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来期の⾒通しと今後の課題

平成30年（2018年）3月期 決算報告



売上⾼と営業利益の推移
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�売上⾼：平成23年３月期(2010年)より７期連続の増収
� ⾏動規範の策定によるマインドの形成
� 映像授業部門、児童教育部門、グループ会社の業績の向上



経営成績の概要
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�売上⾼
� 映像授業、児童教育及び⼦会社の増収が貢献し、前年⽐1.4％増

�営業利益
� 前年⽐9.3％減

�当期純利益
� 前年⽐26.5％減

連結経営成績 前年⽐
増減率

98
1.4%

▲ 31
▲9.3%

▲ 50
▲12.5%

▲ 51
▲26.5%

当期純利益 192 141

営業利益 335 304

経常利益 402 352

（百万円） 前 期 当 期

売上⾼ 6,926 7,024



連結貸借対照表
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�総資産 6,791百万円、純資産4,463百万円に
�⾃己資本⽐率は 65.4％

連結貸借対照表

（百万円） 前 期 当 期 増 減 ⽐(％)

流動資産 1,723 2,450 726 42.2%

固定資産 4,813 4,341 ▲ 472 ▲9.8%

資産 計 6,536 6,791 254 3.9%

流動負債 1,137 1,281 143 12.6%

固定負債 978 1,046 68 7.0%

負債 計 2,116 2,328 211 10.0%

純資産 4,420 4,463 42 1.0%

負債・純資産 計 6,536 6,791 254 3.9%



連結キャッシュフロー
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�営業活動によるキャッシュフローは412百万円の収入
�投資活動によるキャッシュフローは315百万円の収入
�財務活動によるキャッシュフローは102百万円の支出

（百万円） 前 期 当 期

営業活動ＣＦ 441 412

投資活動ＣＦ ▲ 121 315

財務活動ＣＦ ▲ 96 ▲ 102

現⾦及び現⾦同等物の
         期末残⾼

1,249 1,874

連結キャッシュフロー
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�直営・FCとも、基幹事業としての成⻑を推進していく
�経営効率向上のため、不採算教室の統合整理を推進

⇒ １教室あたりの売上が上昇（総入学者数は減少するも、
売り上げは微減に留まる。）

⇒ 利益率向上と事業拡⼤への布⽯（城南予備校DUO併設へ）
※前期において９教室を統合整理

個別指導直営部門の業績

2019年3月期は
７教室の移転拡⼤を計画

統合整理から拡⼤へ
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�加盟基準を厳格化、経営⼒と当社理念への共感を重視
⇒ 既存オーナーの拡⼤、２号教室３号教室の出店を増やす

�５教室運営オーナー、６教室運営オーナーも登場
�新規開校よりも、既存教室の売上向上に注⼒

� 加盟⾦収入の減少により売上は微減

個別指導ＦＣ部門の業績

2018年4月時点で、
前年同時期⽐較で

３教室増

複数教室開校オーナー
の増加を推進
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�映像授業のニーズの⾼まりをとらえ売上上昇
�FC校舎の平均生徒数及び平均売上を⼤きく上回る好成績
�2018年２月にセンター北校を開校
�2018年５月に武蔵中原校を開校、全17校となる

映像授業部門（河合塾マナビス）の業績

※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

2018年６月 三鷹校を開校予定
（全18校へ）
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�規模の適正化と経営資源の選択と集中を推進
⇒ 2017年、⾦沢文庫校を横浜校へ統合

�⼤学受験市場の縮小と多様化により生徒数は減少
�⼤学入試改革へ対応した英語カリキュラムの開発

�グループ会社、LINGO L.L.C. との共同開発
�「英語の城南」へ

予備校部門の業績
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�豊洲教室 2018年３月開校 全６教室へ
�地方幼稚園へのノウハウ（ソリューション）の提供を推進

� ⼤阪府の帝塚山学院幼稚園、山形県の米沢幼稚園に続き、三重県
桑名市「くわな幼稚園」を、新たにくぼた式育児法認定園として
認定

くぼたのうけんの業績
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�りんご塾
� ⾦メダル級の算数体験を！
� 2018年4月、⾃由が丘教室開校

�スピカ
� 公益財団法人日本数学検定協会の「かず・かたち検定」

りんご塾・スピカについて

2017年さんすうオリンピック⾦メダリ
ストを輩出した滋賀県彦根市の「りんご
塾」と業務提携

●小学生対象

理系に強い⼦供を育てるSPICA
●未就学児対象（2〜6歳）
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�2011年4月に東京都認証保育所として開設
�「くぼた式育脳法カリキュラム」を導入した保育園

� 英語レッスン、体操指導も導入
�ほぼ定員の状態を継続

城南ルミナ保育園 ⽴川 の業績

英語レッスン風景

くぼた式育脳法を導入
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グループ会社について

�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、ダンス、茶道教室など

�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

�JBSナーサリー株式会社
� 保育事業
� 認可保育園
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�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

�売上は前年⽐5.3%増

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

�学童保育事業を開始（在籍者数は20名となる）
� WEB学習システム「デキタス」を導入、勉強とスポーツの両⽴

を図る
�ほぼ定員に迫る会員増（売上は前年⽐ 3.9％増）

久ケ原スポーツクラブ

当社のWEB学習システム「デキタス」を
導入、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
� 2018年2月12日 で設⽴20周年
� 歴代最⾼得点 TOEFL iBT 116点（満点120）、IELTS 8.5点

（同 9.0）
�⼤学入試改革への対応

� ４技能《読む・聞く・話す・書く》対策教材（5 Codes English）

� 人材の育成（４技能を教えることのできる講師の育成）

リンゴ・エル・エル・シー



JBSナーサリー
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�2017年５月 保育事業（認可保育園）を営むJBSナーサ
リー株式会社を連結⼦会社化
� 千葉、東京、福岡に７拠点
� 2018年４月 星のおうち 幕張北（千葉市花⾒川区）を開園

�⼥性の経済的⾃⽴、社会進出を支援
�城南ルミナ保育園とのシナジー効果も視野に

売上
266百万円
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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、久ケ原スポーツクラブが売上を伸ば

し、リンゴ・エル・エル・シー、JBSナーサリーも貢献

業績 部門別売上のまとめ

（百万円） 前 期 当 期 増 減 ⽐(％)

予備校 2,501 2,221 ▲ 279 ▲11.2%
個別指導 2,307 2,263 ▲ 44 ▲1.9%
映像授業（マナビス） 996 1,119 122 12.3%
児童教育 221 235 13 6.2%
ジー・イー・エヌ 317 347 30 9.6%
リンゴ・エル・エル・シー 73 76 3 5.0%
久ケ原スポーツクラブ 315 327 12 3.9%
JBSナーサリー － 266 266 －
その他 193 166 ▲ 27 ▲14.2%
＜総計＞ 6,926 7,024 98 1.4%
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来期の⾒通しと今後の課題

平成30年（2018年）3月期 決算報告



中期経営計画：ビジョン

城南進研グループは、総合教育ソリューション企業とし
て、激変する社会環境（少⼦⾼齢化・ＩＣＴ化・グロー
バル化など）にフレキシブルに対応し、一生を通じた一
人一人の主体的な学びを支援します。

そして、ステークホルダーと共に企業価値の最⼤化を追
求し⺠間教育を牽引する存在となります。
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グローバル化、ＩＣＴ化
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�当社が追求する教育
� 思考⼒・判断⼒・表現⼒

の育成
� グローバル化、ICT化への

対応
� 新入試制度への対応

中期経営計画について：一生を通じた主体的な学びの支援

思考⼒・判断⼒・表現⼒を司る前
頭葉（前頭連合野）を鍛える
「くぼたのうけん」

思考⼒・判断⼒・表現⼒

脳科学×真の学ぶ⼒

未来を生き抜く⼒の育成

◆論理的思考⼒の
育成（算数）
・りんご塾

◆アクティブ・
ラーニング
・城南予備校DUO
・JAM

◆4技能(読む聞く
話す書く)の習得

・5 Codes English

◆WEB学習システム
・デキタス

◆主体性・多様性・
協調性の育成
・城南AO推薦塾

真の学ぶ⼒を問う
「⼤学入試制度改革」への対応

◆海外留学のための
予備校
・LINGO L.L.C.

久保田競先生＝
脳科学の世界的権威

社会人社会人社会人社会人

大学生大学生大学生大学生

高校生高校生高校生高校生

中学生中学生中学生中学生

小学生小学生小学生小学生

乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児

◆脳科学メソッドによる
前頭葉の鍛錬

・くぼたのうけん

◆生きた英語
・ズーフォニック

ス・アカデミー



中期経営計画：基本戦略＆計画骨⼦（３×３）

① ⼤学入試制度改革への対応とｿﾘｭｰｼｮﾝ事業の強化【挑戦】
� ４技能を伸ばす英語教育の推進
� ＩＣＴを活用した次世代型指導の開発・販売
� 時代のニーズに対応した「真の学ぶ⼒」の研究と開発

② 少⼦⾼齢化の進⾏を⾒越した収益構造改革【必須】
� 事業ポートフォリオの改善と経営基盤の強化
� 基幹事業間のシナジー効果追求
� ダイバーシティの推進と人財育成

③ 顧客ロイヤルティの向上によるＬＴＶの最⼤化【深耕】
� 教場事業のクォリティ強化とJ－FAMILY化構想の実現
� 戦略的なＭ＆Ａ、アライアンスによる企業価値の向上
� クレドの実践による経営理念の実現
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�５Codes English の開発
� 「音法(code)」という新しい考え方
� 英語４技能を、統合的に伸⻑させる新しい学習メソッド
� グループ会社（株）リンゴ・エル・エル・シーとの共同開発

計画骨⼦1-1 ４技能《読む・聞く・話す・書く》を伸ばす英語教育の推進



計画骨⼦1-2 ＩＣＴを活用した次世代型指導の開発・販売
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�「EdTech」を活用した新たな「学び」の推進
� 「AI」学習システム「GoNAVI」 開発を推進
� ＷＥＢ学習システム「デキタス」の活用
� アウトプット演習「デキタス・コミュ」の開発

最適な学習スタイル・
学習プランを提示する
「AI」学習システム

「みんなで」楽しく「競う」
まったく新しいWEB

演習システム＝
「デキタス・コミュ」
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�箱根町教育委員会が開講する『箱根土曜塾』の運営を受託
� 2018年8月から始まる「箱根土曜塾」の第２期の運営も担当
� デキタスを活用したアクティブラーニングによる授業

�「城南アクティブ・ラーニング・メソッド(JAM) 」による授業
� 出席率 98％

※箱根土曜塾とは
箱根町教育委員会が、経済的な理由など
から、塾に通いたくても通えない⾼校受
験生を支援することを目的に開校した公
営塾

・2018年度神奈川県⽴⾼校入試において、
受講生25名中23名が第一志望に合格
（全員県⽴⾼校へ合格）

・県の平均合格率を９ポイント上回る結果
※箱根土曜塾受講生の合格率 92.0%

（県平均合格率 83.3%）

2018年5月 東京ビッグサイトで⾏われ
た第９回教育ITソリューションEXPOにて、
当社の指導について語る小林箱根町教育⻑

計画骨⼦1-2 ＩＣＴを活用した次世代型指導の開発・販売
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� 教育ITソリューションEXPOにて、城南の指導について説明する箱根町小林教育⻑
� 箱根町土曜塾の授業風景（アクティブ・ラーニングの実践）

計画骨⼦1-2 ＩＣＴを活用した次世代型指導の開発・販売
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�真の学ぶ⼒ ＝ 第4次産業革命の時代を生き抜く⼒を習
得するための主体的な学び

計画骨⼦1-3 時代のニーズに対応した「真の学ぶ⼒」の研究と開発

スピーチコンテストの様⼦
横浜本部校

� 城南ＡＯ推薦塾の教育とは？
�生徒⾃⾝が希望を持ち、⾃分の未来を切り開こうとすること

＝「真の学ぶ⼒」の養成
�コンテスト出場やフィールドワークにより、社会の問題や課

題を発⾒し、「よりよくしたい！」という意欲と能⼒を養う
�アクティブ・ラーニングを取り入れた授業により、⾃ら学習

へ取り組み、考える環境を提供
【実績】
・東京⼥⼦⼤主催「東京⼥⼦⼤学ビジネスプラ

ンニングコンテスト」学⻑賞受賞
・慶応義塾⼤学SFC研究所主催「第7回データ

ビジネス創造コンテスト」未来創造賞受賞
（２年連続） 等

・慶応・早稲田・上智など最難関⼤学合格者
多数
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�予備校事業モデルの再構築
� 予備校の統合閉鎖（選択と集中）

�個別指導事業と城南予備校DUOの拡⼤を目指す
� 2018年度７教室の移転（拡⼤）を計画

�河合塾マナビス ＝ 第２位のメガフランチャイジー
� 2020年までに教場数を倍増させる計画

計画骨⼦2-1 事業ポートフォリオの改善と経営基盤の強化

城南進研グループ（JAG）

予備校事業の
資源
・人
・物
・資⾦
・情報
・ソリューション

予備校、個別指導事業（城南
予備校DUO、城南コベッツ）

映像授業事業（河合塾マナビス）

その他（児童教育事業、等）

選
択
と
集
中
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�城南予備校ＤＵＯの開校
�マナビス、予備校の卒業生 ⇒ コベッツ講師
�くぼたのうけん ⇒ りんご塾 への継続受講

� りんご塾受講者の７８％が、くぼたのうけん受講者からの継続

計画骨⼦2-2 基幹事業間のシナジー効果追求

城南コベッツの個
別指導＋デキタス

城南予備校＋
アクティブ・ラー

ニング

新ブランド
「城南予備校

DUO」

河合塾マナビスの
卒業生

城南予備校の
卒業生

城南コベッツなどの
講師確保

くぼたのうけんの
指導

新規事業
りんご塾

当社ブランド
への継続
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�メンター制度の導入
� 新入社員向けだけでなく責任者レベルへも導入

�ユニバーサル人材の育成と人事制度の改定
� 管理職者へのイノベーション研修の実施
� ビジネスマネジャー検定受験を必修化 等

計画骨⼦2-3 ダイバーシティの推進と人財育成

メンター制度に関する研修 イノベーション研修

ビジネスマネジャー
検定（テキスト）
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�3-1 教場事業のクォリティ強化と
J－FAMILY化構想の実現

�3-2 戦略的なＭ＆Ａ、アライアンスによる
企業価値の向上

�3-3 クレド（⾏動規範）の実践による
経営理念の実現

計画骨⼦3 顧客ロイヤルティの向上によるＬＴＶの最⼤化

◆株式会社 進学会HD
との資本業務提携

◆働き方改革
=過重労働対策

◆エンゲージメント
サーベイの活用

・強み（教材、模試）の共有
・ソリューションの提供
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�先⾏投資による収益⼒の強化
� マナビス積極的展開（2020年教場数倍増）
� コベッツ直営７教場のリニューアル
� 児童教育事業の収益⼒強化

通期予想と先⾏投資

▲ 63

▲ 697

▲ 713

▲ 511

差（百万円） 2017年度実績 2018年度予算

売上⾼ 7,024 6,961

当期純利益 141 ▲ 370

営業利益 304 ▲ 393

経常利益 352 ▲ 361
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�アルバイト労務管理の徹底
� 業界においてアルバイト管理の不⼿際が顕在化
� 問題発生に対する予防的対応を計画的に実施

�従業員への情報セキュリティ教育の強化
� 従業員のみならず、グループ会社、フランチャイズ・オーナーへ

も呼びかけ
� 情報漏洩、標的型攻撃への対策の推進

�ＢＣＰ文書の作成と災害時対応マニュアル
� 災害発生時の初動対応
� 事業継続のための指針

�働き方改革と人事制度の改定
� 残業を極⼒発生させない業務体制の構築

�夜間のPC使用制限へ
� 従業員の⾃主性を尊重し、モチベーションを⾼める人事制度へ

その他：コンプライアンスの強化等
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�第３回生産性向上国⺠運動推進協議会への参加
� 2018年2月15日、首相官邸にて開催された同会議へ学習支援事

業者の代表として当社が招かれました

トピック①
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�海外留学サポートを⾏う
「iaeグローバルジャパン株式会社」と業務提携

（2018年5月29日）

提携内容の概要
� 留学相談窓⼝の開設（留学セミナー、留学相談の実施等）
� 「英語⼒アップ」並びに「TOEFL、IELTS対策」としての短期

留学の企画、提案
� 当社グループのサービスをiaeグローバルジャパン株式会社の顧

客に適宜紹介
� 新規事業開発の共同研究
� 両社の人材交流を含む、相互経営資源の有効活用

トピック②
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�クレド（⾏動規範）で勝つ
� クレドの浸透により、従業員の主体性を向上
� 共通言語を持つこと＝均質なサービスの提供

�エンゲージメント・サーベイの実施
� 従業員満⾜度の向上を図る

�毎年、創⽴記念日（9月16日）に全社表彰を実施

組織⼒の強化



総合教育ソリューション企業を目指して
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ソリューション事業



利益還元
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�平成31年3月期：１株10円の期末配当予定
�株主優待制度の導入（単元株主様へ）

� QUOカード 500円 を年２回

中間配当 期末配当 配当 計
(円 銭) (円 銭) (円 銭)

H30年3月期 0.00 10.00 10.00
H31年3月期

（予想）
0.00 10.00 10.00
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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

本資料は、平成30年3月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30年3月31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。


