
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
基 　 準 　 日 定時株主総会については9月30日

そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定
めます。

公 告 掲 載 電子公告により､当社ホームページ（http://ghd.
gakken.co.jp/）に掲載いたします｡
なお、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いたします｡

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
 0120-232-711（フリーダイヤル）　
 0120-244-479（用紙請求）

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、証券会社の一般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。
振替手続に手数料はかかりません。

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、お取扱場所は株主メモ欄のとおりです。

＊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。

株主の皆様へ

第67期  IR報告書 平成23年10月1日～
平成24年9月30日

株主優待カタログJQA EM5778

株主メモ
1,000株（単元）未満の株式をご所有の株主様へ

株主優待が年２回になります！
　現在実施中の期末のご優待制度に加えて、中間期末3月31日現在の株主名簿に記載または記録された2,000株
以上ご所有の株主様全員にご優待品を提供することといたしました。
　平成25年の中間期末は、学研オリジナル図書カード1,000円分ほかをお送りいたします。今後とも株主の皆様に
とって、魅力ある株主優待制度を目指してまいりますので、一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 

※図書カードのデザインは変更となる場合があります。
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　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67期（平成23年10月1日～平成
24年9月30日）ＩＲ報告書をお届けいたします。
　少子高齢化やスマートフォンの急速な普及など、
当社グループを取り巻く環境は変化しております。
当社グループでは、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）において「デジタ
ル」「教育ＩＣＴ」「グローバル」の３つをキーワードに
新事業の創出・育成に注力し、また、高齢者福祉・子
育て支援事業においてサービス付き高齢者向け住
宅と保育施設の開業・開園ペースを引き上げ、時代
のニーズに合ったサービスを提供してまいりました。
　当期は、高齢者福祉・子育て支援事業の伸長や
出版事業の好調、教室・塾事業の生徒数増加によ
り、前期に続いて増収・増益を達成いたしました。ま
た、株主の皆様への期末配当金を1円増配の5円と
させていただいております。
　株主の皆様におかれましては、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。

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

Creative Challenge
知る   広い視野で未来を見据え、深く市場と顧客の心を知ろう

挑む   高い目標を掲げ、強固な意志を持って、迅速に挑戦しよう

創る   自由かつ斬新な発想で、新しい価値を創り出そう

すべて

グルー
プ

理念

ずっとと

“まな
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株主の皆様へ

グループ経営理念

代表取締役社長
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宮原社長インタビュー

 学研グループ2ヵ年計画「Gakken2013」進捗報告
学研グループは、2013年9月期までを対象とした２ヵ年計画「Gakken2013」
の下、将来の成長に向けた基盤づくりに取り組んでおります。１年経過した
現在の状況と今後の取り組みについて、ご報告いたします。

Q1

Q2

Q3

「高齢者福祉・子育て支援事業」の
この一年の取り組みについてお聞かせください。

教育ソリューション事業の成長戦略として掲げている「デジタル」「教育ICT」
「グローバル」については、どのような取り組みをしているのでしょうか。

2ヵ年計画「Gakken2013」の2年目となる
2013年9月期の見通しについてお聞かせください。

　教育ＩＣＴ分野では、今年５月に㈱
エヌ・ティ・ティ・ドコモの学習支援
サービス「ドコモゼミ」で、デジタル
学習教材「学研ビクトリーコース」と
ドリル形式の学習アプリ「小中学生
コース」を開始しました。2013年春
には、学研教室の新しいサービスとし
て、タブレットのデジタル学習教材を

　１年目の2012年9月期は、高齢者
福祉・子育て支援事業において開業
や入居率伸長の遅れがありましたが、
出版事業で美容・健康関連ムックを
はじめ多くのヒット作創出により、
計画を達成いたしました。２年目の
2013年9月期は、高齢者福祉・子育
て支援事業での開業ペース引き上げ
や㈱ユーミーケアのグループ会社化

利用した「学研ｉコース」をスタート
します。
　デジタル分野では、デジタル化が困
難なジャンルを除き、新刊出版物での
100%デジタル化に向けて取り組んで
おります。現在、電子書籍コンテンツ
は約2000点、電子雑誌も出版社最多
の16誌を提供しております。
　グローバル分野では、科学実験教室
をインドとタイで行っていますが、新
たに算数教室を中国とタイで展開いた
します。出版事業においては、カメラ
雑誌『ＣＡＰＡ』の中国版を発行してい
ますが、本年9月には上海学研広告有
限公司を設立し、経済成長著しいアジ
ア市場に向けて事業展開していきます。

により、２ヵ年計画で発表しており
ます売上高825億円を上方修正し、
845億円を予定しております。
　営業利益は、高齢者福祉・子育て
支援事業において前期を上回る開業・
開園数を予定しており、開業費用が
増加しますが、計画通り、2012年9
月期に比べ55百万円増益の23億円を
見込んでおります。

全国の学研教室でタ
ブレットを活用した
学習ができるように
なります。また、月
3,000円～で自宅で
の学習も可能です

2012年11月に新規オープンした熊本県
熊本市の「ココファン神水（くわみず）」

◆ 高齢者福祉・子育て支援事業の売上高・利益計画

■売上高　　　営業利益　
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　2011年9月期までは、サービス付
き高齢者向け住宅を年間1～2ヵ所
ペースで開業し、お客様に喜ばれる
サービスの追求とともに、株主の皆
様の期待に応えるための収益性の検
証を行い、ココファンモデルの構築
をしてまいりました。このたび、
2011年10月より施行された「高齢
者住まい法」における政府からの補
助金や税制優遇などの追い風効果も

あり、2012年9月期より年間15ヵ所
ペースで開業し、2015年9月期に
60ヵ所とすることを計画しました。
また、保育施設も、ニーズの高まり
を背景に年間1～2ヵ所の開業ペース
を、2012年9月期より年間5ヵ所の
ペースに引き上げ、2015年9月期に
24ヵ所の運営を目指して取り組んで
おります。
　2012年9月期は、高齢者向け住宅

では13ヵ所の開業（うち、２ヵ所は
事業譲受による取得）、保育園を４ヵ
所開園いたしました。一部で開業時期
の遅れがありましたが、ほぼ予定の施
設数を開業することができました。ま
た、湘南エリアで26棟のシニア住宅
を運営している㈱ユーミーケアの全株
式を取得したことで、次期以降のさら
なる飛躍に向けた土台を作ることがで
きました。

教育ソリューション事業の概念図
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グローバル展開が加速
教室、雑誌、ゲームと続々

1000タイトルを超える幅広い
ラインナップの電子書籍・雑誌

雑誌『FYTTE』が、雑誌大賞の
トレンドメイクマガジン賞受賞！

「大人の科学マガジン」が
創刊10周年！

話題沸騰！「エアなわとびダイエット」。
発売から10日ではや増刷の大ヒット

ディズニーやサンリオの
人気キャラ出版物が好評！

　学研電子ストアの電子書籍タイト
ルが1,000冊を突破。電子雑誌のラ
インナップも「GetNavi」「CAPA」
「ル・ボラン」など出版社最多の16
誌が出揃い好調です。また、Amazon
のKindleストアにも、サービス開始時
に750タイトルを
提供いたしました。

　㈱学研パブリッシングが
発行するビューティ＆ダイ
エット雑誌『FYTTE』が、
全国の書店員と編集長が一
番元気な雑誌を選ぶ賞、第
4回雑誌大賞の「TREND 
MAKE MAGAZINE賞」を
受賞。大トレンドとなった
カーヴィーダンスを樫木裕実
さんと生み出したことが認
められました。今後とも同
誌からダイエットの流行を
作っていきます！

　ラジオ、カメラ、ギターなど手作りできる科学の
おもしろさを読者に伝え続ける『大人の科学マガジン』。
10周年記念となる最新号は、ロウソクに録音できる
エジソン式蓄音機を大特集。エジソンがロウ管を使っ
たのにならって、ロウソクに音溝を刻み、録音方式
もエジソンと同じ縦振動方式という、大人の科学

ならではの“こだ
わり”が詰まった
自信作です。

　㈱学研パブリッシングでは、ウォルト・ディズニー・ジャ
パン㈱や㈱サンリオとの協業によって、人気キャラクター
を活用した出版物約40点を児童書、学参、雑誌、ムックほ
か様々な分野で積極刊行、いずれも好評を博しております。
　今後とも、未就学児からファミリー層までに向けたキャ
ラクターコラボ商品群を積極的に開発してまいります。

　アジアを中心とする多面的な海外展開が
急ピッチで進んでいます。中国では合弁会
社・北京中青学研が展開している中国版
『CAPA』は、カメラ雑誌No.２の売れ行き
を記録。さらに広告からの広がりを活かすた
め、９月に上海学研広告有限公司を設立し
ました。インド、タイの小学校で展開してい
る科学実験教室も順調に規模を拡大
中で、それぞれ32万人、５万人が教
室に参加しています。また、㈱学研教
育出版の算数ゲーム「アルゴ」が韓国、
台湾で人気を博しています。

　㈱学研パブリッシン
グで4月に発売した『楽
しく回すだけ！エアな
わとびダイエット』は、
紐のないなわとびを部
屋の中で跳んで手軽に
やせられる、というア
イデア商品。発売直後
からマスコミやネット
で話題となり、様々な
テレビ番組でも紹介さ
れ、現在も好調に売上
げを伸ばしています。

Topics

07
「学研スポチャンくらぶ」
好調にスタート！

　㈱学研教育みらいが、学研幼児教
室として立ち上げた園向けの教室
「学研スポチャンくらぶ」の幼児会員
が、1年目にして目標の100名を突破
しました。「スポチャン」とはスポー
ツチャンバラのこと。「よろしくお願

いします！」「あ
りがとうござ
いました！」と
いう礼儀や挨
拶を大事にす
るスポーツで、
強い心と体を
育みます！

Topics

08
ドリル市場でも首位獲得！
『学研の夏休みドリル』シリーズ

　㈱学研教育出版が発行する『学研の夏
休みドリル』シリーズが、平成24年夏の
売上げで首位に躍り出ました（弊社調べ）。
かわいらしい表紙デザイン、夏の読者キャ
ンペーンも好評で、この分野でも確固た
る地位を確立したといえます。

Topics

09
海外トイ賞受賞の
注目トイ

写真はタイの小学
校での科学実験教
室の様子。インド
では４５０校、タイ
では１１０校で展開
しています

一眼レフを中心に
カメラ人気は定着

韓国版「アルゴ」は、
商品名「ダ・ヴィン
チ・コード」で発売
されている

ロウソク表面に刻まれた
溝には音の波がくっきり

本誌では、チョコや
チーかま、色鉛筆な
どなど、いろいろな
もので録音に挑戦

10万部突破！
人気漫画家・
倉田真由美さ
んの体験談も
収録

光るステージに楽器パーツを置くと、その楽
器の音色で演奏。組合せは100万通り以上！

授賞式での樫木さんと小中編集長

『FYTTE』（毎月23
日発売）2012年8
月号の巻頭特集で
は、樫木先生がダ
イエット法を伝授
しています

付録の「エアな
わとびグリップ」
は回数表示、消
費カロリー表示、
タイマー付き

　㈱学研ステイフルでは海外のトイ
メーカーとタイアップし、アジア最
大の玩具見本市「Hong Kong Toys 
& Games Fair 2012」の知育玩具
部門　最優秀賞受賞商品「魔法のオー
ケストラ」の販売を開始しました。
TVや新聞などにも多数取り上げられ

ている注
目の商品
です。

話題のダイエット本か
ら学習参考書、定期雑
誌まで、1000タイト
ルを超える、幅広いラ
インナップに
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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23年10月 1 日から（平成24年 9 月30日まで）
前　期

平成22年10月 1 日から（平成23年 9 月30日まで）
売上高 80,659 80,249
売上原価 50,733 50,466
返品調整引当金繰入額 ─ 242
返品調整引当金戻入額 123 ─
売上総利益 30,049 29,540
販売費及び一般管理費 27,803 27,612
営業利益 2,245 1,927
営業外収益 379 424
営業外費用 251 229
経常利益 2,374 2,121
特別利益 505 635
特別損失 656 1,676
税金等調整前当期純利益 2,222 1,081
法人税、住民税及び事業税 562 521
法人税等調整額 70 △32
少数株主損益調整前当期純利益 1,589 591
少数株主利益 53 41
当期純利益 1,536 550

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1,551百万円増加し、
60,735百万円となりました。増加の主な要因は、
サービス付き高齢者向け住宅の開設により有形固定
資産が増加したこと、また、㈱ユーミーケアなどの
株式取得により投資その他の資産が増加したことに
よるものです。

1総資産

　純資産は、前期末に比べ2,054百万円増加し、
29,533百万円となりました。増加の主な要因は、当期
純利益計上による利益剰余金の増加のほか、自己株
式の第三者割当を実施したことなどによるものです。

2純資産

　当期純利益は、前期に比べ986百万円増加の1,536
百万円となりました。出版事業の好調や教室・塾事
業の利益改善などによる営業利益の伸長のほか、特
別損失の計上が前期に比べ減少したことから、大幅
な増益となりました。

3当期純利益

26,661 27,478 29,533

60,735
56,652 59,184

平成22年
9月期

平成23年
9月期

平成24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410百万円増加）

営 業 利 益

（前期比318百万円増加）

当 期 純 利 益

（前期比986百万円増加）

　売上高は、前期に比べ410百万円増の80,659百万円、
営業利益は前期に比べ318百万円増の2,245百万円、当
期純利益は前期に比べ986百万円増の1,536百万円とな
り、２期連続の増収・増益となりました。
　売上高は、高齢者福祉・子育て支援事業でのサービス
付き高齢者住宅および保育園の開業・開園による伸長、
および出版事業での美容・健康関連ムックが引き続き好
調に推移し、増収となりました。
　営業利益は、高齢者福祉・子育て支援事業での開業

ペースの引き上げによる経費増で利益が減少したもの
の、教室・塾事業や出版事業での増収による利益増や、
教室・塾事業での不採算進学塾の構造改革による改善が
寄与し、増益となりました。
　当期純利益は、前期に計上しました震災関連損失や資
産除去債務会計基準適用による特別損失が当期は発生し
ないことから、前期に比べ大幅な増益となりました。
　今回の業績結果を踏まえ、当期の期末配当を従来の4
円から1円増配の5円といたしました。

売上高 営業利益 当期純利益

平成22年
9月期

平成23年
9月期

平成24年
9月期

平成22年
9月期

平成23年
9月期

平成24年
9月期

平成22年
9月期

平成23年
9月期

平成24年
9月期

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

80,659百万円 2,245百万円 1,536百万円

78,105 80,249 80,659

1,818
1,927

2,245

305

550

1,536

科　目 当　期
（平成24年9月30日現在）

前　期
（平成23年9月30日現在）

資
産
の
部

流動資産 41,587 41,264
固定資産 19,148 17,920
　有形固定資産 7,127 6,750
　無形固定資産 1,554 1,405
　投資その他の資産 10,466 9,764
資産合計 60,735 59,184

負
債
の
部

流動負債 16,840 17,538
固定負債 14,362 14,166
負債合計 31,202 31,705

純
資
産
の
部

株主資本 28,939 27,236
　資本金 18,357 18,357
　資本剰余金 11,930 12,152
　利益剰余金 2,775 1,577
　自己株式 △4,123 △4,850
その他の包括利益累計額合計 36 △258
新株予約権 151 131
少数株主持分 406 369
純資産合計 29,533 27,478
負債純資産合計 60,735 59,184

1

2

3
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26.0%

40.5%

3.5%

19.3%

10.7%

教室・塾事業 売 上 高 20,942百万円
（前期比 1.0%増）

営業利益 972百万円
（前期比 593百万円増）

　「学研教室」および「ＣＡＩスクール」は引き続
き堅調に推移し、また、進学塾を運営する㈱創造
学園や㈱早稲田スクールも、新校舎の開設により
生徒数が増加いたしました。利益面では、増収に
加えて、進学塾事業における不採算事業からの撤
退および不採算校舎の閉鎖などの構造改革効果に
より改善いたしました。

出版事業 売 上 高 32,667百万円
（前期比 0.4%増）

営業利益 1,032百万円
（前期比 23百万円増）

　『樫木裕実カーヴィーダンスで楽やせ！』『エア
なわとびダイエット』『ハイパー骨盤枕ダイエッ
ト』等の美容・健康関連ムックが前期に引き続き
好調に推移し、他にも、『サムライDays、欧州
Days』『プロメテウスの罠』等の一般向け書籍、
幼児向け絵本、「頭脳開発」シリーズ、児童向け
読み物などが販売部数を伸ばしました。

その他売 上 高 8,641百万円
（前期比 5.2%減）

営業利益（△損失） △19百万円
（前期比55百万円損失改善）

　文具・雑貨事業ではキャラクター商品や知育玩
具などの販売数が減少し、物流事業では物流受託
売上が減少いたしました。利益面では、家庭訪問
販売事業の経費削減効果などにより、前期に比べ
損失が改善いたしました。

園・学校事業売 上 高 15,581百万円
（前期比 1.6%減）

営業利益 450百万円
（前期比 46百万円減）

　前期の教科書採択に伴う小学校保健教師用指導
書収入の反動減などにより、売上高は減少いたし
ました。利益面では、出版物の原価削減や物流コ
ストをはじめとした販管費の削減を推し進めまし
たが、売上高の減少に伴い減益となりました。

高齢者福祉・子育て支援事業売 上 高 2,827百万円
（前期比 38.6%増）

営業利益（△損失）△190百万円
（前期比 332百万円減）

　当期は、サービス付き高齢者向け住宅「ココフ
ァンシリーズ」を13ヵ所（うち、２ヵ所は事業譲
受による取得）、保育施設を4ヵ所開業いたしまし
た。運営拠点数の増加により売上高は伸長しまし
たが、新規施設の大幅な増加により開業費用が増
加し、減益となりました。

80,659百万円
第67期 売上高

売上高 構成比

実験図鑑
キットボックス

「ファンテープ」

「うちの犬のキモチが
わかる手帳」

園舎設計（花園幼稚園）

教科書（中学保健体育）

ココファン・ナーサリー柏の葉

『プロメテウス
の罠』は1、2巻
で計13万部を
突破

『塩麹でやせる！
健康になる！』

『多湖輝のNEW頭脳開発
3歳 できるかな』

ココファンふじみ野

セグメントインフォメーション（営業の概況）
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CSRの取り
組み

学研カードによる国際貢献・途上国の
教育環境整備 ーベトナム小学校建設ー
　社会貢献型クレジットカード「学研教室カード、学
研教室プレミアカード、学研ファミリーカード」のご
利用金額の一部を公益財団法人プラン・ジャパンに寄
付し、途上国における学校建設プロジェクトを実施し
ています。この度、この寄付金による学校建設プロジェ
クトの第三弾として、2011年4月にスタートしたベト
ナムにおける小学校校舎の建設が完了しました。

障がい者雇用促進のための子会社
「株式会社学研スマイルハート」を設立
　学研グループの障がい者雇用のさらなる進展を目
的とし、特例子会社の認可取得を前提とした子会社
「株式会社学研スマイルハート」を設立しました。今
後は、特例子会社化の認定を取得し、グループ適用
制度を活用したグループ全体での障がい者雇用率の
向上を目指してまいります。

TABLE FOR TWO活動
5,000食の達成を記念して、
学研ビル社員食堂ツアーを実施
　学研ビル社員食堂でスタートした「TABLE 
FOR TWOプログラム」が5,000食に達し、ア
フリカの子どもたち5,000人分の給食をプレゼ
ントすることができました。記念イベントとして、
社員食堂体験ツアーを実施し、好評を博しました。

東日本大震災被災地への継続的な支援
　学研グループでは、震災発生から1年半が経過した
今でも、被災地の子どもたちへの図書・教材や文具
の寄贈、科学実験イベントの開催などを通じて、継
続的な支援を行っています。学研グループは、皆様
に期待され、必要とされることを最優先に考え、グ
ループ全体で引き続き支援に取り組んでまいります。

ベトナムに完成した
小学校校舎

学研スマイルハート

入社式

福島市仮設図書館

への図書寄贈
社員食堂5,000食

記念イベントポスタ
ー

商品番号1～12の中から一つお選びのうえ、株主様ご優待商品申込書にて
お申込みいただきますようご案内申し上げます。

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（当社グループ会社㈱学研ロジスティクスに委託しま
す）など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  ☎03-5437-8506（受付時間9：00～17：00 土・日・祝日・年末年始を除く）平成25年3月末日まで

◉申込書の記入例

　

◉対象株主様
平成24年9月30日現在の最終の株主名簿に記載された、1,000株
以上ご所有の株主の皆様です。

◉ご優待の内容
ご希望の商品1セットを無料で贈呈いたします。第1希望商品が品
切れとなった場合は、第2希望商品をお送りすることもございます
ので、ご容赦の程、お願い申し上げます。

◉お申込み方法
本カタログをご覧のうえ、同封の株主様ご優待商品申込書に、必要
事項をご記入いただき、お申込期限内の消印が付されるように郵
便ポストにご投函ください。

◉商品の発送
商品は、平成25年2月上旬以降、順次発送させていただきます。ご
送付先が株主ご本人様と異なる場合は、予め、ご送付先へ2月頃ま
で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ヵ所に限らせていただきますので、ご了承ください。

お申込み期限 平成25年1月31日（木）まで（当日消印有効）

株主優待
カタログ

141 ‒ 0091　　　　　　　   03　‒ 5437 ‒ 8508

東京都品川区西五反田○‒□‒◇

　　学研　花子

株主ご本人様へのご送付の場合は記入しないでください。

ここに株主様のご住所・お名前が
印字されています。

品川区西五反田ニ丁目11-8
学研　太郎　様

11 12



ダイエットシリーズ2点セット

ニューワイド学研の図鑑　i シリーズ3冊セット

カーヴィーダンス
シリーズ3冊セット

科学実験キット　
5点セット

歴史群像・人物伝シリーズ4冊セット

ビジネスマン辞典3冊セット キャラクターグッズ5点セット

累計423万部突破！「カーヴィーダンス」
シリーズを3冊まとめて！ ❶「樫木式・
カーヴィーダンスで即やせる！」楽しく踊
るだけで女性らしいカーヴィーボディに。
❷「樫木式カーヴィーダンスで部分やせ！」
1日3分でやせたいところを狙いうち。❸「樫木裕実カーヴィーダンスで楽や
せ！」「下半身やせ」を強化したDVDと「ほめボディシート」の2大付録。

「科学実験教室」でしか提供していない教材を5点セットで。科学の不
思議さや楽しさを体感してください。❶「新 強力磁石実験セット」磁石
の反発力で他の磁石を飛ばします。❷「二足歩行ロボット実験セット」
足だけの歩く自動機械が作れます。❸「新 静電気実験セット」静電気を
利用して砂絵を描いたりもできます。❹「新 鏡実験セット」ミラーの見
え方の違いを利用したマジックができます。❺「ぶるぶるマシン実験
セット」振動マシンを取り付けるとプロペラが回転したりします。

豊富なイラストや写真で人気の『歴史群像』の人物伝シリーズの4冊セット。
❶「上杉謙信」信玄、信長らと死闘を繰り返し、関東管領に上り詰めた、乱
世に稀有な義将の生涯に迫る1冊！ ❷「徳川家康」日本史上最強最大の政権
を確立した天下人の生涯・戦いを追う。❸「真田三代」精強の徳川軍も寡勢
の真田軍に度々退けられる。戦国随一の戦働きを示す智略を徹底分析。❹「前
田慶次」漫画『花の慶次』などで人気を博した、戦国一の傾奇者と謳われ
た武将の魅力に迫る。

ビジネスに役立つ辞典を3冊セットで。❶「用例でわかる四字熟語辞典」
5000語を収録。丁寧な解説、歴史をひもとく故事つき。文学作品から用例
を引用。❷「用例でわかる慣用句辞典」3000語を収録。文章の作成・スピー
チなどに役立つ豊富な用例と、丁寧な解説を施した決定版。❸「用例でわか
る類語辞典」適切な表現が50音順キーワードにしたがって見つけられます。

©Moomin Characters TM
TM & © 2012 Eric Carle LLC 
©Michiko Tachimoto/Colobockle Inc.

❶｢ダイア・ファイル」大切な書類やアイテムを保管できます。
❷｢ムーミンダイアリー」　❸｢コロボックルマグネットセット｣ マ
グネット付クリップとマグネットシートのセット。❹｢シュクレ 
ミニペンポーチ」　❺｢はら
ぺこあおむしメッシュバッ
グ」ブラシやタオルなど
をまとめて持ち運べます。

ダ1

3

2 4

6 7

5

株主優待カタログ

楽してやせたい方にぴっ
たりな、ダイエット・
ムック2点セット。❶「楽
しく回すだけ！エアなわ
とびダイエット」エアな
わとびは、誰でも・どこ
でも・手軽に行える、縄
跳び運動です。回数と消
費カロリーがわかる「エ
アなわとびグリップ」つ
き！ ❷「ハイパー骨盤枕
ダイエット」184万部突
破の大ヒット作『寝るだ
け！骨盤枕ダイエット』
の第二弾。よりパワー
アップした骨盤枕付き
ムック本。

❶ ❷

❶
❷ ❸

❶

❷ ❸ ❹

❷ ❶
❸

❶
❷ ❸

❸

❶

❺

❷ ❹

夏のキャンペーンで活題をさらった「図鑑」の新シリーズの3冊セッ
ト。❶「なぜ？の図鑑」子どもの素朴な「なぜ？」に答えます。身近
な生き物や、のりもの、自然、人体など、ふしぎがいっぱいで、親子
で楽しめる図鑑。❷「いちばん！の図鑑」動物の走るスピードの「い
ちばん！」、山の高さの「いちばん！」など、生き物や地球のいろい
ろな「いちばん！」の図鑑。❸「ひみつの図鑑」生き物、乗り物、地
球、身の回りのもの。子どもも大人も、「なるほど！」と
うなる、ひみつがつまった新図鑑。

❶

❹

❸

❺

❷
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大人の科学シリーズ2点セット

小学生向けまんが辞典5冊セット

ラクラクかんたんベストレシピ
5冊セット

学研ココファン 高齢者住宅2泊3日無料体験入居

健康のコツ3冊セット

❶「デルタ・ツイスター」前後に2枚の大きな翼を持ち、前方の翼を左右に
ゆらしながら、歩くほどの速さで空を飛ぶ飛行体。動力はゴム、モーター
の2種類。❷「Vol.30（テオ・ヤンセンのミニビースト）」オランダの芸術家
テオ・ヤンセンの作品ストランドビースト。風を受けて歩き始める、その
機構をミニサイズで再現。

まんがでわかりやすく解説した、辞典5セット。❶「ことわざ辞典」故事成
語・慣用句など約600語。楽しいことわざクイズも。❷「慣用句辞典」約
250語。用例も豊富。❸「百人一首辞典」それぞれの和歌がよまれた背景
や歌の意味など。❹「ことばの使い分け辞典」まちがえやすい同音異義語・
同訓異語や、類義語・反対語などを約700語。❺「カタカナ語辞典」覚え
ておきたい外来語を4コマまんがで。

❶「コレステロールをしっかり下げるコツがわかる本」食生活や運動など、
値を下げるための生活習慣の改善ポイントを。❷「高血圧をしっかり下げ
るコツがわかる本」ライフスタイル改善ポイントや血圧を下げるヘルシー
レシピを。❸「血糖値をしっかり下げるコツがわかる本」糖尿病にならな
いための生活改善ポイントや低カロリーな食事レシピを。

忙しい女性が心から求めるかんたんレシピ5冊
セット。❶「人気のおかず」毎日家族に食事を作
る女性のために！ ❷「かんたんスピードおかず」
メインターゲットは30代から40代の女性。❸「こ
うして作れば　朝ラク！べんとう」テーマは「お
べんとう」。❹「手間なしおかず」3ステップでで
きるレシピを厳選。❺「フライパンおかず」炒め
もの、煮もの、蒸しものなど全てフライパンで！

　学研ココファンでは、入居一時金無し、厚生年金の範囲内
で24時間・365日安心して住み続けられる「サービス付き高
齢者向け住宅」を展開しています。今回は、株主の皆様に、
施設を体験いただける機会をご用意させていただきました。
同封の「平成24年株主様ご優待商品申込書」（はがき）に、
体験を希望される施設名、希望期間をご記入ください。学研
ココファンの担当者から、お電話させていただきます。

8
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株主優待カタログ

❶

❷ ❸ ❹ ❺

❷ ❸

❹ ❺ ❶

❸❶ ❷

●このご優待は第１希望でのお申込みをお願いいたします。
●施設の居住状況等により、期間・施設について、ご希望にそえない
場合があります。

　 他の施設・期間のご案内または他のご優待への変更をお願いするこ
とがありますので、予めご了承のほど、よろしくお願いいたします。

対 象 高 齢 者 住 宅 ココファングループ全施設

体 験 入 居 期 間 平成25年２月１日(金）～５月31日(金）の
間の２泊３日

対 象 株主様ご本人、または２親等以内のご親族の方
費 用 負 担 無料宿泊（３食付） 
ご準備いただくもの 普段着着替え、パジャマ、下着、洗面用具、

タオル、石鹸、入浴用品、医療保険証、お薬
(ある方のみ)

そ の 他 24時間安否確認・生活支援付き

体験入居の内容等のお問合せは、下記までお願いいたします。

学研ココファン 0120-616-558 受付時間
8：45～17：45（月～金） http://www.cocofump.co.jp/

学研ココファン 検索検索

地　区 名　称 住　所

東京都

ココファンレイクヒルズ（南千束） 大田区南千束1-21-9

ココファン池上 大田区池上2-12-7

ココファン西八王子 八王子市千人町3-17-5

神奈川県

ココファン藤沢（湘南） 藤沢市大庭5560-1

ココファン綾瀬（さがみ野） 綾瀬市大上4-15-23

ココファン日吉 横浜市港北区日吉本町4-10-50

ココファン座間 座間市東原1-6-12

ココファン湘南片瀬 藤沢市片瀬5-12-23

ココファン東海大学前 秦野市南矢名1-8-28

ココファン横浜川和 横浜市都筑区川和町255-1

ココファン愛甲石田 伊勢原市石田713

ココファン渋沢 秦野市堀川15

ココファン伊勢原 伊勢原市桜台4-5-7

ココファン岸谷公園 横浜市鶴見区岸谷3-5-17

千葉県

ココファン野田（尾崎台） 野田市尾崎台14

ココファンあすみが丘 千葉市緑区あすみが丘3-52-6

ココファン柏明原 柏市明原4-10-12

ココファン柏たなか 柏市船戸1604番地 東43-2街区1画

ココファン蘇我 千葉市中央区稲荷町1-4-1

埼玉県

ココファン三郷中央 三郷市谷口490

ココファン川口榛松 川口市榛松1-3-32

ココファンふじみ野 ふじみ野市ふじみ野4-8-43

ココファン大袋 越谷市袋山1400-1

ココファン東大宮 上尾市瓦葺1902-1

ココファン春日部 春日部市八丁目207-1

ココファン西川口 川口市西川口2-7-21

ココファン新座石神 新座市石神1-6-7

ココファン鴻巣 鴻巣市本町5-6-18

ココファン南越谷 越谷市七左町2-1

ココファン北本　※H25.3予定 北本市中央2-81の一部他（地番）

熊本県

ココファン水前寺 熊本市中央区出水1-8-20

ココファン尾ノ上 尾ノ上1-25-30

ココファン神水 熊本市中央区神水本町13-1

学研ココファン 事業所一覧

※はオープン予定

※ご夫婦部屋、要介護の方、送迎も対応可能です。お気軽にご相談
ください。

❶ ❷
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会社概要／株式の状況　（平成24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 1,995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://www.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 10,024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 15.80
学研取引先持株会 3,246 3.69
凸版印刷株式会社 3,234 3.68
株式会社廣済堂 3,204 3.64
株式会社市進ホールディングス 3,180 3.61
株式会社三井住友銀行 3,000 3.41
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
野村證券株式会社 1,763 2.00

所有者別

所有株数別

金融機関14.72％
15,593,000株（33名）

個人・その他24.17％
25,605,216株（9,639名）

100,000株以上
78.15％
82,809,555株（66名）

10,000株以上
8.87％
9,395,440株（438名）

1,000株未満
0.40％
428,112株（1,980名）

1,000株以上
12.58％
13,324,978株（7,540名）

その他の法人37.24％
39,453,775株（228名）

自己株式17.07％
18,095,406株（1名）

金融商品取引業者2.25％
2,389,301株（35名）

外国法人等4.55％
4,821,387株（88名）

「株主アンケート」結果のご報告

ご回答者の年代

　第67期IR中間報告書に同封したアンケートはがきにて、
「株主アンケート」を実施いたしました結果、2,134件の
ご回答を頂戴いたしました。ご協力をいただきました株主
様に心より御礼を申し上げます。
　今回のアンケートにおきましても、株主の皆様より多く
のご意見・ご要望をいただきました。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。

当社株式の購入理由（複数回答）

株主様の様々なご意見の一部 IRサイトをご覧ください

30歳未満
2.4％

80歳以上
5.9％

30歳代
8.7％

40歳代
18.0％

50歳代
17.2％

70歳代
20.8％

60歳代
27.0％

1年未満
6.9％

1年～2年未満
9.7％

2年～5年未満
23.3％

10年以上
40.9％

5年～10年未満
19.2％

期待するIR活動（複数回答）

IR報告書（株主通信）の充実

ホームページの充実

施設見学会

メディアからの情報発信

個人株主説明会の実施

その他

メールでの商品情報提供

40.9％

23.0％

22.3％

22.0％

8.5％

7.6％

4.7％

株主優待

ブランド・知名度

将来性

安定性

事業内容

商品のファン

配当

成長性

48.9％

27.3％

24.8％

20.0％

13.5％

13.4％

13.3％

12.5％

アンケートのご回答ありがとうございました。
11年未満年未満

当社株式の保有期間

▶当社本来の事業「教育ソリューション」により力を注いで
ほしい。
▶今後の成長戦略についての情報を更に充実させてほしい。
▶貴社の出版物のファンです。特に『大人の科学』は、この
年代になってもワクワクします。これからも益々の発展を
期待します。
▶高齢者向けの事業(出版や習い事等)の拡充により収益を増
やし、増配を期待しています。

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。　

学研ホールディングス
ホームページURL http://www.gakken.co.jp/

をクリック！

トップページ
IR情報サイト

待

度

性

性

容

ン

性

4

27.3％

24.8％

20.0％

13.5％

13.4％

13.3％

12.5％

.gakken.co.jp/

ト

（平成24年12月21日現在）

※持株比率は、自己株式を控除して算出しております。
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