
株主の皆様へ

第69期  IR中間報告書
平成25年10月1日〜平成26年3月31日

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
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

JQA EM5778



　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ＩＲ中間報告書（平成
25年10月1日～平成26年3月31日）を
お届けいたします。
　当第2四半期累計における当社グ
ループ業績は、進学塾の連結子会社化
やサービス付き高齢者向け住宅と保育
園の開業により増収となる一方、利益
面では、出版事業での返品や在庫処分
の増加により、減益となりました。
　当期はグループ２ヵ年計画「Ｇａｋｋｅｎ
２０１５」の１年目にあたります。「収益
力の強化」の実現に向けて、基幹事業
である教育ソリューション事業（教室・

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

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

塾事業、出版事業、園・学校事業の総
称）において安定した利益の確保に努
めるとともに、「教育ＩＣＴ」「デジタル
出版」「グローバル展開」の成長期待分
野による持続的成長を目指し、また高
齢者福祉・子育て支援事業においては、
サービス付き高齢者向け住宅及び保育
園の開業を積極的に進め、収益基盤の
確立に取り組む所存でございます。
　株主の皆様には、今後とも変わらぬ
ご支援とご鞭撻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

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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学研が誇る「科学」
を活かした「科学
実験教室」。知的好
奇心を養います

対面型の学習指導で、子ども
一人ひとりに応じた個人指導

「学研教室」の特長は教材の良さ。文章
題を多用し、ただ計算をこなすのではな
く計算の意味や考え方から学習します

熊本県公立トップ高校
合格者数№１の「早稲
田スクール」（上）と、兵
庫県３つの学区で公立
トップ高校合格者数№1
の「創造学園エディック」
の夏期合宿（右）

人とのふれあいを重視した体験型幼児
教室。成長に応じた知育遊びや学習教
材で乳幼児の心と脳の発達を促します。

教育への想いを共通とする名門塾や家
庭教師が加わった塾グループ。傘下の全
講師に「学研・塾講師検定」を実施し、質
の高い指導に努めています。

小～高校生を対象としたＩＣＴを活用した個別指
導型学習塾。先生による個別指導と独自開発の
映像授業とのＷ指導で約300教室を展開。

キャリア教育や各種資格取得から社員研修まで、学校
経営や企業人事教育をマネジメントしています。

学童保育は大きくふたつ。ひとつはモンテッソーリ・バイリンガル・スクール「クランテテ」。ひとつは科学実験教室をはじめとする
学童ステーション「八王子キャンパス」。「クランテテ」は、学研と市進の共同出資による保育事業で業界でも注目を集めています。

今年で35周年を迎える「学研教室」は、学研の教室事業の中核を
担う寺子屋式の学習教室。一人ひとりの学びに合わせた指導
で、「わかって進む」学習を実践。自信と学ぶ意欲を育てます。

「学び」のニーズに合わせた多様な学習機会の提供を推進す
ることによって、一人でも多くの子どもたちの可能性を拓く。
それが学研の「教室・塾事業」が目指すところです。
1980年の設立以来、日本及び東南アジア、今年はフランス

ひと目で
わかる学研

ＤＩＳＣＯＶＥＲ
Ｇａｋｋｅｎ

新 連 載

第１回  教室・塾事業
今回より4回連載で、セグメント別に事業の内容を紹介していきます。

０歳～大学受験、社会人教育まで
子どもの成長に寄り添う多彩な教室・塾事業を展開

へと着実に歩みを広げる「学研教室」を中核とした教室事業。
各地の名門塾が加わり、確かな進学指導で中～大学受験、
社会人教育まで提供する塾事業。学研のコンテンツを活かし
た多彩な教育事業で子どもたちの成長に寄り添います。

乳 幼 児 小 学 生 中 学 生 高 校 生 大学生・社会人
０歳 小学校入学 中学校入学 高校入学 大学入学

個別学習
教室 学 研 教 室学 研 教 室

受験指導 学 習 塾 ・ 家 庭 教 師学 習 塾 ・ 家 庭 教 師

幼児教室 ほっぺんくらぶ

ＩＣＴ教育 学研ＣＡＩスクール／学研マナビア

教育託児・
学童 クランテテ／八王子キャンパス 大学生・社会人教育

学研　教室・塾グループ会社

▶東北ベストスタディ㈱

▶㈱秀文社

▶㈱イング

▶㈱創造学園

▶㈱学研アイズ

▶㈱全教研

▶㈱早稲田スクール

▶㈱タートルスタディスタッフ

▶㈱学研エデュケーショナル

▶㈱学研メソッド

宮城  「あすなろ学院」

埼玉・東京  「進学塾サイシン」

大阪・奈良・和歌山  「進学塾イング」

兵庫  「創造学園エディック」

兵庫  「進学塾アイズ」

福岡・佐賀・長崎・大分・山口  「全教研」

熊本  「早稲田スクール」

主要都市「学研の家庭教師」

日本全国・海外  「学研教室」

教室・塾 支援事業

売上高（第68期通期実績）

23,620百万円
営業利益（第68期通期実績）

1,350百万円
１．グローバル化
２．ＩＣＴ教育
３．提携事業の強化

を推進しながら、
顧客満足度 ＮＯ．１
を目指します。

資格・研修

※「学研・塾講師検定」は、学習塾の小・中学生の全講師が対象です

※「 」は運営している主な塾・教室の名称です。

全身を使って
思い切りあそ
ぶことで、楽し
く運動能力を
伸ばします。
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「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」がオープン！

2015就職人気企業ランキング
82位にランクイン！

ママのためのお買い物マガジン
『aene』５月28日に月刊創刊！！

ドキュメンタリー映画
「おとなのかがく」が劇場公開

「エコー・スマートペン」が
ギフトショーでグランプリを受賞！

HKT48×全教研 
明るく元気なCMが話題に

　イマドキママたちの「あ、いいね！」と
思ったモノを口コミで紹介する『aene（ア
イーネ）』。紙媒体だけではなく、Webはも
ちろん、幕張新都心にできたイオンモール
内の常設スペース「aene	hus（アイーネ
フース）」をプロデュースする、複合メディ
アとして誕生しました。全国のママたちの
ハッピークオリ
ティ（HQ）を上げ
るために、今後も
邁進します。

　福岡・博多を拠点とする
アイドルグループ	HKT48が、
㈱全教研の春のテレビＣＭ
に登場。事前にエキストラと
して生徒の中から約100名を
募集し、HKT48の兒玉遥さ
ん、宮脇咲良さん、田島芽
瑠さん、朝長美桜さん、渕
上舞さんといっしょに福岡の
全教研赤間教室で撮影。明
るく元気なＣＭに仕上がりま
した。全教研は、九州の北
部を中心として展開する学
習塾。今回のCMで知名度も
さらにアップしました。

　「『大人の科学マガジン』のふろくができる
まで」を追いかけたドキュメンタリー映画が、
東京・渋谷ユーロスペースにて５月３日から
公開されました。2011年、映画専門学校生の
卒業制作としての企画に編集部が協力する形
で撮影がスタート。ふろく開発、特に試作作
りに焦点をあてて制作された卒業制作作品は、
スタッフ及び関係者の尽力により、さらに３
年の歳月をかけて劇場公開版へと進化しまし
た。東京に続いて、
6月21日から大
阪・テアトル梅田
でも公開します。

　「地域包括ケアシステム」の先駆的なモデルとな
る「ココファン柏豊四季台」（㈱学研ココファン）
が５月１日にオープンしました。「ココファン柏豊四
季台」は、急速に進む高齢化を見据え政府が推進す
る「地域包括ケアシステム」を実現する、介護・医
療・住まい・地域支援・多世代交流機能を備えた複
合拠点です。今後も“多世代が交流するまちづくり”
に貢献できるよう、取り組んでまいります。

Topics

07
楽しいしかけ絵本『ぴよちゃん』が

“体験する絵本”に！
　東京・市ヶ谷のドットDNPにある、デジタル
えほんミュージアムにて「ぴよちゃんのせかい
展」が開催中。シリーズ累計235万部の人気絵
本『ぴよちゃん』（いりやまさとし作　㈱学研教
育出版）の世界が、２次元の絵本の手法と、ぬ
いぐるみや立体仕掛け等の３次元の手法と、最
新デジタル技
術とフォト技
術の手法との
融合で表現さ
れた未来型展
示です。

Topics

08
グリーティングカード事業が
50周年！

Topics

09
「Ｇａｋｋｅｎ大阪本社」を拠点に
西日本の事業拡大を推進

総戸数105戸、居室タイプは自立・介護の複合型サービ
ス付き高齢者向け住宅。ココファンは拠点のトータル
コーディネートと住宅、グループホームの運営を行っ
ています

幕張新都心の「aene	hus(アイーネフース)」では	
誌面やwebと連動した展示やイベント等を行います

毎月28日発売。
モノ探しは「aene」で検索！
http://aene.jp

共同事業者である長岡福祉協会、スギ
メディカルと共催した竣工披露式

専用ノートにメモをするだけで、音声と文字
を保存でき、書いた文字に触れるとその部分
の音声が再生できる高性能デジタルペン

　学研グループは、東京オリンピックが開催
された1964年に、グリーティングカード販売
で文具ビジネスに参入しました。50周年を迎
えた現在も、カードは文具ビジネスの基幹商
品であり続けています。近年では米国「トレ
ンディ賞」「ルイ賞」を受賞するなど、海外で
も高い評価を受けており、今後は日本のみな

らず海外の
皆様にもお
届けしてま
いります。

　大阪に支店機能を置いているグループ会社
の事務所を統合し、1月24日に大阪本社を設立
しました。東京本社の出先機関ではなく、教育
改革に熱心な大阪市場を重視し販売強化する、
高齢者福祉・子育て支援事業を西日本で拡大
する、という観点から、「本社」として位置づ
けています。この大阪本社を現場の拠点として、
地域に密着し
た事業の拡大
を推進してま
いります。

首都圏で大災害があった場合には、事業継続の重要な役
割を担います。写真は開所式

デジタルえほんミュージアム第4回展「体験するえほん　
ぴよちゃんのせかい展」2014年８月30日まで開催
http://www.dnp.co.jp/dotdnp/floor/digital.html

豊富な品ぞろえ、上品で上質なデザイン、人の心を打つ
温かなメッセージが特長です（㈱学研ステイフル）

　2015年度卒の新卒採用就職人気企業ランキ
ング（楽天「みんなの就職活動日記」主催）で
学研グループが総合82位にランクイン、前年度
の92位からランクアップを果たしました。また
「若いうちから活躍できる会社」部門では4位に
ランクインしています。新卒学生に対する学研
グループの企業価値の向上、多様な価値観を
持つ優秀な“人財”の確保に向け、引き続き学
研グループ
の魅力を伝
え、「新しい
Gakken」を
創造してい
きます。

　㈱学研教育出版が独占販売している「エコー・スマートペン」が、
２月5～7日に開催された「第77回東京インターナショナル・ギフト
ショー春2014」の新商品コンテストで、グランプリを受賞しました。
出展中も多くのバイヤーの関心を呼び、
400点を超える新製品の中から選ばれて
の受賞です。ＴＶやマスコミでも話題を
呼び、書店や大学生協での取り扱いが拡
大し売上も伸長しています。

社内試写会で挨拶する忠地裕子映画監督、試作制
作技術者永岡昌光氏、編集長西村俊之氏（左から）
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トピックス

Topics

16
モンテッソーリ・バイリンガル・スクール

「クランテテ三田」が本格始動！

Topics

17
『リリアーネ』シリーズ110万部突破！
著者来日イベント開催

　４月12日、日本雑誌協会に加盟する出版社９社が、それぞれ１冊ずつ、
「超刊号」を一斉発売するという「マガフェス2014」がスタートしました。
当社グループでは、『mer』の増刊『mer+』（メルプラス　㈱学研パブリッ
シング）が参加。タレントやプロのモデルではなく、読者モデルやブロ

ガーが発信する情報に興味がある20代後
半～30代のための新しい女性誌です。雑
誌界史上初の挑戦にご期待ください。

Topics

12
学研塾ＨＤとタマイＩＥが新会社
設立を前提とした業務提携

Topics

15
雑誌復興にかける「マガフェス2014」

『mer+』が売上トップをマーク

　総刷り部数110万部突破と新刊発売を機に『動
物と話せる少女リリアーネ』の著者タニヤ・シュ
テーブナーさんがドイツから来日され、２校の小
学校で学校講演を、丸善ラゾーナ川崎店でサイン
会を行いました。サイン会の予約は瞬く間に満杯
になり、当日は『リリアーネ』や新シリーズ『フ
ローラとパウラと妖精の森』にサインをもらおう
とする読者とその家族であふれかえりました。

　㈱学研塾ホールディングスは、「玉井式国語
的算数教室」「図形の極」等、優れた教育ＩＣＴ
を開発している㈱タマイインベストメントエ
デュケーションズと、５月12日に業務提携しま
した。同日、タマイＩＥのコーディネートによ
るインドＫＶＳの歓迎式典を学研ビルにて開催。
両社は新会社を通じて、世界に通用する教育Ｉ
ＣＴ教材を供給していく予定です。

Topics

13
親子で体験できる地域活性化イベント

「ラボ・トレイン」実施
Topics

14
駐日インド特命全権大使をお招きし、

「ゼロサム」発売記念セレモニーを開催！

Topics Topics

10 11
『ピチレモン』×メーカーでティーン応援商品開発
“世界でいちばんかわいい”アイテムが次々登場！

おかげさまで30周年！『ピコロ』
『あそびと環境0.1.2歳』は10周年

　ＪＣ(女子中学生)向けファッション誌『ピチ
レモン』(㈱学研教育出版)。2015年の創刊30
周年を前にコラボ商品の開発が本格化していま
す。本誌を活用した市場調査やモデルによる商
品デザインなど、スクールカルチャーに欠かせ
ない人気アイテムをさ
らに“かわいく使いや
すく”プロデュースし
てまいります。

　㈱学研教育みらい発行の保育者向け月刊誌『ピコロ』と『あそびと環境
0.1.2歳』がそれぞれ30周年、10周年を迎えました。毎日の保育に欠かせ
ない行事製作やあそびのアイデア、子どもの発達や命を守る情報など、全
国約60万人の保育士、幼稚園教諭に長きにわたり愛され、２誌合計で業界
トップシェアとなっています。子ども・子育て支援新制度がスタートされ
る今、さらに保育の大切さを伝えていくことのできる雑誌を目指します。

　㈱学研教育出版は、学研創立70
周年記念企画として、新図鑑シリー
ズ『学研の図鑑 ＬＩＶＥ（ライブ）』
を６月20日に創刊しました。キー
ワードは「本物」。クオリティの高
い実物大写真や精緻なイラスト、
ＢＢＣ（英国放送協会）のドキュメ
ンタリー映像のＤＶＤ、スマート
フォンを指定のページにかざすと
映像が流れたり、立体画像が飛び
出してくる動画やＡＲ(拡張現実)
等、新しい魅力をいろいろ採り入
れました。６月は、『昆虫』『恐竜』
『動物』の３冊が発売です。

　2014年３月、㈱学研教育出版×銚子電鉄共
催で体験型教育イベント「ラボ・トレイン」が
開催されました。科学仕立ての特別列車や、街
歩きをするともらえる「ラボ・カード」「銚子の
ずかん」など、親子で楽しめる仕組みになって
います。今後も、地域の歴史・特産物・魅力な
どを学んでもらえる「ラボ・トレイン」イベン
トは、全国に展開をめざします。

　頭のよくなるインドのゲーム「ゼロサム」(㈱
学研教育出版。インド工科大学との共同開発）
が全国書店で発売スタート。５月１日にはイン
ド大使館	特命全権大使ディーパ・ゴーパーラ
ン・ワドワ閣下を本社ビルにお招きし、発売記
念セレモニーが行われました。「ゼロサム」を
通じて、日本とインドの教育面での交流がます
ます盛んになることが期待されます。

バレンタインデーのチョコ作
りを応援する『ピチレモン』×
製菓グッズ(キャンドゥ)

色と香りが大反響となった
『ピチレモン』×ボールペン
「サラサクリップ」(ゼブラ)

トップモデル福原遥ちゃんと
人気アパレルブランドが夢の
コラボ（レピピアルマリオ）

保育に役立つ製作マ
ガジン『ピコロ』は
1984年４月創刊。
0.1.2歳児保育専門誌
『あそびと環境0.1.2
歳』は2004年４月創
刊です

ほかに、講談社、光
文社、集英社、主婦
と生活社、小学館、
世界文化社、ダイヤ
モンド社、文藝春秋
が参加

『mer+』は９誌の中でナンバーワンの売上を記録。
アラサー女性向け商品の新たな柱が誕生しました

リトルアスリー
トクラブで基礎
運動能力の向上

ネイティブのキッズサポーターによる英語科学
実験教室

『動物』より。
実物大写真は
迫力いっぱい！

　学研と市進ホールディン
グスの共同出資による幼小
一貫教育託児施設「クラン
テテ三田」。2013年11月のプ
レオープン後、2014年4月
現在では約50人が在籍し、
毎日子どもたちの笑い声や
英会話で活気にあふれてい
ます。「クランテテ」が選ば
れる一番の理由は、ソフト、
ハードともに充実したモン
テッソーリ教育。今後は、学
童保育にも力を入れ、受験
対策や基礎学力といった個
別指導も提供していきます。

ＢＢＣのＤＶＤ映像付き

Topics

18
本物。だから、夢中になる。

『学研の図鑑 ＬＩＶＥ』６月創刊！

ＫＶＳの最高幹部
の方々の歓迎式典
より。センター左から、
学研ＨＤ宮原社長、
玉井代表、ＫＶＳ	
Dr.クマール氏

車内で
実験体験！

前列右が
ワドワ大使 新刊も好調!
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連結業績ハイライト

売 上 高

（前年同期比3,072百万円増加）

営 業 利 益

（前年同期比1,155百万円減少）

四半期純利益（△損失）

（前年同期比1,546百万円減少）

　当第2四半期累計の売上高は、前年同期比7.0％増の
47,095百万円となりました。教室・塾事業で前期に地
方進学塾（イング、全教研）を連結子会社化したことや、高
齢者福祉・子育て支援事業でのサービス付き高齢者向け
住宅（「サ高住」）の新規開業などにより増収となりました。
　一方、利益面につきましては、主に出版事業における
減収の影響を受けて、営業利益は前年同期に比べ1,155
百万円減少の528百万円、経常利益は前年同期に比べ
1,177百万円減少の598百万円となりました。また特別

損益においては、家庭訪問販売事業の撤退決定に伴い事
業整理損を計上しました。
　今後、教室・塾事業では「学研教室」におけるタブレット
活用の新サービス展開推進、出版事業では定期誌の損益改
善とムック・書籍のベストセラー創出に向けての販売促進
強化、高齢者福祉・子育て支援事業では「サ高住」及び保
育園の安定的運営を確立してまいります。
　なお、当期の中間配当につきましては、見送らせてい
ただきました。

売上高 営業利益 四半期（当期）純利益

平成24年
9月期

平成25年
9月期

平成26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24年
9月期

平成25年
9月期

平成26年
9月期

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

47,095百万円 528百万円 △371百万円

47,095

528

△371

93,000
（予想）

2,300
（予想）

1,800
（予想）

42,866 44,022

86,858
80,659

1,684

2,081
2,245

2,426

1,175

1,778
1,536

2,368

第2四半期（累計）　　　通期 第2四半期（累計）　　　通期 第2四半期（累計）　　　通期 

※予想は平成26年６月５日時点のものです。

連結財務諸表

連結貸借対照表 

科　目
当第2四半期（累計）
平成25年10月	1	日から（平成26年	3	月31日まで）

前第2四半期（累計）
平成24年10月	1	日から（平成25年	3	月31日まで）

売上高 47,095 44,022
売上原価 31,731 27,898
返品調整引当金繰入額 104 44
売上総利益 15,258 16,079
販売費及び一般管理費 14,729 14,394
営業利益 528 1,684
営業外収益 182 200
営業外費用 113 108
経常利益 598 1,776
特別利益 74 10
特別損失 569 42
税金等調整前四半期純利益	 104 1,744
法人税、住民税及び事業税 425 534
法人税等調整額 25 △20
少数株主損益調整前四半期純利益又は
少数株主損益調整前四半期純損失（△） △347 1,230

少数株主利益 23 55
四半期純利益又は四半期純損失（△） △371 1,175

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5,048百万円増加し、
71,631百万円となりました。主な増減は、現金及び
預金の増加409百万円、受取手形及び売掛金の増加
3,422百万円、商品及び製品の増加350百万円、有形
固定資産の増加1,441百万円などによるものです。

1総資産

　純資産は前期末に比べ876百万円減少し、32,710
百万円となりました。主な増減は、利益剰余金の減
少810百万円、その他有価証券評価差額金の減少
147百万円などによるものです。

2純資産

　四半期純損失は、営業利益の減少に加えて、特別
損失として事業整理損が計上されたことにより、
1,546百万円損失増の371百万円の損失となりました。

3四半期純利益又は四半期純損失（△）

32,710

71,631

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
第2四半期末

総資産   （単位：百万円）
純資産   （単位：百万円）

科　目 当第2四半期末
（平成26年3月31日現在）

前期末
（平成25年9月30日現在）

資
産
の
部

流動資産 44,022 40,153
固定資産 27,608 26,429
　有形固定資産 9,072 7,631
　無形固定資産 3,175 3,329
　投資その他の資産 15,360 15,468
資産合計 71,631 66,582

負
債
の
部

流動負債 22,942 18,628
固定負債 15,977 14,366
負債合計 38,920 32,995

純
資
産
の
部

株主資本 29,505 30,297
　資本金 18,357 18,357
　資本剰余金 12,009 11,932
　利益剰余金 3,304 4,115
　自己株式 △4,164 △4,107
その他の包括利益累計額合計 2,482 2,577
新株予約権 159 152
少数株主持分 563 560
純資産合計 32,710 33,587
負債純資産合計 71,631 66,582

1

2

3
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47,095百万円
第69期第2四半期
売上高

29.6%

32.5%

10.3%

19.5%

8.1%

教室・塾事業 売 上 高 13,925百万円
（前年同期比 24.0％増）

営業利益 645百万円
（前年同期比 86百万円減）

　「学研教室」事業は、タブレットを活用した新
たなサービスの展開などを通じて売上高が増加す
るとともに、塾事業では、前期に㈱イング、㈱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。利益面では、塾事業における費用の増加
などを受けて減益となりました。

出版事業 売 上 高 15,313百万円
（前年同期比 4.7％減）

営業利益（△損失）△292百万円
（前年同期比 843百万円利益減）

　中学生向け学習参考書や問題集、辞典、児童
向け読み物が販売部数を伸ばしましたが、前期に
発行したムックの返品増と定期誌『おはよう奥
さん』を休刊した影響により減収となりました。
利益面についても売上高の減少と在庫処分の増加
により減益となりました。

その他売 上 高 3,829百万円
（前年同期比 15.1％減）

営業利益 17百万円
（前年同期比 235百万円減）

　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。また、営業損
益面では主に文具・雑貨事業の減収により減益
となりました。

園・学校事業売 上 高 9,196百万円
（前年同期比 6.7％増）

営業利益 584百万円
（前年同期比 13百万円減）

　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加によっ
て、売上高は増収となりました。一方、利益面に
ついては模試事業の減収と園向け販売事業での原
価増などにより、減益となりました。

高齢者福祉・子育て支援事業売 上 高 4,829百万円
（前年同期比 34.5％増）

営業利益（△損失）△419百万円
（前年同期比 16百万円損失増）

　直近1年間においてサービス付き高齢者向け住宅
を10施設、保育園を７園開業したことにより売上
高が増加しました。一方、開業費用の増加などによ
り損失が増加しました。

「ココファンナーサリー日吉本町」と
「ココファン日吉」の世代間交流

セブン＆アイホールディングスと
コラボした「ココファン立川」

「学研教室」iコースで
中学生版がスタート

「初音ミク」の声で演奏できる！
『歌うキーボード ポケットミク』

主力の幼児向け月刊誌

第１回学研スポチャン大会

好調な園舎設計

平成26年度灘高トップ
合格者は「全教研」の生徒！売上高  構成比

話題の情報球儀
「学研ワールドアイ」ベルト付きペンポーチ

『わたしはマララ』は
5万6,000部を突破

6万部突破『浅田真央 
そして、その瞬間へ』

5巻で累計2万5,000部
『名曲のたのしみ、吉田秀和』

2015年で50周年を迎える
「学研ニューブロック」

セグメントインフォメーション（営業の概況）
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「株主アンケート」結果のご報告

アンケートのご協力ありがとうございました。
　第68期末の株主優待申込書のおもて面にてお願いいたしました「アンケート」では
多数の株主様のご協力をいただき、誠にありがとうございました。
　御礼を申し上げますとともに、主な結果のご報告をさせていただきます。 
　この結果を活かし、今後も学研グループへのご理解をより一層深めていただけます
よう、ＩＲ活動にも積極的に努めてまいります。今後ともご支援の程よろしくお願い
申し上げます。

当社株式の購入理由（複数回答）

総 計

株主様のご意見の一部 IRサイトをご覧ください

1年未満
15.5％

1年～2年未満
7.7％

2年～5年未満
14.5％

10年以上
48.3％

5年～10年未満
14.0％

38.3％
23.3％
21.0％
19.7％

13.5％
12.8％
11.2％
9.5％
7.2％

3.5％
3.2％

58.0％

25.3％

21.0％

22.7％

16.3％

12.0％

12.0％

13.0％

5.7％

18.7％

21.3％

21.0％

16.7％

10.7％

6.0％

10.3％

6.0％

8.7％

当社株式の
保有期間

▶学研の事業が多方面に向いていることは大切なことで、喜ば
しいが、学習に関係のある基本的な経営は必要と思う。
▶高齢者介護医療、これからますます必要です。学研ココファ
ングループが庶民から愛され親しまれるよう祈ってます。
▶今後とも魅力ある商品の開発をお願いします。
▶新規事業を育てて株主利益、増配へつなげてほしい。
▶株主優待の一層の充実を希望します。

決算短信や有価証券報告書などの
開示資料のほか、トップインタ
ビュー、業績ハイライトなど様々
な情報提供を行っています。　

IR情報サイト  
「株主・投資家の皆様へ」

学研ホールディングスIRサイト http://ghd.gakken.co.jp/ir/

1,000株以上3,000株未満の株主様  3,000株以上の株主様 

株主優待
将来性

ブランド・知名度
安定性

事業内容
成長性
配当

商品のファン
株価の割安感
社会貢献活動
証券会社のすすめ

株主優待
将来性

ブランド・知名度
安定性
事業内容
成長性
配当

商品のファン
株価の割安感
社会貢献活動
証券会社のすすめ

株主優待
将来性

ブランド・知名度
安定性
事業内容
成長性
配当

商品のファン
株価の割安感
社会貢献活動
証券会社のすすめ2.7％

2.3％

3.7％

4.7％

会社概要／株式の状況　（平成26年3月31日現在）

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 2,940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 須摩　春樹

取　 締　 役 堀　　　昭

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 小早川　仁

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 8,572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 15.49

株式会社市進ホールディングス 3,380 3.77

凸版印刷株式会社 3,234 3.60

株式会社三井住友銀行 3,000 3.34

学研取引先持株会 2,994 3.34

株式会社明光ネットワークジャパン 2,844 3.17

大日本印刷株式会社 2,368 2.64

株式会社三菱東京UFJ銀行 2,352 2.62

株式会社廣済堂 2,204 2.45

栄光ホールディングス株式会社 1,827 2.03
※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

大株主（上位10名。ただし、自己株式を除く）

株式の分布状況

取締役・監査役・執行役員

金融機関16.65％
17,640,000株（32名）

個人・その他21.07％
22,327,799株（8,201名）

その他の法人40.34％
42,745,925株（225名）

自己株式15.39％
16,312,396株（1名）

金融商品取引業者0.83％
875,968株（34名）

外国法人等5.72％
6,055,997株（79名）

所有者別
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