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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 4,123 2.5 474 60.1 483 58.0 277 122.7
23年3月期第2四半期 4,024 3.9 296 46.0 305 47.0 124 32.0

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2四半期 26.89 ―
23年3月期第2四半期 12.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 13,487 9,988 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2四半期  9,988百万円 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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

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2Q 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2Q 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2Q 10,309,099 株 23年3月期2Q 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 

当社の教育事業の売上高は当第２四半期累計期間において前年同期に比べ84百万円増加し、4,024百万円となり

ました。（中学受験指導部門）進学館では当社の独自技術であるインターネット授業システムE-Lectureを活用し

た記述問題解説講座「ブックピア」を開講し、（高校受験指導部門）開進館では難関校の志望者に向けた情報発信

及び志望校別対策授業を行うWebサイト「開進館志望校合格ナビ」を開設し、（大学受験指導部門）研伸館では大

学教授による特別講義イベントを開催するなど、従来の講座群に加え、受験生の為になる新たなコンテンツの提供

を行ってまいりました。その一方で当社に通う生徒が「第１５回ジュニア算数オリンピック」で金メダルを受賞す

るなど、志望校合格とは違った側面での学習成果も達成しています。  

総合教育部門に関しては、（科学実験教室）サイエンスラボが９月に開講した電子工作に特化した講座「エレク

トロラボ」にて募集枠が埋まり、開校２年目となる（スポーツクラブ）ＣＵＰＳでは、体操、トランポリン、柔

道、プレサッカーの各講座が好評を博しているなど、各部門が着実に生徒数を増やしております。 

設備投資に関しては、奈良県奈良市に研伸館プライベートスクール学園前校及び神戸市東灘区に個別館阪急御影

校と、依然として顧客ニーズの高い個別指導部門の教室を新設いたしました。 

 不動産賃貸の売上高は、前期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り、前年同期に比べ13百

万円増加し、64百万円となりました。 

 当第２四半期累計期間における我が国経済の先行きは引き続き不透明な状況で推移しており、雇用環境、所得環

境の悪化などによる個人消費の低迷の影響は当社の属する教育業界にも及んでおります。 

そのような中、当第２四半期累計期間における業績は、売上高で4,123百万円(前年同期比2.5％増)となりまし

た。営業利益は、売上高の増加と賃料負担の減少をはじめとする経費負担の見直し等により474百万円(前年同期比

60.1％増)となり、経常利益は483百万円(前年同期比58.0％増)となりました。当期純利益は、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、277百万円(前年同期比122.7％増)となり

ました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間末の総資産は13,487百万円となり、前事業年度末に比べ60百万円減少いたしました。流動

資産は2,648百万円となり、前事業年度末に比べ82百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金の増加し

たことによるものであります。固定資産は10,838百万円となり、減価償却をしたことにより前事業年度末に比べ

143百万円減少いたしました。 

  流動負債は1,118百万円となり、前事業年度末に比べ140百万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2,380百万円となり、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9,988百万円となり、前事業年度末に比べ85百万円増加いたしました。主な要因は、利益獲得によ

る利益剰余金の増加によるものであります。また、自己資本比率は74.1％となりました。 

（キャッシュ・フロ－の状況） 

 当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、2,365百万円となり、前事業年度末と比べ303百

万円増加しました。 

  当第２四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、601百万円（前年同期に得られた資金は361百万円）となりました。これは、前

年同期に比べ、経費の支払額の減少に加え入学生及び取得講座数の増加による営業収入が増加したことによるもの

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、113百万円（前年同期に使用した資金は458百万円）となりました。これは、前

年同期に比べ、有形固定資産の取得による支出及び関係会社株式の取得による支出が減少したことによるものであ

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、185百万円（前年同期に使用した資金は176百万円）となりました。これは、前

年同期に比べ、配当による支出が増加したことによるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年４月28日に公表いたしました当第２四半期累計期間の業績予想と実績に差異が発生したため、業績予想

を修正しております。詳細につきましては、平成23年10月25日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照ください。 

なお、通期業績予想につきましては、平成23年４月28日に公表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

㈱アップ（9630）　平成24年3月期　第2四半期決算短信（非連結）

2



（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表 
（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２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,062,516 2,365,672

売掛金 234,082 42,970

たな卸資産 55,434 61,894

繰延税金資産 41,218 40,904

その他 178,115 138,899

貸倒引当金 △5,500 △1,800

流動資産合計 2,565,867 2,648,539

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,236,226 4,089,956

土地 4,541,330 4,541,330

その他（純額） 186,707 158,789

有形固定資産合計 8,964,264 8,790,076

無形固定資産 96,574 86,704

投資その他の資産   

投資有価証券 293,578 346,276

繰延税金資産 325,134 325,168

差入保証金 950,147 940,317

その他 352,262 349,948

投資その他の資産合計 1,921,121 1,961,711

固定資産合計 10,981,960 10,838,491

資産合計 13,547,827 13,487,031

負債の部   

流動負債   

買掛金 77,942 46,002

1年内返済予定の長期借入金 250,000 250,000

未払法人税等 189,569 206,724

未払消費税等 － 83,522

賞与引当金 39,518 39,767

その他 701,588 492,193

流動負債合計 1,258,618 1,118,210

固定負債   

退職給付引当金 123,012 117,770

長期借入金 1,750,000 1,750,000

その他 513,139 512,961

固定負債合計 2,386,151 2,380,732

負債合計 3,644,770 3,498,942
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９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 6,412,644

自己株式 △44 △59

株主資本合計 9,938,695 10,030,348

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35,638 △42,258

評価・換算差額等合計 △35,638 △42,258

純資産合計 9,903,056 9,988,089

負債純資産合計 13,547,827 13,487,031
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 4,024,021 4,123,178

売上原価 3,231,734 3,195,465

売上総利益 792,286 927,713

販売費及び一般管理費 495,608 452,787

営業利益 296,678 474,925

営業外収益   

受取利息 363 185

受取配当金 2,320 4,060

受取手数料 1,010 957

貸倒引当金戻入額 － 3,296

雑収入 7,496 6,165

営業外収益合計 11,190 14,665

営業外費用   

支払利息 － 4,010

投資事業組合運用損 1,566 1,394

雑支出 345 777

営業外費用合計 1,912 6,182

経常利益 305,956 483,408

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,431 －

特別利益合計 5,431 －

特別損失   

固定資産除却損 786 9,614

店舗閉鎖損失 3,056 418

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 50,274 －

その他 76 －

特別損失合計 54,194 10,032

税引前四半期純利益 257,192 473,375

法人税、住民税及び事業税 125,494 191,332

法人税等調整額 7,239 4,810

法人税等合計 132,733 196,143

四半期純利益 124,459 277,232

㈱アップ（9630）　平成24年3月期　第2四半期決算短信（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２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

営業収入 4,421,143 4,511,792

原材料又は商品の仕入れによる支出 △98,895 △107,362

人件費の支出 △2,021,397 △2,027,543

その他の営業支出 △1,814,191 △1,607,390

小計 486,658 769,495

利息及び配当金の受取額 3,791 3,845

利息の支払額 － △3,989

その他の収入 4,152 6,713

その他の支出 △462 △861

法人税等の支払額 △132,180 △173,289

営業活動によるキャッシュ・フロー 361,959 601,915

投資活動によるキャッシュ・フロー   

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 △264,199 △50,108

有形固定資産の売却による収入 － 262

無形固定資産の取得による支出 △45,872 △2,169

差入保証金の差入による支出 △16,697 △8,450

差入保証金の回収による収入 20,697 13,783

固定資産の除却による支出 － △618

預り保証金の返還による支出 － △120

預り保証金の受入による収入 24,144 32

投資有価証券の取得による支出 － △66,302

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 － 156

投資活動によるキャッシュ・フロー △458,607 △113,535

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △176,169 △185,208

自己株式の取得による支出 △5 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △176,174 △185,223

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） △272,822 303,155

現金及び現金同等物の期首残高 1,703,246 2,062,516

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,430,424 2,365,672
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当第２四半期累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

該当事項はありません。  

   

【セグメント情報】 

前第２四半期累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９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２四半期累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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２四半期累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

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）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  3,939,523  51,727  3,991,251  32,769  4,024,021  －  4,024,021

計  3,939,523  51,727  3,991,251  32,769  4,024,021  －  4,024,021

セグメント利益  518,940  29,060  548,001  8,817  556,818  △260,140  296,678

  

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  4,024,515  64,849  4,089,365  33,813  4,123,178  －  4,123,178

計  4,024,515  64,849  4,089,365  33,813  4,123,178  －  4,123,178

セグメント利益  664,542  46,395  710,937  10,619  721,557  △246,631  474,925

（６）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２四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。  

  

５．補足情報

報告セグメント 

  

 事業部門 

  

前第２四半期会計期間末 
（平成22年９月30日） 

当第２四半期会計期間末 
（平成23年９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  2,159  2,256

（高校受験指導部門） 

開進館  4,207  4,235

（大学受験指導部門） 

研伸館中学生課程  1,158  1,239

（大学受験指導部門） 

研伸館高校生課程  5,100  4,926

（個別受験指導部門） 

個別館  4,990  5,248

（総合教育部門） 
 2,304  2,637

不動産賃貸     －  －

その他    －  －

合 計  19,918  20,541

報告セグメント 事業部門 

前第２四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９月30日）

当第２四半期累計期間 
 （自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９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  514,574  528,213

（高校受験指導部門） 

開進館  793,286  794,823

（大学受験指導部門） 

研伸館中学生課程  210,898  231,864

（大学受験指導部門） 

研伸館高校生課程  1,272,541  1,233,863

（個別受験指導部門） 

個別館  974,483  1,043,019

（総合教育部門） 
 173,739  192,731

 不動産賃貸    51,727  64,849

その他    32,769  33,813

 合 計  4,024,021  4,123,178
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