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今期の⾒通しと今後の課題

平成29年 3月期 第2四半期 決算報告
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⾏動規範について

�経営理念を実現し、業績を向上させるための⾏動規範を
2011年に作成

�唱和を通じて、意識の浸透を図り、具現化を目指す
�顧客満⾜度と従業員満⾜度の向上に貢献
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�2012年より創⽴記念日（9/16）に社内表彰を実施
�売上業績だけでなく「⾏動規範」の具現化も評価の対象

に

組織⼒の強化
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�売上高 ６期連続の増収達成

第2四半期 業績ハイライト ① 売上高推移
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�売上高 前年⽐ 5.3% 増
�四半期純利益 1.6% 増

第2四半期 業績ハイライト ② 経営成績

予算⽐
増減率

-68
-1.9%

+4
1.8%

+5
2.2%

+17
10.1%

売上高 3,629 3,560

（百万円） 予 算 当2Q

経常利益 263 269

営業利益 240 245

当期純利益 173 191

前期⽐
増減率

+180
5.3%

-0
-0.0%

-2
-0.8%

+2
1.6%

3,380 3,560

前2Q 当2Q

271 269

245 245

188 191
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�総資産 6,425百万円、純資産4,415百万円に
�⾃己資本⽐率は 68.4％ に

第2四半期 業績ハイライト ③ 財政状態

連結貸借対照表

（百万円） 前2Q 当2Q 増 減 ⽐(％)

流動資産 2,401 1,690 -710 -29.6%

固定資産 3,768 4,735 966 25.7%

資産 計 6,170 6,425 255 4.1%

流動負債 1,101 1,077 -24 -2.2%

固定負債 657 932 275 41.9%

負債 計 1,759 2,010 251 14.3%

純資産 4,411 4,415 4 0.1%

負債・純資産 計 6,170 6,425 255 4.1%
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�税⾦等調整前四半期純利益259百万円の計上等により、
営業活動によるキャッシュフローは232百万円の収入

�配当⾦の支払い80百万円等により、財務活動キャッシュ
フローは86百万円の支出

第2四半期 業績ハイライト ④ キャッシュフロー

連結キャッシュフロー

（百万円） 前2Q 当2Q

営業活動ＣＦ 130 232
投資活動ＣＦ △71 △30
財務活動ＣＦ △86 △86
現⾦及び現⾦同等物
      四半期末残高

1,1421,813
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�少子化による高校生の減少
�AO・推薦入試の拡大

� 私⽴大学の50%が推薦入試による入学 → 予備校はニーズが減少
�受験学習に関するニーズの多様化

� 個別指導、映像授業などへ

塾・予備校業界のトレンド

（参）個別指導塾の市場規模推移（億円） （株）河合塾マナビスの売上推移（百万円）

教育産業白書（矢野経済研究所）より （株）河合塾マナビス・ホームページより
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�多様化への対応＝トレンドを先取り
�予備校部門への投資を控え、個別指導および映像授業へ

注⼒

業界のトレンドに対する当社の対応

当社の生徒数の構成⽐の推移
・10年前は、84％が予備校
・現在は70％が個別指導

当社の生徒数、ここ３年の推移
・予備校の生徒数は減少したものの、全体

においては着実に増加
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�⻑期在籍顧客の獲得のため、⼩学生の集客⼒向上に注⼒。
単価の低い⼩学生の増加により売上は減少したが、生徒
数は増加。⻑期顧客の確保を図る。

第2四半期 業績の分析 ① 個別直営部門
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�ＦＣ教室は全214教室に、生徒数は前期⽐＋4.3％に
�加盟基準を厳格化したため、加盟⾦の売上が減少

第2四半期 業績の分析 ② 個別ＦＣ部門
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第2四半期 業績の分析 ③ 個別指導教室数

6417
17

7

2

10

279個別教室数
（2016年9月30日現在）

8372

うち 直営 65教室
ＦＣ 214教室

5

2
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�新浦安校：全マナビス（ＦＣ）中、生徒数 第１位
�FC校舎の平均生徒数、平均売上を大きく上回る好成績
�6月に武蔵境校を開校、全13校舎となる

第2四半期 業績の分析 ④ 河合塾マナビス

来年２月にさらに２校舎
開校予定映像授業をビデオ・オン・デマンド形式で視聴

当校はフランチャイジーとして校舎を展開
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�大学受験市場の縮⼩と多様化により、生徒数は減少
�経営効率の向上のため、厚⽊校を町⽥校へ統合
�「THE TANREN」や「夏期合宿」で学⼒アップと単価

上昇を図る

第2四半期 業績の分析 ⑤ 予備校部門

盛り上がりを⾒せる合宿
（2016年夏期合宿より）
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�久保⽥カヨ子先生が実践した、賢い脳を育てる乳幼児教室
�入会者数、前年⽐18.8％増、売上は17.0％増
�こども教室（全国に200教室）を運営する（株）講談社パ

ルへ、ノウハウの提供を開始

第2四半期 業績の分析 ⑥ くぼたのうけん
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�「くぼた式育脳法カリキュラム」を導入した保育園
2011年4月に東京都認証保育所として開設

�期初において、すでに昨年を上回る在園者数を確保した
ため、売上増を達成

第2四半期 業績の分析 ⑦ 城南ルミナ保育園

くぼた式育脳法を導入

英語レッスン風景
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子会社について

�株式会社ジー・イー・エヌ
� ２歳から⼩学生対象の英語事業

ズー・フォニックス・アカデミー

�株式会社久ケ原スポーツクラブ
� スイミング、スポーツジム、

バレエ、囲碁、茶道教室

�株式会社リンゴ・エル・エル・シー
� 留学試験対策専門校
� TOEFL、IELTS対策
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�株式会社ジー・イー・エヌ
� ２歳から⼩学生までを対象とした英語教育事業「ズー・フォニッ

クス・アカデミー」を運営
�直営教室・ＦＣ教室ともに生徒数拡大、売上は前年⽐

8.7%増（内部売上消去後）

子会社について ① ジー・イー・エヌ
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�スイミング、スポーツジムを中⼼にバレエ教室、囲碁茶
道など、さまざまな分野のレッスンを提供

�管理システム、運営体制を強化し会員数200名増の
2900名にせまる（９年ぶりの会員数となる）

�愛犬のフィットネスクラブ「エルペロ」がペットホテル
事業を開始

子会社について ② 久ケ原スポーツクラブ

当第２四半期の
売上は、155百万円

当社のｅラーニング教材
「デキタス」の試験的導入
を開始

シナジー効果に期待
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�TOEFL®Test、IELTS対策に特化した留学試験対策専門
校を営む
� 合格実績：ハーバード大学、コロンビア大学、コーネル大学、

オックスフォード大学、ロンドン・スクール・オブ・エコノミク
スなど多数

�大学入試改革 ⇒ 《読む・聞く・話す・書く》を重視
した入試制度への対応
� 制度改革に対応した大学入試対策のカリキュラムを共同開発

�同社講師を予備校講師として派遣
� 子会社化によるシナジー効果を高める

子会社について ③ リンゴ・エル・エル・シー
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�映像授業・児童教育が売上を伸ばす
�ジー・イー・エヌは売上をのばし、久ケ原スポーツクラ

ブ、リンゴ・エル・エル・シーも貢献

第2四半期 業績 部門別売上のまとめ

（百万円） 前2Q 当2Q 増 減 ⽐(％)

予備校 1,498 1,376 -122 -8.1%

個別指導 1,117 1,082 -35 -3.2%

映像授業（マナビス） 453 556 102 22.6%

児童教育・デジタル 112 130 17 15.6%

その他 60 75 14 24.0%

ジー・イー・エヌ 137 146 8 6.4%

久ケ原スポーツクラブ － 155 － －

リンゴ・エル・エル・シー － 38 － －

＜総 計＞ 3,380 3,560 180 5.3%
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今期の⾒通しと今後の課題

平成29年 3月期 第2四半期 決算報告
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中期経営計画の進捗状況 基本戦略

① 社会環境の変化に応じた成⻑戦略の推進
� １ 乳幼児・英語教育に重点をおいた、⻑期顧客の拡大
� ２ ＦＣ事業による積極展開
� ３ ＬＴＶの最大化を目指すマーケティング手法の改革

② 事業の再構築とシナジー効果の追求
� １ 基幹事業の収益構造改革
� ２ 事業展開を支える各種インフラの整備・促進
� ３ 事業展開を支える人材確保・育成

③ 顧客満⾜度（ＣＳ）の向上を軸としたブランドの構築
� １ 求められるＣＳの明確化・指標化と実⾏
� ２ ⾏動規範の実践による質の高いサービスの提供
� ３ コンプライアンスを重視した事業展開
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�ほぼ計画通りの達成⾒込み
�新中期経営計画の策定中（次回期末の説明会にて公表予

定）

中期経営計画の進捗状況 業績目標

（百万円）（百万円）（百万円）（百万円） 計画計画計画計画 実績実績実績実績 計画計画計画計画 実績実績実績実績 計画計画計画計画 予想予想予想予想

売上高売上高売上高売上高 5,942 6,179 6,317 6,693 6,795 7,117
営業利益営業利益営業利益営業利益 221 317 315 323 475 460
　営業利益率　営業利益率　営業利益率　営業利益率 3.70% 5.10% 5.00% 4.82% 7.00% 6.46%

経常利益経常利益経常利益経常利益 274 384 379 383 543 513
　経常利益率　経常利益率　経常利益率　経常利益率 4.60% 6.20% 6.00% 5.72% 8.00% 7.21%

2014年度年度年度年度 2015年度年度年度年度 2016年度年度年度年度
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総合教育企業を目指して 〜年齢層のイメージ〜
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�電子⿊板を活⽤した授業「@Active Loop」

新たな試み ① ＠Active Loop

○イラスト・動画で理解度向上！
○Time Trial 演習！
○テストシステム完備！

ソリューション商材ソリューション商材
として高校などへの
販売も視野に
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新たな試み ① ＠Active Loop
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�単に勉強するだけでなく、ゲーム感覚の面白さとイマドキ
感を追求

�2016年9月発売・スポーツジムなど法人との契約を進める
� すでに（株）東急スポーツオアシス様など、１０社と契約！

�久ケ原スポーツクラブにて導入・シナジー効果を高める
�当社グループの株式会社イオマガジンと共同開発

新たな試み ② ｅラーニング教材「デキタス」
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�大学入試改革への対応
� 新しい学⼒（思考⼒・判断⼒・表現⼒等を含む生きる⼒）を問う

大学入試への改革
�新テストの導入（センター試験の廃止）
�現在のところ不明瞭な点も多いが、対策を進めていく
�新しいカリキュラムをリンゴ・エル・エル・シーと共同開発

�ソリューション事業の展開
� Ｂ to B 事業の拡大へ

�くぼたのうけんのノウハウ → （株）講談社パルなど
幼児教育の業者へ

�デキタス（ｅラーニング） → スポーツクラブなど
�Active Loop（電子⿊板授業） → 高等学校などへ

今後の課題
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�平成29年3月期は１株10円の期末配当予定
�株式の流動性を高めるため、９月より単元株式数を、

1000株から100株へ変更

利益還元
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ＩＲお問い合わせ先

株式会社 城南進学研究社
取締役執⾏役員CAO：杉山 幸広

TEL:044(246)1951
e-mail : info@johnan.co.jp

本資料は、平成29年3月期第2四半期決算の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発⾏す
る有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。本資料は平成28年12月2日現在のデー
タに基づいて作成されております。本資料に記載された意⾒や予測等は、資料作成時点での当社の判断であり、
その情報の正確性・完全性を保証し⼜は約束するものではなく、今後予告なしに変更されることがあります。


