
株主の皆様へ

第68期  IR報告書 平成24年10月1日〜
平成25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 事 務 取 扱 場 所

（ 連 絡 先 ）

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号　
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
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
1,000株（単元）未満の株式をご所有の株主様へ

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



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

グループ
理念

グルー
プ

ビジョ
ン

GakkenSpirit

株主の皆様へ

代表取締役社長

知る

挑む

創る

　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68期（平成24年10月1日～平
成25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
事業では、「教育ＩＣＴ」「デジタル出
版」「グローバル展開」を掲げ、新事業
の開発に取り組んでまいりました。ま
た、教室・塾事業のエリア戦略として地
方進学塾を連結子会社化しました。高
齢者福祉・子育て支援事業では、サー
ビス付き高齢者向け住宅と保育施設の
開設ペースを引き上げ、将来の成長に
向けての積極的な開発を行うととも
に、株式会社ユーミーケアを連結子会
社化しました。
　この結果、高齢者福祉・子育て支援
事業と教室・塾事業の拡大により、売

上高は前期を上回りました。利益面で
は、高齢者福祉・子育て支援事業で
の開業費用の増加や出版事業の減収
により営業利益は減少しましたが、最
終利益は前期を上回る結果で終了し
ました。
　第69期をスタートとする学研グルー
プ新２ヵ年計画「Ｇａｋｋｅｎ２０１５」
においては、「収益力の強化」を掲げ、
これまで積極的に投資を行ってまいり
ました成長事業や成長期待分野の収益
化に取り組み、グループのさらなる成長
を目指す所存でございます。
　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。

Creative Challenge
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宮原社長インタビュー

学研グループ新２ヵ年計画「Gakken2015」を発表
学研グループは、2015年９月期を最終年度とするグループ新２ヵ年計画「Gakken2015」
を発表しました。前２ヵ年の積極的な投資を受け、本２ヵ年では「収益力の強化」を重
点課題として、成長事業や成長期待分野の利益拡大に取り組みます。

まずは、これまでの２ヵ年計画「Gakken2013」
での取り組みについて、お聞かせください。

2013年11月に発表しました新２ヵ年計画
「Gakken2015」について、教えてください。

高齢者福祉・子育て支援事業での利益拡大に向けた
具体的な取り組みを教えてください。

この結果を受けて、この2年間は開
設を高収益物件に限定し、営業促進
の強化と品質管理の向上を重視した
組織体制を構築し、開設拠点の早期
利益化を図ります。
　また、この2年間で3つの大型拠点
を開設します。千葉県柏市に2014年
5月に開設予定の「ココファン柏豊
四季台」は、国の政策でもあります、
在宅で医療・看護・介護のサービス
を受けられる地域包括ケアシステム
の拠点としての役割を担います。横
浜市に2015年3月に開設予定の「よ
こはま多世代・地域交流型住宅」は、
横浜市が「多世代が交流し、地域の「よこはま多世代・地域交流型住宅」外観イメージ

ココファン柏豊四季台計画	イメージ図

◆ 学研ココファングループ施設数の推移
■サービス付き高齢者向け住宅他
■ユーミーケア
■保育施設

（単位：戸）

2010年9月期 2011年9月期 2012年9月期 2013年9月期 2014年9月期
（計画）

2015年9月期
（計画）
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【地域包括ケアモデル】

サービス付き高齢者向け住宅

グループホーム
訪問介護

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

居宅介護
小規模多機能

訪問看護

地域交流
スペース

在宅療養
支援診療所

子育て
支援施設

薬局診療所地域包括
支援ｾﾝﾀｰ

地域へ
地域へ
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子育て
支援施設

薬局診療所地域包括
支援ｾﾝﾀｰ

地域へ
地域へ

◆ 成長戦略

人々といきいきと過ごせる住まい。介
護が必要になっても地域の中で安心し
て住み続けられる住まい」をコンセプ
トに市有地を活用した住宅整備事業を
開始したもので、学研グループが鶴見
区に開設するモデル第１号の整備運営
事業者に選定されました。
　さらに、神奈川県藤沢市に開設予
定の「Fujisawa	SST（サスティナブ
ル・スマートタウン）」では、先の2
拠点の特長である「地域包括ケアシ
ステム」と「多世代交流拠点」を取
り入れたサ高住や保育所等を2015年
9月に開業する予定です。（6ページの
トピックス参照）

Q1

Q2

サ高住40ヵ所、保育施設16ヵ所を運
営しております。
　もう1つは、既存事業である「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」の総称）
において、成長が期待できる分野とし
て「教育ＩＣＴ」「デジタル出版」「グ
ローバル展開」を掲げ、新事業の開発
に取り組んだ結果、将来の利益拡大が
期待できる事業も現れてまいりました。

成長期待分野の利益拡大に取り組む、と
いう位置付けになります。
　教育ソリューション事業では、安定利
益の確保と成長期待分野への新事業に
挑戦し、持続的な成長を目指します。ま
た、高齢者福祉・子育て支援事業では、サ
高住と保育施設の継続的な開発と積極
的な複合開発を行い、収益基盤の確立を
目指します。この２つの事業を軸に、学研
グループの企業価値を高めてまいります。

Q3
　これまでの2年間でサ高住を26ヵ
所開設しましたが、開設数を優先し
たことや、開設拠点での入居促進体
制が不十分だったことで、入居率伸
長速度が鈍化し、2013年9月期の営
業利益は計画を大きく下回りました。　前２ヵ年計画（～2013年9月期）で

は、既存事業での安定的な利益を確保
しながらも、将来の飛躍に向けた基盤
整備に取り組んでまいりました。具体
的には、「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（以下、「サ高住」）や保育施設の
開設数を大幅に引き上げました。この
２年間で、サ高住26ヵ所、保育施設
12ヵ所を開設し、2013年9月末時点で、

　新２ヵ年計画は、前２ヵ年での基盤整
備のための積極投資を受け、成長事業や
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宮原社長インタビュー トピックス
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介護・医療・子育て支援・教育のシームレスな提供を！
 「Fujisawa SST」プロジェクトに参画

仏バイヤール社と提携
デジタル絵本専門ストアがスタート

ギフトショーの新製品コンテストで大賞受賞！
映像で見る情報球儀「WORLDEYE」が11月発売

特製めがね付き視力回復ムックが
発売半年あまりで50万部を突破！

　㈱学研教育出版では、フランス・バイ
ヤール社と提携し、デジタル絵本専門の
ストア「学研のえほんやさん」（iPhone、
iPad専用）をこの冬オープンします。学
研の絵本やフランスの絵本の他、電子オ
リジナルの名作も販売。読み聞かせは日
英(一部フランス語)の2ヵ国語に対応、
ページをめくると絵が動くなどの仕掛け
もあり、親子で楽
しめます。

　パナソニックの工場跡地（約19ha）を活用し、約1,000世帯の家族
の営みが100年続くスマートタウンを目指した、「Fujisawa	SST（サス
ティナブル・スマートタウン）」プロジェクト。学研ココファングルー
プは、介護と子育て支援の分野で同プロジェクトに参画します。介護
では、サービス付き高齢者向け住宅70戸の他、居宅介護支援事業所や
訪問介護事業所を、子育て支援では、㈱学研エデュケーショナルとの
協業により、保育所や学習塾、学童保
育を、また、多世代にわたる交流ス
ペースには、㈱学研教育出版による
「まなびの場」を設ける計画です。
　多世代が安心して暮らし続けること
ができる仕組みを実現し、これからの
街づくりに貢献していきます。

「Fujisawa	SST」完成イ
メージ。神奈川県藤沢市
に2014年春に街びらき
予定

藤沢市内で記者会見が行われた

約20タイトルでスター
トし、月に3～4タイト
ルずつ増やしていく予
定です

　本部千博先生（眼科医・内科医）が考案
した視力回復プログラムを1冊にまとめ、
自宅でも手軽にできるようにした『眼科医
が考案！	自宅でできる視力回復メソッド』
が、発売からわずか半年あ
まりで50万部を突破しまし
た。近視や乱視に加え、老
眼の矯正に実績のある同プ
ログラムは、本になっても、
子どもの近視に悩むママ層
や視力が衰え始めたシニア
層など幅広い読者層に支持
され、まだまだ部数を伸ば
しています。

　㈱学研ステイフルのアカデミック
なニューアイテム「WORLDEYE」は、
半球体型の画面に様々な映像を映し
出す“情報球儀”。「第76回東京イン
ターナショナル・ギフト・ショー秋
2013」で新製品
コンテストの大賞

を受賞した話題の商品が、2013年11月に発売
されました。新感覚の曲面映像が、リアルかつ
ダイナミックに多彩なコンテンツの魅力を伝え
ます。また、ケーブルを使えば、パソコンなど
に保存した映像を映し出すことも可能です。

付録の「眼筋トレーニングめがね」も評
判！	監修者が使っている物をベースに、
壊れにくく改良

収録内容は「地球」「太陽系・銀河系」「星座」
「アクア」の４ジャンル、計52コンテンツ

教育ソリューション事業での利益拡大に向けた
取り組みを教えてください。

最後に、新２ヵ年計画の業績目標を教えてください。

　教育ソリューション事業では、「教
育ＩＣＴ」「デジタル出版」「グローバ
ル展開」を成長期待分野として位置
付け、新事業の開発に取り組んでま
いりました。この２ヵ年に利益拡大
が期待できる事業として、教育ＩＣ

「ブックビヨンド」
2013年10月１日設立の㈱ブックビヨンドは、
電子書籍配信プラットフォームサービスによ
る新しいコンテンツビジネスに取り組みます。

「科学実験教室（インド）」
インドでは32万人の子どもたちが受講していま
す。マレーシア・シンガポールの事務所も稼働し、
教材販売、教室事業の展開に取り組みます。

2013年9月期
（実績）

2014年9月期
（計画）

2015年9月期
（計画）

売 上 高（百万円） 86,858 93,000 97,000

営 業 利 益（百万円） 2,081 2,300 4,500

営業利益率 （％） 2.4% 2.5% 4.6%

「学研ｉコース」
学研教室専用タブレット「まなボード」が、教室と
家庭、生徒と先生をつなげて、楽しくわかりやす
い学習環境を提供します。

Q4

Q5
画の達成に向けて全力で取り組んで
まいります。

　新２ヵ年計画の2年目にあたる
2015年9月期は、売上高970億円、
営業利益45億円、営業利益率4.6%
を目標に掲げました。こ
れは、2013年9月期の
およそ2倍にあたる利益
計画です。
　高い目標ではあります
が、グループを挙げて計

Ｔ分野では「学研教室のタブレット
学習サービス」「看護師院内研修向け
オンライン配信サービス」、デジタル
出版分野では「電子書籍配信プラッ
トフォームサービス」、グローバル展
開では「科学実験教室や算数教室な
どのアジア展開」「アジア向けカメラ
関連出版物の製作」などがあります。
また、利益拡大に向けた取り組みと
して、進学塾の教務力強化と教場拡
充を進め増収を図るとともに、不採
算事業の改善を行います。
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トピックス

Topics

Topics

Topics
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学研塾ＨＤと市進ＨＤの合弁会社
教育託児施設「クランテテ」を開校！

老舗アイドル誌『POTATO』が30周年
記念特大号は売れ行き2倍！

「アルゴ」「魔法のオーケストラ」が
グッド・トイ2013に選定！

　 　㈱学研塾ホールディングスと㈱市
進ホールディングスの共同出資によ
り設立した㈱ＧＩビレッジ。その第1
弾の事業として、“最高レベルの幼児
保育・学童保育・進学指導を提供す
る”教育託児施設「clantete（クラ
ンテテ）三田」を、2013年11月17
日よりスタートさせました。学研と市
進が持つ幼小教育分野におけるノウ
ハウを結集して作り上げられた多彩

かつ質の高いカリキュラムを通じて、未
来を生きぬく力を育む、「育ち」と「学び」
の場を提供いたします。

　参考書累計370万部販売、受験生
の圧倒的支持を集める超人気講師、
荻野文子先生のＷｅｂ講座が2013年
９月よりスタートしました。センター
試験対策から難関大まで全レベルに対
応し、予備校授業の臨場感そのままの
映像で、飽きさせず、着実に力が身に
つくのが魅力です。高価格にもかかわ
らずリピート受講が
多く、好調に受講者
数を伸ばしています。
高校・塾への法人販
売も積極的に展開し
ていきます。

　光GENJI、SMAP、
KinKi	Kidsなど時
代のトップアイド
ルを取り上げ、
ティーン層を中心
に圧倒的な支持を
得ている老舗アイ
ドル誌『POTATO』
が創刊30周年を迎
えました。9月発
売の記念特大号では国民的人気の嵐を表
紙に起用し、通常の2倍の売れ行きを記
録しました。これからもますます読者に
愛される誌面作りを目指してまいります。

　日本グッド・トイ委員会選定の「グッド・トイ2013」に、㈱学研教
育出版のカードゲーム「アルゴ」と㈱学研ステイフルの音楽玩具「魔
法のオーケストラ」が選定されました。「アルゴ」は、2002年の発売
以来、日本国内での発行が60万部を超える人気の推理ゲーム。「コミュ
ニケーション能力を養う優秀なおもちゃ」として評価されました。「魔
法のオーケストラ」は、昨年の香港トイフェアでの受賞に続く国内での
受賞となりました。

Topics

Topics
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07

高性能デジタル文具｢エコー・スマートペン｣
日本国内独占販売開始！

情報処理企業との提携により
新教育サービス創出へ

　㈱学研教育出版は、高
性能デジタルペン「エ
コー・スマートペン」の
日本国内独占販売を2013
年11月より開始しました。
専用ノートを使用して書
いたときの音声を再生で

き、ノートに書いた文字をパソコンに取り
込んで、手書き文字の検索やテキスト変
換ができる、注目の商品です。主要書店
（常設店）で展開中です。ぜひご注目くだ
さい！　http://pen.gakken.jp

　㈱学研ホールディングスは、2013年6月
に、㈱ＯＤＫソリューションズとの業務・
資本提携により、同社の株式13,500株（発
行済株式総数の16.46％）を取得し、同社
の筆頭株主となりました。当社が提供する
教育サービスのノウハウと、同社が強みと
する教育分野における情報処理アウトソー
シングサービスのノウハウを融合すること
で新たな価値を創出し、急速に変化する教
育業界でのプレゼンスをより確固たるもの
にしていきます。

Topics

12
『のびのびずかん しんかんせん』
造本装幀コンクールで受賞！

　㈱学研教育みらいの『のびのびずかん	
しんかんせん』シリーズが一般財団文化
法人出版文化産業振興財団（JPIC）主催
の第47回造本装幀コンクールで、日本書
籍出版協会理事長賞（児童書・絵本部門）
を受賞しました。広げると長く伸び、新
幹線の中を詳しく観察ができる夢のある
企画が評価されました。シリーズが続々
刊行中です。

TopicsTopics Topics

1308 14
学研ナーシングサポート
登録看護師が６万人突破！

『動物と話せる少女リリアーネ』
シリーズで100万部突破！

JS向けキャラ＆おしゃれブック
『キラピチ』が独立創刊！

　㈱学研ナーシングサポートの契約病院
が370病院を超え、看護師のID登録が6
万人を突破しました。「学研ナーシングサ
ポート」は、看護師の院内研修向けオン
ライン配信サービスで、病院内での教育
に加え、eラーニングでも活用できます。
業界ナンバーワンの実績を、来年度はさ
らに伸ばします。

　㈱学研教育出版の『動物と話せる少女
リリアーネ』シリーズが100万部を超え
る大人気シリーズとなりました。2010年
７月の発刊から、現在スペシャル版も含
めて１１冊まで刊行中。最新刊の発刊に
合わせて新江の島水族館との共同イベン

トも開催される
など、リリアー
ネ旋風はまだ
まだ続きます！

　キャラクター、おしゃれ、マンガ、最新
おもちゃや文具など女子小学生（ＪＳ）が
好きなもの、気になるものを１冊につめこ
んだ『キラピチ』（㈱学研教育出版）が好調
につき、いよいよ独立創刊！	JSの“かわい
くなりたい”気持ちをテーマに様々な情報
を発信していきます。前出の人気児童書
『動物と話せる少女リリアー
ネ』のコミック版の連載や、
姉妹誌『ピチレモン』との連
携企画などが進行中です。

clantete（クランテテ）三田のメインエントランス

ブランドロゴは柿木原政広氏、コ
ピーライトは国井美果氏を起用

書きながら録音。書いた文字にペン先が触れると、書
いた瞬間の音声を瞬時に頭出しして再生できます

「アルゴ」遊ぶうちに集中力・記憶力・分析力
が身につく

「魔法のオーケストラ」中央のス
テージに楽器パーツを置くと、その
楽器の音色で演奏

「Ｎ700系のぞみ」
広げると、93㎝に
伸びる！

Topics

06「学研Ｗｅｂ講座」９月より開始！
第１弾は荻野文子先生のマドンナ古文

多様なライフスタイルに合わせ、
PC、スマートフォン、タブレット
で受講できる
https://webgk.gakken.jp/

カラフルな表紙とかわいい
イラストも人気のひみ
つ！ 最新刊２冊も好調です

創刊号の付録は、人気ナンバーワ
ンキャラのリラックマのシール手
帳、ペン、シールなど

毎月7日発売

「受験界のマドンナ」荻野文子先生

利用病院数も業界
ナンバーワンに
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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
当　期

平成24年10月	1	日から（平成25年	9	月30日まで）
前　期

平成23年10月	1	日から（平成24年	9	月30日まで）
売上高 86,858 80,659
売上原価 56,167 50,733
売上総利益 30,690 29,926
返品調整引当金戻入額 88 123
差引売上総利益 30,779 30,049
販売費及び一般管理費 28,698 27,803
営業利益 2,081 2,245
営業外収益 457 379
営業外費用 211 251
経常利益 2,327 2,374
特別利益 40 505
特別損失 150 656
税金等調整前当期純利益	 2,217 2,222
法人税、住民税及び事業税 743 562
法人税等調整額 △395 70
少数株主損益調整前当期純利益 1,868 1,589
少数株主利益 89 53
当期純利益 1,778 1,536

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5,846百万円増加し、
66,582百万円となりました。主な増減は、現金及び
預金の減少3,537百万円、投資有価証券の増加3,949
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4,053百万円増加し、
33,587百万円となりました。主な増減は、利益剰余
金の増加1,339百万円、その他有価証券評価差額金の
増加2,393百万円などによるものです。

2純資産

　当期純利益は、営業利益の減少がありましたが、
特別損失や法人税の減少により242百万円増加の
1,778百万円となりました。

3当期純利益

33,587

66,582

27,478 29,533

60,73559,184

平成23年
9月期

平成24年
9月期

平成25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 6,198百万円増加）

営 業 利 益

（前期比 164百万円減少）

当 期 純 利 益

（前期比 242百万円増加）

　売上高は、前期に比べ7.7％増の86,858百万円となり
ました。出版事業における美容・健康関連ムックの前期
ヒットによる反動減がありましたが、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
保育施設の開業やアッパーミドル層向けに展開している
株式会社ユーミーケアの連結子会社化、教室・塾事業で
のエリア戦略に基づく株式会社イング、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、出版事業での美容・健康関連

ムックの反動減による減収や高齢者福祉・子育て支援事
業の開業費用の増加、園・学校事業における前期教科書
改訂による指導書売上の反動減などにより、営業利益は
前期に比べ164百万円減少の2,081百万円、経常利益は
前期に比べ46百万円減少の2,327百万円、当期純利益は
特別損失や法人税の減少により前期に比べ242百万円増
の1,778百万円となりました。
　この結果、当期は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

平成23年
9月期

平成24年
9月期

平成25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23年
9月期

平成24年
9月期

平成25年
9月期

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

86,858百万円 2,081百万円 1,778百万円

86,858
80,249 80,659

2,081
1,927

2,245

1,778

550

1,536

科　目 当　期
（平成25年9月30日現在）

前　期
（平成24年9月30日現在）

資
産
の
部

流動資産 40,153 41,587
固定資産 26,429 19,148
　有形固定資産 7,631 7,127
　無形固定資産 3,329 1,554
　投資その他の資産 15,468 10,466
資産合計 66,582 60,735

負
債
の
部

流動負債 18,628 16,840
固定負債 14,366 14,362
負債合計 32,995 31,202

純
資
産
の
部

株主資本 30,297 28,939
　資本金 18,357 18,357
　資本剰余金 11,932 11,930
　利益剰余金 4,115 2,775
　自己株式 △4,107 △4,123
その他の包括利益累計額 2,577 36
新株予約権 152 151
少数株主持分 560 406
純資産合計 33,587 29,533
負債純資産合計 66,582 60,735

1

2

3

9 10



27.2%

36.0%

9.4%

17.7%

9.7%

教室・塾事業

　「学研教室」はほぼ前期並みの会員数を維持す
る中、タブレットを活用した新たなサービスを開
始しました。進学塾事業では、第２四半期より株
式会社イング、第４四半期に株式会社全教研を連
結子会社化したことなどにより、売上高が増加し
ました。利益面では、上記2社の連結子会社化、
「学研教室」の教材製作費用の減少により、増益
となりました。

出版事業

　キャラクター・ブランドムック、歴史学習まん
が等の児童向け出版物が販売部数を伸ばしました
が、定期誌の販売部数減少や前期にヒットした美
容・健康関連ムックの反動減などにより減収とな
りました。利益面についても売上高の減少に伴い
減益となりました。

その他

　文具・雑貨事業の売上高は増加しましたが、
物流事業や家庭訪問販売事業が減少しました。
利益面については、コスト削減等により増益と
なりました。

園・学校事業

　前期が教科書採択年度であった反動により、中
学校保健体育教師用指導書の部数が減少し、減収
となりました。利益面についても売上高の減少に
伴い減益となりました。

高齢者福祉・子育て支援事業

　当期においてサービス付き高齢者向け住宅を16
施設、保育園を７園開業し、株式会社ユーミーケア
を連結子会社化したことにより売上高は大幅に増加
しました。一方、開設ペースを引き上げたことによ
る開業費用の増加などにより損失が増加しました。

キャラクターグッズ
「はらぺこあおむし」シリーズ

『新装版こども
ベスト図鑑』

ココファン・ナーサリー二ツ橋

シニアメゾン・リハ中里

保育者向け月刊誌・カタログ

「学研教室」の
タブレット学習
サービス

「どんぐりむら」
シリーズは
4巻で累計70万部

14万部突破の
『猫足スリッパ
ダイエット』

3学年で累計14万部
『寝る前5分暗記ブック』

福岡を中心に展開
する進学塾「全教研」

売 上 高 23,620百万円
（前期比 12.8%増）

営業利益 1,350百万円
（前期比 377百万円増）

売 上 高 31,231百万円
（前期比 4.4%減）

営業利益 642百万円
（前期比 389百万円減）

売 上 高 8,404百万円
（前期比 2.7%減）

営業利益 186百万円
（前期比 206百万円増）

売 上 高 15,398百万円
（前期比 1.2%減）

営業利益 398百万円
（前期比 51百万円減）

売 上 高 8,203百万円
（前期比 190.1%増）

営業利益（△損失）△445百万円
（前期比 255百万円損失増）

86,858百万円
第68期 売上高

プレイルーム

「大人の美文字」
シリーズ

売上高  構成比

セグメントインフォメーション（営業の概況）
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4

学研の図鑑シリーズ３冊セット1

大人にも子どもにも人気の「ニューワイド
学研の図鑑ｉ」シリーズ２冊と、スペシャ
ル図鑑「動物おもしろ実験クイズ」の３冊
セット。❶「謎の図鑑」生き物、宇宙、人体、
古代遺跡など、世界のいろいろな謎を写真
やイラスト、図解で解説。❷「一生の図鑑」
昆虫、動物、鳥など、生き物の一生を貴重
な写真で紹介。❸「動物おもしろ実験クイ
ズ」動物のひみつや疑問を本当に実験して
確かめた、貴重な実験写真満載のおもしろ
クイズ図鑑です。

❶

❷

商品番号❶〜�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。

❸

学習かるた5点セット2
遊びながら様々な知識を増やせる大人気の「学習
かるた」シリーズを、５点セットで。●❶「ビジュ
アルかるた世界遺産」行ってみたくなる世界遺産
が48枚のかるたに！	●❷「ビジュアルかるた有毒
危険生物」世界に生息する危険な有毒生物48種を
掲載。●❸「地図記号かるた」主要な44の地図記号
が覚えられ、その由来もわかる。●❹「日本歴史人
物要点かるた」44人の重要歴史人物とまつわる出
来事を暗記できる。❺「日本歴史年号暗記かるた」
重要な歴史上の出来事を語呂あわせで暗記できる。

●❷

●❸

●❹

❺
●❶

小さな恋のものがたり復刻版セット3
50年という歳月を
超えて今なお愛さ
れる抒情まんがの
名作の復刻版セッ
ト。●❶●❷●❸「小さ
な恋のものがたり
復刻版1～３巻」
チッチとサリーの
淡い片恋を描いた
名作まんがを、編
集・合本した３冊。
１巻は第１集・２

●❶ ●❷ ●❸

●❹

集、２巻は第３集・４集、３巻は第５集・６集をそれぞれ収録。●❹「チッ
チとサリーポストカードブック」作品の中から著者自身が選んだ詩画20
点をセレクトしてポストカードブックにまとめました。

ニューブロック
トーマスとおでかけバッグ

人気のニューブロックがトーマスの
バッグに詰まって、一緒にお出かけで
きます。幼児が自分で持てるサイズの
トーマスバッグに、トーマスと貨車、
馬など珍しいニューブロックのパーツ
がセットされています。持ち歩いて、
手軽にブロック遊びが楽しめます。

科学実験キット
５点セット

「科学実験教室」の教材の５点セット。科学の不思議や楽しさが体感できま
す。❶「潜望鏡	鏡実験セット」望遠鏡にもなる潜望鏡。前を向いたまま後ろ
が見える。❷「空気ポンプロケット実験セット」ロケットを飛ばしたり水噴
射ができる。❸「回転パワー大実験セット」磁石が入っている不思議なコマ。
驚きの動きをするよ！	❹「レモン電池作り実験セット」レモンや果物が電池
に変身。❺「昔のアニメ実験セット」円盤を回転させると絵が動いて見える。

5 ●❶

●❷
●❸

●❹
●❺

ノンフィクションシリーズ３冊セット6

命の尊さや人のつながりが心
をふるわせる、感動のノン
フィクション３冊セット。小
学生から大人まで楽しめます。
●●❶「野鳥もネコもすくいた
い！」小笠原の貴重な海鳥
の命もそれを襲うネコの命も
救いたい。命の尊さと自然保
護を考えさせる実話。●❷「氷
の海を追ってきたクロ」つ
らいシベリア抑留中に育んだ
人と犬の強い絆の話。●❸「折
り紙でたくさんの笑顔を」
言葉は通じなくても、折り紙
で世界中の子どもたちと心を
通わせた盲目の「折り紙ニス
ト」の実録。

見やすい、使いやすい
と評判の大きな字の国
語辞典と漢和辞典の
セット。「改定常用漢字
表」に対応した最新版
をお届けします。●❶「大
きな字の常用国語辞典
改訂第四版」収録項目
数36,800語。手紙の書
き方・ペン字崩し字・

注意・使い分け付き。●❷「大きな
字の常用漢和辞典改訂第四版」収
録字数8,000字。熟語10,000語。
筆順・ペン字崩し字・注意・使い
分け付き。

大きな字の常用辞典２冊セット7

●❶ ●❷

●❸

●❶ ●❷

キャラクターグッズ５点セット8
かわいくて役立つグッズを５点セットでお届け。
●❶「アプチェカミニトートバッグ」かわいいクマの
ミニトート。サイズ：385×340×123㎜		●❷「アプ
チェカ保冷剤付きサラダケース」食べる直前にド
レッシングをかけるのでサラダがシャキシャキ！	
●❸「ガスパール＆リサランチケース」片手持ちで食
べやすいスリムで深型なサイズ。箸付き。❹「ムー
ミンファスナーホルダー」カバンなど好きな
所につけられます。●❺「ブレー
メンレターパッド＆封
筒セット」おしゃれ
なテイストのレター
セット。

●❶

●❷
●❸

●❹ ●❺

・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26年１月31日（金）（当日消印有効）株主優待カタログ
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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		☎03-5437-8255（受付時間9：00～17：00	土・日・祝日・年末年始を除く。平成26年3月末日まで）

◉株主様ご優待商品　お申込み方法
❶～�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26年1月31日の消印まで有効です。

平成26年1月31日（金）（当日消印有効）

大人の科学マガジン２点セット9

人気シリーズを今年も２点セットで。●❶「Ｖツイン蒸気エンジン」Ｖ型に
配置した２本のシリンダーを持つ２気筒首振りタイプの蒸気エンジンモデ
ル。蒸気をはきながら勢いよく回るさまを楽しんでください。●❷「テオ・ヤ
ンセン式二足歩行ロボット」前方からの風に向かって二足歩行するテオ・
ヤンセン式のロボット。まるで生きているような動きを見せます。

●❶

●❷

健康＆おいしいレシピ６冊セット10

健康にいい＆おいしい！主婦にうれ
しい６冊セット。●❶「100歳まで長
生き！元気100倍！健康レシピ」胃
腸にも歯にも優しくカロリーも塩分
も控えめなヘルシーレシピ。●❷「水切
りヨーグルトでやせる！健康にな
る！」ヨーグルトを水切りするだけ
で驚きの万能調味料に。❸「野菜
たっぷり！体にいいレシピ300品」
野菜がたっぷり取れる！	●❹「炊飯器
でカンタンふっくらパン118品」炊
飯器でカンタンにパンができる！
●❺「ラクラクおやつ応援団」ぱぱっ
と作れておいしい毎日のおやつレシ
ピ決定版。●❻「精選版お菓子の基本」
プロ養成校「エコール辻」の先生方
がお菓子作りの基本を丁寧に解説。

●❶

●❸

❷

❹

●❺ ❻

小学生のまんが辞典６冊セット11

国語の知識がまんがで楽しく覚えられるセット。●❶「漢字辞典」漢字や熟
語の覚え方をまんがで紹介。●❷「語源辞典」言葉の由来がわかると日本語
が楽しくなる！●	❸「敬語辞典」まんがで敬語の適切な使い方を解説してく
れる。●❹「方言辞典」方言をジャンルに分けてわかりやすく紹介。●❺「言葉
のきまり辞典」国語文法をまんがでわかりやすく教えてくれる。❻「俳句辞
典」俳句の基本から作り方までを楽しいまんがで紹介。有名な俳句の解説も。

●❶ ●❷ ●❸ ●❹ ●❺ ●❻

フィールドベスト図鑑２冊セット12

野外の仕事、スポーツ、レジャー等に持参して活用できるコンパクトサイ
ズの図鑑シリーズ２冊セット。❶「危険・有毒生物」身の回りの危険・有
毒な生物約400種を写真と図解などで解説。危険度マークでわかりやすく表
示。❷「日本の毒きのこ」写真とくわしい解説で、有毒物質を含む、中毒
例がある等のきのこを約200種掲載。見分け方なども載っています。

●❶

●❷

●❷

歴史群像シリーズ３冊セット

豊富なイラストや資料で人気の歴史群像シリーズのセット。●❶「決定版　
図説・戦国武将118」戦国武将100余名のビジュアル・データファイル
集成。肖像・旗指物・甲冑から印章・花押まで見て楽しめる人物事典。
●❷「さかのぼり幕末史」時間を“さかのぼる”ことで新たな歴史が見え
てくる！王政復古の大号令から黒船来航までをさかのぼりながら読み解
く。●❸「さかのぼり戦国史」大坂夏の陣から応仁の乱までをさかのぼり、
事件や戦いがなぜ起こったかを解説。

13
●❶ ●❷ ●❸

育児シリーズ３冊セット

大判で写真が多くてよくわかる！と評判の育児本３冊セット。●❶「最新
決定版はじめての妊娠・出産」妊娠かも？	から出産、新生児のお世話
までのすべてがわかる１冊。●❷「最新決定版はじめての育児」生まれた
てから３歳までの育児はこの１冊におまかせ！	●❸「最新決定版はじめ
ての離乳食」離乳食の上手な進め方と手間なく作れるテクが満載。

14

●❶
●❷

●❸

※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26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

株主優待カタログ

※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）

■当社の株主様ご優待制度は、今般より年1回期末のみとさせていただくことといたしました。15 16



会社概要／株式の状況　（平成25年9月30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 2,902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

会社概要 株式の状況

大株主（上位10名。但し、自己株式を除く）

株式の分布状況

取締役・監査役・執行役員

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 9,479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 15.79
株式会社市進ホールディングス 3,380 3.84
凸版印刷株式会社 3,234 3.67
株式会社三井住友銀行 3,000 3.41
学研取引先持株会 2,963 3.37
株式会社明光ネットワークジャパン 2,844 3.23
大日本印刷株式会社 2,368 2.69
株式会社三菱東京UFJ銀行 2,352 2.67
株式会社廣済堂 2,204 2.50
栄光ホールディングス株式会社 1,697 1.92

所有者別

所有株数別

金融機関14.51％
15,375,000株（29名）

個人・その他22.03％
23,345,465株（9,102名）

100,000株以上
80.21％
84,986,645株（64名）

10,000株以上
7.55％
7,995,156株（389名）

1,000株未満
0.39％
417,695株（1,926名）

1,000株以上
11.85％
12,558,589株（7,100名）

その他の法人40.35％
42,753,925株（237名）

自己株式17.01％
18,023,804株（1名）

金融商品取引業者0.60％
633,282株（30名）

外国法人等5.50％
5,826,609株（80名）

※持株比率は、自己株式を控除して算出しております。

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。

　公益財団法人プラン・ジャ
パンを通じて途上国の教育環
境整備に取り組んでいます。
2013年は、タイ北部チェン
マイ県バン・ノンケオ村での
幼稚園建設と教材・知育玩具
の整備を実施しました。地域
で暮らす子どもたちの教育環
境の整備に貢献することがで
きました。

　学研グループでは、東北の子どもたちへの思いを込めて、
科学実験イベントの開催や、図書・教材や文具の寄贈を継続
的に実施しています。これからも、私たち学研グループにで
きることを考え、真摯に取り組んでまいります。

　障がいのある方が作った
クッキー・パンの社内販売や、
学研ビル内から回収したペッ
トボトルキャップ、使用済み切
手の社会貢献団体等への寄付
活動を継続的に行っています。
　これからも、社会とのかか
わりを重視した様々な取り組
みを積極的に推進してまいり
ます。

　品川区では、区内の事業所を対象に、ごみの減量および分
別・保管・再利用に積極的に取り組む事業所を「ごみ減量等
優良事業所」として表彰しています。平成24年度は、学研ビ
ル（東京都品川区西五反田）が、ごみの減量とリサイクルに
積極的に取り組む模範的な事業所として表彰されました。

グローバルCSR
タイ北部チェンマイ県に幼稚園を
建設しました。

東北の子どもたちにエールを！
科学実験イベントや、図書・教材や文具の
寄贈を継続的に行っています。

社会とのかかわりを大切に
企業市民として、社会とのかかわりを
大切にしています。

環境への取り組み
学研ビルが「平成24年度品川区ごみ減量等
優良事業所」として表彰されました。

タイに完成した幼稚
園舎

教材・知育玩具の支給も
行いました

「ペップキッズ郡山」での
親子科学実験教室

社員のごみ分別体験も行いました
品川区からいただいた
感謝状と記念品の楯品川区の福祉ショップによる社内販売
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