1,185

貸倒引当金戻入額 － 3,775

営業外収益合計 6,381 7,616

営業外費用   

支払利息 － 1,994

雑支出 267 777

営業外費用合計 267 2,772

経常利益又は経常損失（△） △101,469 △18,639

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6,180 －

特別利益合計 6,180 －

特別損失   

固定資産除却損 － 136

校舎整理損 － 6,561

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 50,274 －

その他 957 －

特別損失合計 51,232 6,697

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △146,521 △25,337

法人税、住民税及び事業税 3,795 25,580

法人税等調整額 △32,560 △36,160

法人税等合計 △28,764 △10,579

四半期純利益又は四半期純損失（△） △117,756 △14,757

㈱アップ（9630）　平成24年3月期　第1四半期決算短信（非連結）

5



該当事項はありません。  

  

  

【セグメント情報】 

前第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） 

１．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 

 （単位：千円）

（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、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。 

２．調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

１．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 

 （単位：千円）

（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、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。 

２．調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

報告セグメント 
その他 

（注1） 
合計 調整額 

 （注2） 

四半期 

損益計算書

教育事業 不動産賃貸 計 
 計上額 

（注3） 

売上高    

外部顧客への売上高  1,648,274  20,681  1,668,955  16,277  1,685,232  －  1,685,232

計  1,648,274  20,681  1,668,955  16,277  1,685,232  －  1,685,232

セグメント利益  11,274  11,078  22,352  4,350  26,703  △134,286  △107,583

  

報告セグメント  
その他 

（注1） 
合計 調整額  

 （注2） 

四半期 

損益計算書

教育事業 不動産賃貸 計 
計上額 

（注3） 

売上高    

外部顧客への売上高  1,698,818  32,423  1,731,241  16,917  1,748,158  －  1,748,158

計  1,698,818  32,423  1,731,241  16,917  1,748,158  －  1,748,158

セグメント利益  73,917  23,277  97,194  5,167  102,362  △125,845  △23,483

（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。  

  

  

３．補足情報

報告セグメント 

  

 事業部門 

  

前第１四半期会計期間末 
（平成22年６月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成23年６月30日） 

生徒数（人） 生徒数（人） 

教育事業 

  

（中学受験指導部門） 

進学館  2,033  2,138

（高校受験指導部門） 

開進館  3,911  3,957

（大学受験指導部門） 

研伸館中学生課程  1,079  1,190

（大学受験指導部門） 

研伸館高校生課程  4,591  4,462

（個別受験指導部門） 

個別館  4,364  4,577

（総合教育部門） 
 2,243  2,522

不動産賃貸     －  －

その他    －  －

合 計  18,221  18,846

報告セグメント 事業部門 

前第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）

当第１四半期累計期間 
 （自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30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  203,316  206,940

（高校受験指導部門） 

開進館  321,282  325,224

（大学受験指導部門） 

研伸館中学生課程  92,742  103,508

（大学受験指導部門） 

研伸館高校生課程  529,059  518,735

（個別受験指導部門） 

個別館  411,682  445,677

（総合教育部門） 
 90,190  98,732

 不動産賃貸    20,681  32,423

その他    16,277  16,917

 合 計  1,685,232  1,748,158
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