
株主の皆様へ

第69期  IR報告書 平成25年10月1日～
平成26年9月30日

株主優待カタログ

事 業 年 度 10月1日～翌年9月30日
定 時 株 主 総 会 12月
配当金受領株主確定日 期末配当金－9月30日　中間配当金－3月31日
公 告 方 法 電子公告

公告掲載URL：http://ghd.gakken.co.jp/
※ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告ができな
い場合は､日本経済新聞に掲載します｡

単 元 株 式 数 1,000株
株 主 名 簿 管 理 人
（特別口座の口座管理機関)

三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先 東京都江東区東砂七丁目10番11号(〒137-8081)　
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

Q. 単元未満株式を処分するにはどうしたらよいですか？
A. 特別口座でお持ちの単元未満株式については特別口座の口座管理機関で
ある三菱UFJ信託銀行へ、証券会社の口座でお持ちの単元未満株式につ
いては当該証券会社へ、買取請求をお申し出ください。

Q. 特別口座から証券会社の口座に振り替えるにはどうしたらよいですか？
A. 証券会社に口座開設をした後に、三菱UFJ信託銀行へお申し出ください。
Q. 各種手続の窓口は？
A. 上記のほか、特別口座でのご所有株式に関する住所変更その他各種お
手続の窓口、お取扱場所は左記のとおりです。

＊特別口座以外でのご所有株式に関する各種お手続は、口座を開設され
ている証券会社にお問い合わせください。

株主メモ

上場株式等の配当等に関する『源泉徴収税率』変更のご案内

よくある質問Q&A

0120-232-711
オペレータ対応
受付時間 平日のみ／午前9：00～午後5:00

0120-244-479
各種お手続き用紙のご請求（音声自動応答）
24時間受付

JQA EM5778

◆平成26年1月1日以降に支払いを受ける、上場株式等の配当等には、原則として20％（所得税15％、住民税5％）の源泉徴収税率が適用
されております。

◆また、平成49年12月31日まで、復興特別所得税として所得税額×2.1％が追加課税されております。

平成26年以降、上場株式等の配当等には、復興特別所得税を含め、20.315％（※）の源泉徴収税率が適用されております。
（※）所得税15％、復興特別所得税0.315％、住民税5％

◯源泉徴収が行われる場合の税率です。ただし、内国法人の場合は住民税が徴収されません。
◯本ご案内は、上場株式等の配当等に係る税金について、一般的な情報をご提供するために作成されたものであり、本ご案内の内容が当てはまらない場合もご
ざいます。詳細につきましては、最寄の税務署、税理士等にお問い合せください。本ご案内は平成26年12月時点の情報をもとに作成しております。

平成25年12月31日まで 平成26年1月1日から
平成49年12月31日まで 平成50年1月1日から

所得税（含む復興特別所得税） 7.147％ 15.315％ 15％
住 民 税 3％ 5％ 5％
合 計 10.147％ 20.315％ 20％



　株主の皆様には平素より格別のご高
配を賜り、厚く御礼申し上げます。ここ
に当社第69期（平成25年10月1日～平
成26年9月30日）ＩＲ報告書をお届け
いたします。
　基幹事業である教育ソリューション
分野では、「教育ＩＣＴ」「デジタル出
版」「グローバル展開」を戦略の３本柱
として掲げ、新事業の開発に取り組ん
でまいりました。
　しかしながら、「出版事業」において
は、美容健康向け出版物のヒットを契
機に積極展開を図ってまいりましたが、
持続的な利益創出に至りませんでし
た。また、「教室・塾事業」や「園・学校
事業」においても、少子化による市場
縮小や競争激化の影響を受けました。
　一方、「高齢者福祉・子育て支援事
業」では、新規開発案件の厳選や営業

私たち学研グループは

すべての人が心ゆたかに生きることを願い

今日の感動・満足・安心と

明日への夢・希望を提供します。

ずっと、いっしょに

“まなび”をたのしく！

ワクワク☆ドキドキ創造企業

体制の強化、施設運営の効率化に努め
たことが奏功しました。
　この結果、売上高は前期を上回りま
したが、営業利益・経常利益・当期純
利益ともに前期を下回りました。
　このような状況から、平成26年9月
期を起点とした2ヵ年計画「Ｇａｋｋｅｎ
２０１5」で掲げた目標を見直し、学研グ
ループ新2ヵ年計画「Ｇａｋｋｅｎ２０１
６」を策定いたしました。今後の2ヵ年を
「成長軌道に乗せるための再構築
フェーズ」と位置付け、課題の早期解決
と成長戦略の実行に取り組む所存でご
ざいます。
　株主の皆様には、引き続き格別のご
理解とご支援を賜りますようお願い申
し上げます。

株主の皆様へ

代表取締役社長

広い視野で未来を見据え、深く市場と顧客の心を知ろう

高い目標を掲げ、強固な意志を持って、迅速に挑戦しよう

自由かつ斬新な発想で、新しい価値を創り出そう

知る

挑む

創る

グループ理念

グループビジョン

Gakken Spirit

Creative Challenge
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新2ヵ年計画「Gakken2016」発表の
理由についてお聞かせください。Q1

を大幅に下回りました。
　この状況を受け、課題を認識し計画数
値の妥当性を再検証したうえで、平成
27年9月期から平成28年9月期までの
2ヵ年を「成長軌道に乗せるための再構
築フェーズ」と位置付け、新2ヵ年計画
「Gakken2016」を策定いたしました。

　新2ヵ年計画では、これまで通り ｢教育
ソリューション事業」（｢教室･塾事業｣
｢出版事業｣ ｢園･学校事業｣）と「高齢者
福祉・子育て支援事業」をグループの中
核事業として、課題の早期解決に取り組
むとともに、成長戦略を着実に実行して
まいります。

　学研グループは、平成25年11月に2ヵ
年計画「Gakken2015」を発表し、成
長事業や成長期待分野の収益化に向け果
敢に取り組んでまいりましたが、出版領
域をはじめとした既存事業をとりまく市
場環境が想定以上に厳しさを増したこと
により、初年度の平成26年9月期は計画

宮原社長インタビュー

学研グループ新2ヵ年計画「Gakken2016」を発表
学研グループは、昨年策定の2ヵ年計画を見直し、新2ヵ年計画「Gakken2016」を発表しました。
市場環境の悪化と収益力の低下を真摯に受け止め、成長軌道に乗せるべく事業の再構築を図ります。

「教育ソリューション事業」での
取り組みについて教えてください。Q2

「高齢者福祉・子育て支援事業」での
取り組みについて教えてください。

「Gakken2016」の業績目標を教えてください。

◆学研ココファングループ拠点数の推移

◆新2ヵ年計画「Gakken2016」連結業績目標

施設やサ高住の企画・開発及び設計で
定評のあるシスケアグループを子会社
化(P.7参照)し、平成27年9月期以降の
利益確保と将来の成長を実現します。
　全国展開への足掛かりとして、まず
関西ブロックを設置し常駐の責任者を
配置しました。また、平成26年10月に
サ高住４物件を取得したこと(P.6参照)

で、西日本での居室数は823戸、全国で
は3,860戸となりました。
　また、子育て支援事業においては、平
成27年４月に保育園10ヵ所の開設を計
画しております。今後も子育て世代への
支援を積極的に行ってまいります。

Q3

Q4

　この１年間で、サービス付き高齢者
向け住宅（以下「サ高住」）を９ヵ所、
保育園を５ヵ所、新たに開設しました。
　高齢者福祉事業においては、課題で
あった新規開設拠点での入居率の鈍化
について、営業促進の強化と品質向上
を重視した結果、改善が見られるよう
になりました。平成26年10月には介護

　「Gakken2016」２年目の平成28年9
月期は、売上高960億円、営業利益26
億円を目標としています。しっかりと
課題解決に取り組み、経営資源を成長
領域にシフトすることで、目標の達成
に向け邁進してまいります。

ステムの提供を今後も強
化していきます。電子出
版分野では、平成25年
10月に設立した㈱ブック
ビヨンドを中心に、デジ
タル出版の売上を拡大し
ます。また、アジア圏を
中心とした教育の海外展
開にも力を入れ、従来の
「版権輸出」「科学実験教
室の教材＆ノウハウの提供」「カメラ関
連出版事業」に加えて、平成26年10
月にミャンマーで始まった「算数教室」
の展開も加速させます。
　堅調な教科書事業や病院向けeラー

　平成26年９月に業績が大きく悪化し
た「出版事業」では不採算分野を段階
的に縮小し、学研グループの強みであ
る学習参考書や児童書などの教育分野
に注力していきます。また、世の中が
大きく変化している中、「教育ICT」「電
子出版」「海外展開」を成長期待分野と
位置付け、新しい教育サービスの開発
に取り組み、「教育コンテンツ＆サービ
スの創造企業」を目指します。
　教育ICT分野では、すでに平成26年
9月にスタートした東京都品川区の小
中学校における実証実験への開発協力
(P.8参照)をはじめ、幼稚園・保育園や
小中学校への学習コンテンツや学習シ

大阪で新たに取得したサ高住の１
つ「ココファン桜川」(平成26年
11月開業)

園・学校向けサービス園 ビス園・学校向けサービ

Gakken
教育コンテンツ
・学習教材
・辞典
・事典・図鑑
・絵本・読み物
・科学教材

塾・
法人向け
サービス

家庭向け
サービス

デジタル教材付き
学習参考書

幼保園向け
ＩＣＴ教材サービス

法
サササササ病院向け

eラーニングサービス

ス
デジタル絵本

科学教材け
ス サササ

オンライン英会話
事業

デジタル教科書

ＩＣＴ学習サービス

映像付きリメディアル
教材サービス

ニングサービス事業は今後も利益拡大
が期待でき、「教室・塾事業」ではグ
ループ内や地元企業との連携強化によ
り地域に密着したサービス提供で収益
力アップを図ります。

◆学研の教育ＩＣＴサービス

■高齢者住宅 他
■子育て支援施設

平成22年
9月期

平成23年
9月期

平成24年
9月期

平成25年
9月期

平成26年
9月期

平成27年
9月期（予定）

平成28年
9月期（予定）

2 4 8 16 21 31 4110 14 54
70

79
88

111

12 18

62
86

100
119

152

連結業績目標
平成25年
9月期
（実績）

平成26年
9月期
（実績）

平成27年
9月期
（計画）

平成28年
9月期
（計画）

売 上 高 86,858 90,134 93,000 96,000

営 業 利 益 2,081 280 1,500 2,600
（単位：百万円）
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ひと目で
わかる学研

ＤＩＳＣＯＶＥＲ
Ｇａｋｋｅｎ

第2回  高齢者福祉・子育て支援事業
全４回の連載で、セグメント別に事業の内容を紹介しています。

就学前の教育・保育を
一体として捉える
「ココファン・ナーサリー」
　子育て支援事業を担う㈱学研ココファン・ナーサリーは、関
東エリアで17ヵ所の認可・認証保育園、２ヵ所の認定こども園、
２ヵ所の認可外保育園を受託運営しながら、養育と教育を両輪とした“心と体の育ち”を
サポート。子育て支援分野の専門企業として、保育サービスの標準化を目指しています。

65

高齢者福祉事業と子育て支援事業の
連携により、グループの付加価値を高め、
理念の実現を目指しています。

高齢者や子育て世代が、住みなれた地域で
安心して暮らせる環境とサービスを提供

高齢者にとって──
生活のなかに刺激が生まれ、
日常の楽しみが得られます。
脳の活性化により、
認知症予防にもつながります。

高齢者に対する理解を養い、
思いやりの気持ちを培います。
家族や友達以外との交流を通じて、
世界が広がります。

子どもにとって──

大阪で新たにサ高住４物件を取得
　大阪の医療法人「気象会」と
の業務提携の一環として、同法
人が運営する大阪市城東・桜
川・深江橋・鶴橋のサ高住４物
件(居室数合計653戸)を平成26
年10月に取得しました。西日本
への本格展開を推し進めます。

オリジナルプログラム
「脳元気タイム」
　㈱学研ココファンでは、さまざまな介護サー
ビスも提供。たとえば、「デイサービス」では
東北大学との共同研究で生まれた学研式脳活
性プログラム『脳元気タイム』を導入して実
績を上げています。

オリジナルプログラム
「学研アプローチ」
　学研グループのノウハウや出版・教材コ
ンテンツを活かし、子どもの本来の力を引
き出す独自の方法論
が「学研アプローチ」。
すべてのココファ
ン・ナーサリーで、
このプログラムが
実践されています。

地域包括ケアシステムの先駆的モデル
「ココファン柏豊四季台」（千葉県柏市）

認知症の予防、維
持に効果があると
いわれている「脳
元気タイム」

サービス付き高齢者向け住宅
「ココファン」ブランドを展開
　㈱学研ココファンは、関東を中心に、大阪、熊本を合わせて45
棟(2,441戸)のサ高住を展開。これらは介護事業所やクリニック等
を併設しており、24時間365日のスタッフ対応はもちろん、プラ
イバシーにも配慮した“新しい住まい方”を提供しています。今
後は全国で新規開設スピードを加速していく予定です。

※「シスケアグループ」についてはP.7をご覧ください。　このページは平成26年11月現在のデータをもとに構成しています。

　セブン＆アイ・ホールディングスの「デニー
ズ」と提携した、サ高住と外食店の一体型施
設「ココファン横浜前里」が、平成26年９月
にオープンしました。１階が「デニーズ」で、
上層階がサ高住。平成26年1月にオープンし
た「ココファン立川」に続く、コラボレーショ
ン企画第２弾です。

　㈱学研ココファンと同じく、高齢者福祉事業を担う㈱ユーミーケアは鎌倉
から藤沢、茅ヶ崎、平塚、小田原といった神奈川県の湘南エリアに特化して高齢
者住宅29棟（769戸）を運営。自立向けから介護・医療的ケア、終末期対応の住
まいまでラインナップが豊富で、入居者の心身に応じて住み替えが可能です。

湘南エリアに特化した
地域ドミナント戦略「ユーミーケア」

「シニアメゾン湘南台」（藤沢市） 「シニアメゾン鎌倉山」（鎌倉市）

子どもにとって──

論
」。
ァ

デニーズとサ高住のコラボ企画第２弾

多世代・地域交流型住宅
「よこはま多世代・地域交流型住宅（平成27年３月開
業予定）」は、上層階が一般世帯向け賃貸住宅と「サ
高住」、同じ敷地内に保育園・小学校・クリニックな
どがある複合型コミュニティ。その他、「ココファン
柏豊四季台」「ココファン西船橋」でも独自の先駆的
モデルを実現しています。

。

多 世 代 交 流

学研の「高齢者福祉・子育て支援事業」を担うココファング
ループは、企業理念「すべての人が心ゆたかに生きることを
願い、今日の感動・満足・安心と明日への夢・希望を提供し
ます」を少子高齢化社会の中で広げます。地域で暮らす高齢
者が、いつまでも安心して暮らせるサービス付き高齢者向け

住宅（以下「サ高住」）を開発し、在宅介護サービスも拡大。
また子育て世代には、一人ひとりの発達段階に応じた“養
育”と、人格形成を重視したバランスの取れた“教育”を実
践する保育園・幼稚園の企画・開発・運営を実行。心豊かに
生きる力と未来を切り開く夢と希望を提供します。

「ココファン・ナーサリー
柏の葉」（千葉県柏市）

「ココファン城東」
平成26年11月開業

「ココファン鶴橋」
平成26年12月開業

高齢者
福祉

子育て
支援

「ココフ ン城東」

「よこはま多世代・地域交流型住宅」外観イメージ



　史上最年少17歳でノーベル平和賞受賞が決定して
話題のパキスタン出身のマララ・ユスフザイさん。
その邦訳手記『わたしはマララ 教育のために立ち上

がり、タリバンに撃たれた
少女』（㈱学研パブリッシ
ング発行）にも問い合わせ
や注文が殺到。急遽5万部
の増刷を行い、累計発行
部数が12万部に達しまし
た。“すべての子どもに教
育を”と訴える彼女のメッ
セージを、16歳（当時）
の少女のリアルな言葉で
ぜひお聞きください。

トピックス

シスケアグループの連結子会社化により
学研ココファングループが開発スピードを加速

マララさんノーベル平和賞受賞
『わたしはマララ』12万部に！

ミャンマーの現地企業と合弁会社を設立
中国、シンガポールでも教室展開開始

学研のワクワク☆ドキドキを体感できるスペース
「CURIO☆FACTORY」次々とオープン！

実物大図鑑『ほんとのおおきさ』シリーズが
キッズデザイン賞・経済産業大臣賞を受賞

驚きの画像を｢見る｣｢撮る｣｢シェア｣できる
「スマホde顕微鏡」ギフト・ショーでグランプリ！

　㈱学研ホールディングスは、
ミャンマーで現地ＩＴ系大手
企業AceData Consulting 
Ltd.との合弁会社Gakken 
Ace Education Co.,Ltd. を
設立。まずはヤンゴンで㈱
学研エデュケーショナルの
「学研教室算数コース」を現
地の子ども向けにスタートさ
せました。また、中国とシン
ガポールでも「科学実験教
室」がスタート。今後も経済
成長が見込まれ、教育にも
熱心なアジアの国々で積極
的に事業を展開していきます。

　「第78回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2014」で、㈱
学研ステイフルの「スマホde顕微鏡」が最上位のグランプリを受賞し

ました。自分のスマートフォンを「ス
マホde顕微鏡」の本体に乗せ、カメラ
アプリを起動させるだけで、２倍から
80倍までの顕微鏡画像を撮影・録画で
きます。撮影した写真や動画をメール
に添付したり、SNSなどで共有するの
も簡単です。

　学研の商品・サービスを体感で
きる書店複合化施設「CURIO☆
FACTORY（キュリオ・ファクト
リー）」が次々と誕生しました。６
月に第１号が二子玉川紀伊國屋書店
に、９月には文京区白山の南天堂書
房に第２号がオープン。ここでは、
学研の多彩な書籍・商品・サービ
ス・コンテンツを体験可能な形で展
示。また、体験型幼児教室、映像上
映、ARの体験型デモ、学習指導サー
ビス等様々なイベントやサービスを
実施して、多彩な商材を持つ学研の
強みをアピールしていきます。

　学研ココファングループは10月
１日、志を同じくするシスケアグ
ループの全株式を引き受け、連結
子会社といたしました。シスケアグ
ループは高齢者住宅施設や児童福
祉施設の設計・マーケティング・コ
ンサルティングのプロフェッショナ
ル。これにより学研ココファング
ループの「高齢者福祉・子育て支
援事業」は、飛躍的に開発スピード
を進め、ブランドの拡大とクオリ
ティ向上を成し遂げてまいります。

品川区と学研が取り組む
新たな教育ICT

　品川区は９月に小中学校10校の全児童・生徒
にタブレットPC(約1,800台)を配布し、授業だ
けでなく家庭に持ち帰り、自主学習にも使える
「トータル学習システム」を開始。その学習コン
テンツやデジタル版の辞書・事典、学習管理シ
ステムを、㈱学研ホールディングス、㈱学研教
育出版、㈱学研教育みらいの３社が提供。新し
い教育技法の開発に協力します。

『よかたい先生』が青少年読書
感想文全国コンクール課題図書に

頭脳開発シリーズ×学研教室で
『入学準備』ワークを発売

ヤンゴンで「学研教室算
数コース」が10月より
スタート！

画面を見ながら、
顕微鏡写真の撮影
が可能。スマート
フォンの機種は問
いません

不思議な実験を体験することで、知的好奇心を育て
る「科学実験教室」は中国でも大好評

動物の顔を実物大の写真で見せる
図鑑シリーズ。動物写真は高解像度
カメラで撮り下ろし、毛の１本１本
まで切り抜き処理しています

シリーズ最新刊
「ほんとのおおきさ・
あかちゃん動物園」

　“公害の原点”と呼ばれる水俣病事件から50
年、患者側に立ち続けた医師のノンフィクショ
ン『よかたい先生 水俣から世界を見続けた医
師 原田正純』(㈱学研教育出版)が、「第60回青

少年読書感想文全国コ
ンクール」小学校中学
年課題図書に選出。累
計発行部数９万部とな
りました。過去を知り、
未来に活かす大切さを
伝える、大人にもぜひ
読んでいただきたい良
書です。

　㈱学研教育出版の「頭脳開発」シリーズと、
㈱学研エデュケーショナル「学研教室」がコラ
ボ。教室の指導ノウハウと、市販ワークの制作
実績を融合し、小学校の入学準備に最適な幼
児向けワークブックを共同制作しました。販売

ルートは学研教室と
書店で、市販と教室
の相乗効果を狙った
取り組みの第一歩と
なりました。

「ひらがな・かたかな・
かん字ポスター」など
５つの特別教材に加え
て学研教室「おためし
教材」等の無料プレゼ
ントも

チェックドリル
小5理科
「台風」

絵本作家でもある著者・三枝三七子氏による
挿絵の素晴らしさも高く評価されました

　㈱学研教育出版の実物大図鑑『ほんと
のおおきさ』シリーズが、「第８回キッズ
デザイン賞 子どもの未来デザイン 学び・
理解力部門」で経済産業大臣賞を受賞。
“実物大”の発想と写真のリアルさが評
価されました。このほか㈱学研ステイフ
ルの「ワールドアイ」がTEPIA特別賞に、
㈱学研教育みらいの「ひがしね幼稚園 園

舎設計」が感性・創造
性部門賞を受けるなど、
学研グループが数多く
の賞に輝きました。

『学研の図鑑
LIVE』の動画上
映イベント

二子玉川の
1号店

Topics

01

Topics

03
Topics

04
Topics

07
Topics

08
Topics

09

Topics

02
Topics

06
Topics

05

㈱学研ココファンホールディングス小早川仁社長（右）と
シスケアグループ太田裕之社長（左）

世界36か国で翻訳され、
累計発行部数は全世界で
150万部突破
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連結業績ハイライト 連結財務諸表

連結貸借対照表 

科　目
平成26年9月期
平成25年10月 1 日から（平成26年 9 月30日まで）

平成25年9月期
平成24年10月 1 日から（平成25年 9 月30日まで）

売上高 90,134 86,858
売上原価 60,800 56,167
売上総利益 29,333 30,690
返品調整引当金戻入額 174 88
差引売上総利益 29,507 30,779
販売費及び一般管理費 29,227 28,698
営業利益 280 2,081
営業外収益 409 457
営業外費用 210 211
経常利益 478 2,327
特別利益 892 40
特別損失 701 150
税金等調整前当期純利益 668 2,217
法人税、住民税及び事業税 609 743
法人税等調整額 △40 △395
少数株主損益調整前当期純利益 100 1,868
少数株主利益 68 89
当期純利益 31 1,778

連結損益計算書 

（単位：百万円）

（単位：百万円）

　総資産は、前期末に比べ7,916百万円増加し、
74,499百万円となりました。主な増減は、現金及び
預金の増加6,395百万円、受取手形及び売掛金の減少
695百万円、商品及び製品の増加644百万円、有形
固定資産の増加2,469百万円、投資有価証券の減少
1,170百万円などによるものです。

1総資産

　負債は、前期末に比べ8,597百万円増加し、
41,592百万円となりました。主な増減は、短期借入
金の増加2,684百万円、長期借入金の増加5,625百万
円、退職給付引当金の減少6,750百万円、退職給付に
係る負債の増加7,167百万円などによるものです。

2負債

　純資産は、前期末に比べ680百万円減少し、32,907
百万円となりました。主な増減は、自己株式の減少
による増加614百万円、退職給付に係る調整累計額
を計上したことによる減少732百万円などによるも
のです。

3純資産

　当期純利益は、営業利益の減少、法人税の増加な
どにより1,747百万円減少の31百万円となりました。

4当期純利益

32,907

74,499

33,587

66,582

29,533

60,735

平成24年
9月期

平成25年
9月期

平成26年
9月期

総 資 産 （単位：百万円）
純 資 産 （単位：百万円）売 上 高

（前期比3,275百万円増加）

営 業 利 益

（前期比1,801百万円減少）

当 期 純 利 益

（前期比1,747百万円減少）

　売上高は、前期に比べ3.8％増の90,134百万円とな
りました。「出版事業」における減収がありましたが、「高
齢者福祉・子育て支援事業」におけるサービス付き高齢
者向け住宅および子育て支援施設の開業や、「教室・塾
事業」での前期における株式会社イング、株式会社全教
研の連結子会社化などにより増収となりました。
　利益面につきましては、「出版事業」の返品増加などに
よる減収や在庫処分増、高齢者福祉・子育て支援施設

の開業費用の増加、「園・学校事業」における備品や設
備などの原価高により、営業利益は前期に比べ1,801百
万円減少の280百万円、経常利益は前期に比べ1,848
百万円減少の478百万円、当期純利益は前期に比べ
1,747百万円減少の31百万円となりました。
　上記のとおり、当期は厳しい結果となりましたが、安定
的かつ継続的な配当を実施する基本方針により、当期も
１株につき５円の配当を継続させていただきます。

売上高 営業利益 当期純利益
（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

90,134百万円 280百万円 31百万円

平成23年
9月期

平成24年
9月期

平成26年
9月期

平成23年
9月期

平成24年
9月期

平成26年
9月期

平成23年
9月期

平成24年
9月期

平成26年
9月期

90,134

平成25年
9月期

86,858
80,249 80,659

280

平成25年
9月期

2,081
1,927

2,245

31

平成25年
9月期

1,778

550

1,536

科　目 平成26年9月期
（平成26年9月30日現在）

平成25年9月期
（平成25年9月30日現在）

資
産
の
部

流動資産 46,648 40,153
固定資産 27,851 26,429
　有形固定資産 10,101 7,631
　無形固定資産 3,208 3,329
　投資その他の資産 14,542 15,468
資産合計 74,499 66,582

負
債
の
部

流動負債 21,129 18,628
固定負債 20,463 14,366
負債合計 41,592 32,995

純
資
産
の
部

株主資本 30,710 30,297
　資本金 18,357 18,357
　資本剰余金 12,146 11,932
　利益剰余金 3,699 4,115
　自己株式 △3,493 △4,107
その他の包括利益累計額 1,428 2,577
新株予約権 159 152
少数株主持分 608 560
純資産合計 32,907 33,587
負債純資産合計 74,499 66,582

1

3

2

4
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90,134百万円
第69期 売上高

30.3%

32.3%

11.7%

17.4%

8.3%

教室・塾事業 売 上 高 27,345百万円
（前期比 15.8％増）

営業利益 1,282百万円
（前期比 68百万円減）

　教室事業では、「学研教室」でタブレットを活
用した新たなサービスの展開等を通じて売上高
が増加しました。塾事業では、前期に株式会社
イング、株式会社全教研を連結子会社化したこ
とにより増収となりました。一方、利益面につ
いては、塾事業における費用の増加等を受けて
減益となりました。

出版事業 売 上 高 29,077百万円
（前期比 6.9％減）

営業利益
（△損失） △1,212百万円（前期は営業利益 642百万円）

　中学生向け学習参考書や問題集、児童向け読
み物が販売部数を伸ばした一方で、美容健康・
家庭実用分野等でのムックや定期誌の販売不振
により減収となりました。また営業損益面でも、
返品や在庫処分増により損失に転じました。

その他売 上 高 7,525百万円
（前期比 10.5％減）

営業利益 209百万円
（前期比 22百万円増）

　文具・雑貨事業と事業整理を決定した家庭訪
問販売事業で減収となりましたが、営業損益面
では、文具・雑貨事業の減益はあったものの、
家庭訪問販売事業の損益改善により増益となり
ました。

園・学校事業売 上 高 15,680百万円
（前期比 1.8％増）

営業利益 276百万円
（前期比 121百万円減）

　消費税増税前の駆け込み需要の影響に加えて、
幼稚園・保育園への備品や設備の納入増等により
増収となりました。一方、利益面では、幼稚
園・保育園向け事業の原価高等により減益とな
りました。

高齢者福祉・子育て支援事業売 上 高 10,504百万円
（前期比 28.1％増）

営業利益（△損失）△319百万円
（前期比 126百万円損失減）

　当期においてサービス付き高齢者向け住宅を9施
設、保育園を5園開業したことや営業体制の強化に
より、売上高が増加しました。一方、開業費用の負
担等により利益を計上するに至っておりませんが、
売上増に加え新規開発案件の厳選や施設運営の効率
化に努めたことが奏功し、損失額は減少しました。

四国で初開業「ココファン松山大手町」
（愛媛県・平成27年２月開業予定）

35周年を迎えた
「学研教室」

６万部突破『体に効く！
おいしい！おからレシピ』

塾グループ全講師に行う
「学研・塾講師検定」

売上高  構成比

新たに発刊『学研の図鑑ＬＩＶＥ』
シリーズ「宇宙」「鳥」

10万部突破！　話題の
『レインボールーム』

ついに第43集で完結！
『小さな恋のものがたり』

かわいいぶるぶる
リラックスグッズ
「にゃんたん」

クリスマスカード

商品構成をリニューアルした
「学研ニューブロック」

大学入試向け添削教材
「学研小論文／作文シリーズ」

みみちゃんが「キャラクター＆
ブランドライセンス展」に出展

保育園・幼稚園への
備品が好調

学研ビルMB階の
「学研こども園」

新たに発発刊『学発 学研の図鑑ＬＩＶＥ』学研の図 10万部突破

ついに第43集で完結！ ６万部突破『体に効く！

（△損失

　中学生
み物が販！話題の！話題の

営
（

セグメントインフォメーション（営業の概況）
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楽しく遊びながら、論理的に考える力が身につくゲームを３点セットで。
数や図形などをテーマに、算数の基礎力を高めましょう。❶「じゃん
けんしょうぎ」グー・チョキ・パーの立体コ
マを転がして、じゃんけん勝負。相手のコマ
を奪い合います。❷「ろっかくしょうぎ」六角
形のコマを動かして、将棋のようにコマを取
り合うボードゲーム。❸「サッカーしょうぎ」
ボールのパスやドリブルなど、サッカーをコ
マの動きに取り入れました。頭脳的プレーで
脳を活性化！

好奇心と考える力を育てる「科学実験教室」の教材５点セット。❶「強
力じしゃく実験セット」磁石の力でふわふわ浮いたり、くっついたり。
❷「静電気実験セット（すごい手）」静電気の力を利用した楽しい実験
ができます。❸「新音実験セット」心臓や体の音、機械の音など、かす
かな音の世界を探検。❹「視覚のふしぎ実験セット」円盤やカードで、
不思議なモノの見え方を体験。❺「はっぽう剤ロケット実験セット」
はっぽう剤を燃料に、ロケットが飛ばせます。

古典の名作をまんがで読んでみませんか。小学生でも楽しめ、補足解説コ
ラムつきで中・高校生や大人の入門書としても最適。❶「まんがで読む 源

氏物語」愛を追い求めた源氏の君の一生。❷「ま
んがで読む 古事記」天の石屋戸、ヤマタノオロチ、
因幡の白ウサギなど、神話の世界を満喫。❸「ま
んがで読む 徒然草・おくのほそ道」世間を離れ
た知識人・兼好法師と、旅に生きた松尾芭蕉の定
番２作品。❹「まんがで読む 平家物語｣ 平家一門
の栄華と滅亡の物語。

ニューワイド学研の
図鑑シリーズ３冊セット1 科学実験キット

５点セット5

プロメテウスの罠4冊セット3 学研エスプリ辞典
３冊セット7

頭のよくなるゲーム３点セット2 まんが日本の古典シリーズ
４冊セット6

ニューブロック くるくる大回転4

写真やイラストを贅沢に使った、小学生から中学生向けのビジュアル図
鑑「ニューワイド」３冊セット。❶「星・星座 増補改訂版」星座物語と、
最新の研究成果に基づくデータを満載。星の観察や天体望遠鏡の使い方
など実用面も充実しています。❷「地球・気象 増補改訂版」地球の歴史、
地震や火山の活動、気象の仕組みが丸わかり。環境問題もくわしく解説
します。❸「世界の危険生物」約500種の危険・有害生物を大迫力のビ
ジュアルで紹介。

福島原発事故は、なぜこれほど多くの被害者を生んだのか。日本新聞協会
賞に輝いたルポタージュ連載記事を書籍化。❶「プロメテウスの罠」政府、
官僚、東京電力、そして住民。それぞれに迫った気鋭の取材記者たちのリ

ポートです。❷「プロメテウスの罠 ２」❸「プロ
メテウスの罠 ３」❹「プロメテウスの罠 ４」累
計18万部を突破！　原発事故から１年、２年と
経過しても苦悩が続く被災者、国・自治体への
取材を通して、原発のありかたを問いかけます。

ビジネスシーンでも役立つ辞書を3冊セットで。❶「四字熟語辞典 第４版」
約2,700項目を収録した四字熟語辞典の大定番。文学作品の用例や類義
語・対義語を豊富に収め、索引に工夫を加えて実用性を高めました。❷「こ
とわざ辞典 第３版」故事ことわざ類を幅広く約4,600項目収録。出典・類
語や英語のことわざも充実。❸「日本語語源辞典 第２版」ふだん意識せず
に使っている言葉のルーツをときあかす一冊。

柔らかいプラスチック製のニューブロックは、軽くて安全、幼児の創造性
を刺激します。「ニューブロック くるくる大回転」はくるくる回るギア
パーツが6個入ったセットで、遊園地のコーヒーカップや回転ずしなど、
くるくる回転する作品が作れます。
作品例を紹介した解説書つきで、
２歳以上のお子様に。

ポップでキュートなアイテムが勢ぞろい。
❶「ムーミンショッピングバッグ」ムーミ
ン谷の仲間が集結。小さく折りたたんで持
ち運べます。広げたサイズ：41×39×
12cm ❷「ルルロロペンポーチ」双子のく
ま、ルルとロロのペンポーチ。❸「てるて
る天使レターセット」気持ちがなごむレ
ターセット。❹「くまのがっこうソフトマ
スコット」ゴムひもつ
き。❺「アプチェカ３
ピースランチＢＯＸ」
お弁当が楽しくなるア
プチェカの３点セット。
電子レンジもOK！ 
©Moomin CharactersTM
©BANDAI

❶ ❶

❶

❶

❶

❶

❷

❷

❷

❷

❸

❸

❸

❸

❹ ❺

❹

❹

❺

商品番号❶～14の中から、1,000株以上保有の株主様は１つ、 
3,000株以上保有の株主様は2つまでお選びいただけます。

・くわしい申込み方法は16ページをご覧ください。
・お申込み期限：平成27年1月30日（金）（当日消印有効）株主優待カタログ

❷ ❷❸ ❸

❷ ❸ ❹

キャラクターグッズ
５点セット8

❶

つまみをひねると
くるくる回る！

15種80パーツ入り
パッケージサイズ：W430×H225×D245mm
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くまのプーさんやミッキーと
いっしょに楽しく英語学習！❶
「くまのプーさん　はじめての英
語絵じてん」約600の英単語を
プーさんのイラストとともに、
親子で覚えられる絵辞典。原書
や英語ストーリーブックをもと
にした、プーさんならではの単
語や用例も収録。❷ 「ミッキー！
これ英語でなんていうの？英
和・和英じてん」ミッキーの挿
絵が楽しい、小学生のための本
格英語辞典。約6,000項目を収
録した英和と、約9,000項目を
収録した和英が1冊に。

❷

ご記入いただいた個人情報（ご住所やお名前など）は、株主様ご優待のお申込み商品の発送（当社のグループ会社㈱学研ロジスティクスに委託します）に使用させ
ていただきます。お問い合わせは下記までお願いいたします。
株式会社 学研ホールディングス 株主様ご優待事務局  ☎03-5437-8334（受付時間9：00～17：00 土・日・祝日・年末年始を除く。平成27年3月末日まで）

◉株主様ご優待商品　お申込み方法
❶～14の商品の中から、1,000株以上保有の株主様に1つ、3,000株以上保有の株主様に2つ無料で
贈呈いたします（それぞれ専用の申込書が同封されています）。同封されている「株主様ご優待商
品申込書」に必要事項を記入してお申込みください。平成27年1月30日（金）の消印まで有効です。

平成27年1月30日（金）（当日消印有効）
※期限までにお申込みがなかった場合には商品をお送りいた
しかねますので、必ず期限内にお申込みください。

1,000株以上の株主様用 3,000株以上の株主様用

◉商品のお届けについて
商品は、平成27年２月上旬以降、順次発送させていただ
きます。株主様ご本人以外へのご送付を指定される場
合は、予めご送付先へ概ね2月中に商品が届く旨のご連
絡をお願い申し上げます。ご送付先は、国内１か所に限
らせていただきます。また、配送期日のご指定はお受け
いたしかねますので、予めご了承のほどよろしくお願
い申し上げます。

❶ご希望の商品番号をご記入ください。
第１希望商品が品切れとなった場合は、第２希望以降の商品を
お送りする場合がございますので、ご了承ください。

❷株主様の電話番号をご記入ください。
平日の日中にご連絡がとれる番号を必ずご記入くださるよう
お願いいたします。

❸印字されているご住所、宛先以外への
お届けを希望される場合のみ
ご記入ください。
商品ごとの発送先指定はご容赦ください。

❶ ❶❷ ❷

❸ ❸

お申込み期限

※優待事務局閉鎖後は、「学研お客様センター」へお問い合わせください。☎03-6431-1002（受付時間は上記と同様）

株主優待カタログ

大人の科学マガジンシリーズ
２点セット9 健康のための

４点セット13おいしい！役立つ！
グッズ＆レシピ４点セット10 ＰＣわかるシリーズ

３冊セット14
科学キットがついた人気シリーズを２点セットで。❶「大人の科学マガジ
ン 新型ピンホール式プラネタリウム」50万部の大ヒットとなったプラネ
タリムが進化。よりリアルな星空になり、天の川も再現。自動回転機能と
オートオフ機能も装備しました。❷「大人の科学マガジンプラス 電磁実験
スピーカー」付録の組み立て式スピーカーは、音楽に合わせてLEDが点滅。
電気が空中を伝わる不思議が体験できるワイヤレス給電実験キットです。

健康によい食事レシピ３冊と、視
力の悩みを解決する１冊をセット
で。❶「眼科医が考案！自宅でで
きる視力回復メソッド」近視、乱
視、遠視、老眼を数多く解決して
きた方法を大公開。眼筋トレーニ
ング眼鏡つき。❷「体に効く！お
いしい！おからレシピ」低糖質＆
低カロリーで注目される「おか
ら」のレシピを伝授。❸「最新版 
糖尿病の基本の食事」血糖値が下
がる安心レシピ130とコツ66。
❹「最新版 高血圧の基本の食事」
塩分やカロリーを調整したレシピ
130とコツを紹介。

忙しい女性を応援するレシピ４点セット。❶「ムーミ
ンランチボックスwith朝ラクお弁当レシピ」カワイイ
お弁当が作れるランチボックスつきレシピ本。❷「味
つけ一発！でラクラク超スピードおかず 魔法のプチ
計量カップで合わせだれレシピ」付録のプチ計量カッ
プ(２個)で万能合わせだれが30種作れる！❸「決定版
５分10分おかず！おいしい!!の声が聞こえる800品」
手間いらずのスピードおかずが満載。❹「野菜の常備
おかず」冷蔵庫に保存できる便利な野菜料理の数々。 初心者にもわかりやすいと評判のシリーズから３冊をセットで。「無料電

話サポート」付きで安心。❶「わかるWindows8.1」XPやVistaから乗り
換えるためのガイドつき。❷「わかるExcel 便利技＆困った Ｑ＆Ａ」
Excelで困ったこと、やりたい操作があったときに便利な一冊。バージョ
ン2003からの乗り換えにも完全対応。❸「わかるWindows８ 便利技＆
困った Ｑ＆Ａ」Windows8をもっと便利に使うテクニック＆レスキュー
ワザを公開。

❶

❶

❷

❷

❹❸❷

❶

❶ ❶❷

❸

❸

❹

ディズニー英語辞典シリーズ
２冊セット11 学研もちあるき図鑑３冊セット12

どこへでも持ち歩けて、気になったときにその場で調べられる、便利
な携帯図鑑のセット。❶「まるごと日本の生きもの」ふだん身近に見ら
れる動物や植物をイラストつきで紹介。いつも手元におきたくなる美

しい装丁も評判です。❷「まるごと海の生きもの」
海の動植物をきれいなイラストで紹介。うんちく
満載のコラムも多数掲載しました。❸「まるごとい
つもの食材」野菜、魚介、肉、きのこなど、お店
で見かける食材1500種以上を、すべてイラストつ
きで収録。

❸❷

❶

©Moomin CharactersTM

©Disney
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CSR の取り組み ～地球と人と社会とともに～

学研グループは、社会課題の解決に貢献するCSRマインド溢れる企業グループを
目指して、これからも様々な取り組みを進展させてまいります。

　国際NGOプラン・ジャパンを通じて、途上国の子どもの教育
環境整備に取り組んでいます。取り組み7年目となる2014年は、
「ミャンマーにおける小学校建設プロジェクト」を支援し、ニャ
ウンウー県サン・ピャ村に小学校の校舎の建設を行いました。

　「しながわCSR推進協議会」に所属し、様々な地元社会貢献
活動に参加しています。活動の一環である会員企業による合
同清掃美化活動では、しながわ中央公園を中心に大井町駅、
大崎駅、西大井駅周辺の清掃美化を行いました。今後も、区
と地元企業との連携を推進し、地域との交流を深めていきます。

グローバルCSR
「ミャンマーにおける小学校建設プロジェクト」
を支援しています

社会とのかかわりを大切に
しながわCSR推進協議会が主催する
社会貢献活動に参加

際際際際際際際際 プププププププププププ ジジジジジ パパパパパパパパパパパパパパパパパパパ を通を通を通を通通通を通を

を支援しています

建設された校舎、3教室（写
真左）。校舎隣のトイレ（写
真上）
写真提供：プラン・ジャパン

しながわ中央公園に集合

他企業の方と一緒に
活動しました

　工場などの生産設備を持たない学研グループの最大の環境
負荷は資源利用です。よって、学研グループは資源の有効利
用に最優先に取り組んでおり、その有効利用度をはかる指標
として、資源有
効利用指数を制
定し、資源の有
効利用の度合い
を監視し、改善
しています。

環境への取り組み
資源有効利用に独自の指数を制定し
改善に取り組んでいます

　郡山市元気な遊びのひろば
「PEP Kids Koriyama」で、
NPO法人郡山ペップ子育て
ネットワークとの連携による
親子科学実験教室を、昨年に
引き続き8月と11月の2回開
催しました。また、震災で被
害に遭われた地域で活動する
ＮＰＯ、ボランティア団体の
方々を通じて、東北の子ども
たちに文具や図書を贈る活動
も継続的に実施しています。

東北の子どもたちへの継続的な支援
郡山で「親子科学実験教室」を
開催しました

「ペップキッズ郡山」
での親子科学実験教室

大株主（上位10名。ただし、自己株式を除く）

株式の分布状況

商 号
株式会社学研ホールディングス
（英文表示 GAKKEN HOLDINGS CO.,LTD.）

設 立 昭和22年3月31日

資 本 金 18,357,023,638円

従 業 員 3,035名（連結）

本店所在地
〒141-8510
東京都品川区西五反田二丁目11番8号
TEL. 03-6431-1001(代表）

ホームページURL http://ghd.gakken.co.jp/

地　位 氏　名

代表取締役社長 宮原　博昭

常 務 取 締 役 木村　路則

常 務 取 締 役 中森　　知

取　 締　 役 古岡　秀樹

取　 締　 役 碇　　秀行

取　 締　 役 小早川　仁

社 外 取 締 役 山田　徳昭

社 外 取 締 役 城戸真亜子

地　位 氏　名

常 勤 監 査 役 工藤　徳治

常 勤 監 査 役 中里　壽治

社 外 監 査 役 桜井　修平

社 外 監 査 役 三宅　勝也

上席執行役員 鈴木　祥夫

上席執行役員 川又　敏男

執 行 役 員 中村　雅夫

執 行 役 員 鱸　　洋之

発行可能株式総数 399,164,000株

発行済株式の総数 105,958,085株

株主数 9,731名

株　主　名
当社株式の保有状況

持株数（千株） 持株比率（％）
公益財団法人古岡奨学会 13,888 15.02

栄光ホールディングス株式会社 4,627 5.00

株式会社市進ホールディングス 3,380 3.65

凸版印刷株式会社 3,234 3.49

株式会社三井住友銀行 3,000 3.24

学研取引先持株会 2,896 3.13

株式会社明光ネットワークジャパン 2,844 3.07

大日本印刷株式会社 2,368 2.56

株式会社三菱東京UFJ銀行 2,352 2.54

株式会社廣済堂 2,204 2.38
※持株比率は、自己株式を控除して算出しております。

会社概要 株式の状況

取締役・監査役・執行役員 （平成26年12月19日現在）

金融機関16.21％
17,178,000株（32名）

個人・その他22.02％
23,336,613株（9,375名）

その他の法人43.12％
45,686,550株（227名）

自己株式12.76％
13,516,785株（1名）

金融商品取引業者0.35％
374,492株（24名）

外国法人等5.54％
5,865,645株（72名）

所有者別

売上原価

販売
原価

不売
原価

販売原価

見本・破品原価
在庫処分
評価減

不売原価

売上原価

＝

販売原価＋不売原価

資源有効利用指数

資源有効利用指数計算式

会社概要／株式の状況　（平成26年9月30日現在）

「ペッ「ペッ「ペッ「ペッ「ペッ「ペッ「ペッ「ペ「ペッ「 ップキップキップキップキップキップキップキップキッップキップキップキップキプキキッキキ ズ郡山ズ郡山ズ郡山ズ郡山ズ郡山ズ郡山ズ郡山ズ郡山ズ郡山郡山ズ郡山ズ郡山ズ郡山ズ郡山ズ郡山ズ郡山郡ズ郡山郡山山ズ郡ズ 」」」」」」」」」
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