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会社沿革会社沿革
昭和57年 9月 各種学校城南予備校の経営目的として株式会社城南進学研究社を設立

昭和61年 1月 東京都町田市に町田校を開校（対象：高校1年生～高校卒業生）

4月 教科別学力別クラス編成を導入、チューター制度を採用

昭和63年 1月 神奈川県藤沢市に藤沢校を開校（対象：高校1年生～高校卒業生）

平成元年 4月 教務社員による教務兼任制度の発足

平成5年 1月 神奈川県横浜市西区に横浜校を開校（対象：高校1年生～高校卒業生）

平成7年 1月 神奈川県横浜市金沢区に金沢文庫校を開校（対象：高校1年生～高校3年生）

4月 神奈川県川崎市川崎区に川崎校を開校（対象：高校1年生～高校3年生）

平成8年 1月 神奈川県厚木市に厚木校を開校（対象：高校1年生～高校3年生）

平成10年 1月 東京都目黒区自由が丘に自由が丘を開校（対象：高校1年生～高校卒業生）

平成11年 1月 東京都立川市に立川校を開校（対象：高校1年生～高校卒業生）

4月 日本証券業協会に店頭登録（現在は大証JASDAQ）

平成12年 1月 東京都武蔵野市に吉祥寺校を開校（対象：高校1年生～高校卒業生）

平成15年 4月 個別指導コースを全校舎に併設

平成16年 2月 東京都世田谷区（三軒茶屋）および神奈川県川崎市（溝の口）に個別指導専門の教室を開校

平成18年 1月 千葉県柏市に柏校を開校（対象：高校1年生～高校卒業生）

2月 小中学教室を東京都大田区に開校

3月～ 東京都・神奈川県・千葉県に個別指導教室31教室、個別指導教室（FC）2教室開校

平成19年 4月～翌3月 神奈川県に個別指導教室4教室、個別指導教室（FC）3教室開校

河合塾マナビス 2校（大森、八王子）を開校

平成20年 4月～翌3月 FC（個別指導教室）教室9教室開校

11月 個別指導教室を「城南コベッツ」と改称、同時に「成績保証コース」発足

平成21年 2月 くぼたのうけんWEBスクール開校、くぼたのうけん自由が丘教室開校、河合塾マナビス高崎校開校

3月 城南WEBスクール「城南マナビックス」発売開始、河合塾マナビス木更津駅前校開校

4月～翌3月 個別指導教室（FC）教室　23教室開校

平成22年 1月 予備校にて「現役合格保証コース」を開始

4月 乳幼児教育サイト（携帯サイト）「くぼたのうけん」開始

11月 くぼたのうけん横浜教室開校

4月～10月 個別指導教室（FC）教室　19教室開校



• 商 号 株式会社城南進学研究社（JOHNAN  ACADEMIC  PREPARATORY INSTITUTE,INC.）

• 設 立 昭和５７年（１９８２年）９月１６日

• 資 本 金 ６５５百万円

• 従 業 員 数 １５６名（出向者、講師、契約社員等の臨時雇用者は含みません。）

• 本 社 所 在 地 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２２番地２

• 主 な 事 業 内 容 予備校および進学教室の経営

• 発行済株式総数 ８，９３７，８４０株

• 株 主 数 ７６９名

• 教 室 数 下記参照
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東京都 ４校舎
神奈川県 ５校舎
千葉県 １校舎
計 １０校舎

【ＦＣ教室】
東京都 ２０教室
神奈川県 １０教室
千葉県 ５教室
埼玉県 ５教室
静岡県 ２教室
鳥取県 １教室
広島県 １教室
山梨県 １教室
愛知県 １教室
計 ４６教室

東京都 ２校

東京以外 ３校
計 ５校

東京都 １教室

※11月、横浜に１教室開校

会社概要会社概要((平成平成2222年年99月月3030日現在日現在))

【直営教室】
東京都 ２０教室
神奈川県 ３１教室
千葉県 １教室
埼玉県 １教室
計 ５３教室



予備校部門の特長予備校部門の特長
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■■ トリプル３システムトリプル３システム

■■ 現役合格保証コース現役合格保証コース

◇指定する条件に沿って受験勉強した生徒に現役で合格することを保証

◇対象：高校３年生（高校２年生 冬期講習より）

◇保証内容：大学入試結果に満足せず、次年度も城南予備校で再挑戦す
る場合は、高卒部の学費を免除

株式会社城南進学研究社

志望校の現役合格を保証する３方向×３階層のトリプル３システム

プロ講師 受験を知り尽くし
たエキスパート

････････････････････････・････････････
教科アドバイザー 疑問点や苦手
（チューター） を全てクリアに

････････････････････････・････････････
進学カウンセラー 一人ひとりに
（シニアチューター） 最適な学習法を

授 業 受験攻略の
エッセンスを凝縮

･････････････････････････････・・･････
個別指導 「わからない」は

その場で解消

･･･････････････････････････････・････
演 習 身につくまで

何度も繰り返し

（日々）理解度テスト 授業内容の定着度を
もれなくチェック

･･････････････････････・・･･･････・・･････
（毎週）日曜レッスン 前週からの授業の

理解度をチェック

･･････････････････････・・･･･････・・･････
（毎月）達成度テスト 受験に向けての

実力レベルをチェック



個別指導個別指導部門の特長部門の特長
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■■成績保証コース成績保証コース

公立中学在籍生を対象に、定期テストの得点向上を保証するシステム

■■インターネット学習システム「城南マナビックス」インターネット学習システム「城南マナビックス」

教科書に対応。
効率よく予習復習が可能。

■■定期テスト対策問題集の準備定期テスト対策問題集の準備

学校別個人別の定期テスト対策問題集を作成。
勉強会を実施し、直前対策を行う。

～定期テスト＋２５点保証システム～

■保証期間内に保証得点に到達しなかった場合、保証期間終了後の翌期間（4ヶ月間）
保証対象教科の通常授業料（週２回分）を免除。

■■「講師」と「チューター」のＷ体制「講師」と「チューター」のＷ体制



個別指導個別指導部門の特長部門の特長

■■フランチャイズ部門の特長フランチャイズ部門の特長

■「成績保証コース」

～全国へ展開中～

■「城南マナビックス」

■「高校生に強い個別指導塾（予備校が運営する個別指導塾）」

～ 他社との明確な差別化～

■スーパーバイザーの人材育成とともに地方への進出強化
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株式会社城南進学研究社

映像教育事業
■河合塾マナビス

ＩＴ・乳幼児教育事業

■城南WEBスクール

■くぼたのうけん

・くぼたのうけんWEBスクール

・城南マナビックス（小中学生向け
ＷＥＢ学習システム）

・くぼたのうけん自由が丘教室
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・くぼたのうけん横浜教室
※11月開校

■物販

・久保田 競 先生、久保田カヨ子 先生 の著書の発行
・久保田 競 先生 監修の知育玩具等のネット販売

http://kubota.line-up.jp/

・くぼたのうけん携帯サイト

その他の事業についてその他の事業について



平成２平成２３３年年３３月期月期 中間業績中間業績
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平成２３年３月期平成２３年３月期 中間業績中間業績
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◆ 売 上 高 2,288百万円
◆ 経 常 利 益 68百万円
◆ 中 間 純 損 失 ▲314百万円 単位 百万円

22年3月期
中間

23年3月期
中間

売上高 2,626 2,288

売上原価 2,062 1,820

販管費 459 416

営業利益 104 51

経常利益 127 68

特別損失 273 374

中間純損失 △ 158 △ 314



株式会社城南進学研究社

※単位：百万円
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平成２３年３月期平成２３年３月期 中間業績（部門別）中間業績（部門別）

◆ 部 門 別 売 上 高

金額 構成比% 金額 構成比%

現役生 1,343 51.13 1,078 47.13

高卒生 409 15.58 327 14.31

直営 725 27.63 713 31.16

フランチャイズ 22 0.84 33 1.47

IT・乳幼児教育部門
（くぼたのうけん、
城南マナビックス）

-
32 1.24 43 1.92

映像授業部門
（河合塾マナビス）

-
54 2.08 51 2.23

その他 その他 39 1.50 40 1.78

合計 2,626 2,288

予備校部門

23年3月期
中間

22年3月期
中間

個別指導部門



平成２３年３月期平成２３年３月期 中間Ｂ／Ｓ・Ｃ／Ｆ中間Ｂ／Ｓ・Ｃ／Ｆ

株式会社城南進学研究社
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キャッシュフロー
（単位 百万円）

22年３月期
中間

23年３月期
中間

営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ △ 211 △ 9

投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ 10 103

財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ △ 2 △ 2

現金及び現金同等物の
中間期末残高 420 521

22年3月期
中間

23年3月期
中間

増減

資産の部

流動資産 1,007 1,019 11
現金及び預金 420 535 115
売掛金 142 113 △ 28
その他 445 370 △ 74

有形固定資産 1,705 1,654 △ 50

無形固定資産 93 68 △ 25

投資その他の資産 2,170 1,848 △ 321
投資有価証券 238 175 △ 63
投資不動産（純額） 494 490 △ 3
その他 1,437 1,182 △ 254

資産合計 4,977 4,591 △ 386

負債の部

流動負債 878 735 △ 142
前受金 278 230 △ 47
校舎再編成損失引当金 106 38 △ 67
事業構造改善引当金 142 - △ 142
資産除去債務 - 117 117
その他 350 349 △ 1

固定負債 511 392 △ 118

負債合計 1,389 1,128 △ 260

純資産の部

株主資本 4,480 4,369 △ 111

評価・換算差額等 △ 893 △ 906 △ 13

純資産合計 3,587 3,462 △ 125

負債純資産合計 4,977 4,591 △ 386

貸借対照表
（単位　百万円）



平成２平成２３３年３月期年３月期 業績予想業績予想
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単位：百万円

平成２３年３月期平成２３年３月期 業績予想業績予想

◆ 売 上 高 4,465百万円
◆ 経 常 利 益 87百万円
◆ 当 期 純 損 失 ▲304百万円

22年3月期 23年3月期(予) 差

売上高 4,823 4,465 △ 357

売上原価 3,961 3,514 △ 447

販管費 914 913 △ 1

営業損益 △ 53 37 90

経常損益 16 87 70

当期純損益 55 △ 304 △ 359

※営業損益黒字達成見込み！



株式会社城南進学研究社
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部門別売上高部門別売上高 予想予想

単位：百万円

22年3月期 23年3月期(予) 差

予備校 3,006 2,485 △ 518

個別指導
直営

1,463 1,458 △ 5

個別指導
FC

50 100 49

映像事業 153 204 51

IT・乳幼児教育事業 81 126 44



株式会社城南進学研究社

今後今後のの取り組みと方針について取り組みと方針について
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株式会社城南進学研究社
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•予備校部門

トリプル３システムの
クオリティ強化
より魅力ある予備校へ

顧客満足度の
向上

収益力の
向上

現役合格保証コース
の浸透

校舎規模の適正化
費用構造の改善

他社との差別化

今後の取り組みと方針について今後の取り組みと方針について

～「予備校」でもあり、「学習塾」でもある「城南」
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• 個別指導部門 ~ 様々なニーズへの対応 ~

直営事業

・成績保証コース
・城南マナビックス（ＷＥＢ教材）
・定期テスト対策問題集作成

・他社との差別化
・小中学生の拡大による安
定した生徒数の確保

フランチャイズ事業

・既存オーナーの複数教室開校推進
・法人へのアプローチ強化
・全国展開へ！

静岡、広島、鳥取、山梨、愛知、福岡へ進出！
・人材育成の積極展開へ
・新規教室展開へ

今後の取り組みと方針について今後の取り組みと方針について



乳幼児教育

小中学生向けのＷＥＢ学習システム

株式会社城南進学研究社

• ＩＴ・乳幼児教育部門

・城南マナビックス

個別指導教室にて定期テスト対策としても積極的に導入。
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WEB学習システム（e－ラーニング）・くぼたのうけん WEB スクール

・くぼたのうけん 自由が丘教室 対面授業

今後も新規教室を展開するため、インストラクターの育成に注力

新規開校した横浜教室も締め切りが出る勢い。

・久保田 競 先生、久保田カヨ子 先生 の著書の発行
・久保田 競 先生 監修の知育玩具等のネット販売

http://kubota.line-up.jp/

個人だけでなく、学習塾など法人への営業強化。

物販

今後の取り組みと方針について今後の取り組みと方針について



■■中学高校受験部門中学高校受験部門

・学凛社「次世代ゼミファインズ」とのフランチャイズ契約を解除

■■映像授業（河合塾マナビス）映像授業（河合塾マナビス）

• その他

・部活・学校行事への柔軟な対応
・地方のニーズへの対応
・既存商圏外への進出

今後の取り組みと方針について今後の取り組みと方針について

・小中学生へのアプローチを個別指導部門に集約

19



～総合教育企業を目指して～～総合教育企業を目指して～
各事業のポジション 対象

くぼたのうけん
（乳幼児教室）

中学生

小学生

乳幼児

高校生

城南コベッツ
個別指導教室

（ＦＣ）

くぼたのうけん
ＷＥＢスクール／

携帯サイト

城南コベッツ
個別指導教室

（直営）

城南予備校

河合塾
マナビス
（映像事業）
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高卒生

地

域

密

着

城南マナビックス
（WEB学習システム）

全

国

展

開



ＩＲお問い合わせ先

株式会社 城南進学研究社

取締役経営戦略室長：久野 貴裕
TEL:044-246-1951

e-mail:info@johnan.co.jp
本資料は、平成23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22年12月3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。
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