
1

2006年5月

株式会社 学習研究社

中期経営計画中期経営計画
NewNew Creative Plan Creative Plan ’’0606--’’0707

20020066年年44月～月～20082008年年33月月



2

●はじめに

●企業理念

●中期経営目標

●基本戦略

●『クロスメディア・コンテンツ事業』への積極投資

●グループ経営の強化

●強化拡大事業領域への積極投資

●次代の強化拡大事業領域の創出

●不採算事業の期間内赤字解消

●新規事業の収益基盤の早期確立

●事業横断展開

●社内インフラ改革

●新たなる社会貢献

●目次



3

当社は、2006年3月期を起点とする3か年の中期経営計画「New Creative Plan」を策

定し、「新しい学研の創造」を掲げました。

しかし、学研クレジットの株式売却や不採算事業・子会社の構造改革および整理を実
行し、また昨今のデジタルメディアの浸透など出版界を取り巻く著しい環境の変化に鑑
み、’06-’07年の中期経営計画を修正することにしました。

当社の企業価値の原点は出版にあり、そのコア・コンピタンスは豊富かつ幅広い知的
コンテンツの創造力に立脚しています。さらにその価値を向上させるため、コンテンツ
創造力を生かし、インターネットをはじめとする様々なメディアを駆使したクロスメデ
ィア・パブリッシャーを目指し、積極投資を行います。

また、コーポレート・ガバナンスおよびグループ経営を強化し、学研ブランドの価値
最大化を志向します。

「新しい学研の創造」の精神は変わりません。ステークホルダーの皆様におかれまして
は、今後ともご理解・ご支援頂きますよう、お願い申し上げます。

株式会社学習研究社 代表取締役社長

New Creative Plan New Creative Plan ’’0606--’’0707･･･新しい学研の創造･･･新しい学研の創造

●はじめに

2006年5月
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Gakken Value 宣言

企業理念
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。

経営ビジョン
あらゆる価値を融合し、

Gakken Valueの追求により、
新たな学研を創造します。

学研の価値は、学研にとっての価値ではなく、世の中の人々にとっての価値ということです。価値の基軸は、世の中の

人々にあり、これを＜世の中価値＞と呼ぶことにします。

学研の中にある価値、つまり、あらゆる経営資源は＜世の中価値＞を実現するために寄与するものとして位置付けます。

言い換えれば、世の中の人々が求めている価値に、どれだけ応えることができるか、それによって人々が、学研の＜世

の中価値＞を決めることになります。

この＜世の中価値＞が 『Gakken Value』 であり、それはとりもなおさず「すべての人が心ゆたかに生きること」につなが

ります。

『Gakken Value』

●企業理念
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｢Gakken Value｣の追求

「Gakken Value」の追求のため、これからも当社はGakken Spiritを指針とし、企業活動に取り組んでいきます。

Gakken
Spirit

Creative Challenge

学研環境憲章
学研企業
行動憲章

学研こども
憲章

For the EarthFor Children For Society

私たち学研は、子どもたち一人
一人が心ゆたかに成長し、夢と
希望と勇気をもって輝く未来を
築きあげることを望み、この憲章
を表します。

株式会社 学習研究社は、美し
い地球を次の世代に引き継ぐた
めに、出版をはじめとした多様
な事業を通し、人々の「地球を
大切にする心」を育むとともに、
自らの企業活動においても、環
境保全に向けて積極的に取り組
みます。

私たちは、学研グループの一員
として、長年培ってきた｢学研｣ブ
ランドに責任と誇りを持ち、法
令・社会倫理を遵守し、その社
会的責任を果たしていきます。

知る 挑む 創る

心・知・個・生・
世界・自然・未来

お客様のために/株主・投資
家のために/取引先のために/
社員のために/社会のために

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

行動指針

●企業理念
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単位＝百万円

【単体】

【連結】

1,300100878経常利益

81,00078,20084,211売上高

1,0000-5,110当期純利益

1,4004001,233営業利益

2008年3月期計画2007年3月期計画2006年3月期実績

1,300400604営業利益

1,1701001,295当期純利益

1,250200461経常利益

70,00068,00070,864売上高

2008年3月期計画2007年3月期計画2006年3月期実績

●中期経営目標

単位＝百万円
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●基本戦略

事業 横断 展開

『クロスメディア
コンテンツ事業』

への積極投資

グループ
経営強化

社内インフラ改革社内インフラ改革

新たなる社会貢献新たなる社会貢献

強
化
拡
大
事
業
領
域
へ
の
積
極
投
資

次
代
の
強
化
拡
大
事
業
領
域
の
創
出

不
採
算
事
業
の
期
間
内
赤
字
解
消

新
規
事
業
の
収
益
基
盤
の
早
期
確
立
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●●『『クロスメディア・コンテンツ事業クロスメディア・コンテンツ事業』』への積極投資への積極投資

ブロードバンドや携帯電話の普及、個人情報保護法の施行、ネット広告市場の拡大な
ど、顧客動向・出版市場の環境変化に対応するため、「クロスメディア・コンテンツ事
業」への積極投資を行なう。

●「クロスメディア・コンテンツ事業」のビジョン
出版社ならではの幅広いコンテンツ創造力とWebテクノロジーを駆使して、イン

ターネットをはじめとする様々なメディアにコンテンツを展開する。クロスメディア・
パブリッシャーとして「収益機会の拡大」「コンテンツ価値の最大化」を達成する。

●「クロスメディア・コンテンツ事業」の概要
・幅広い分野・事業領域にわたってWebや携帯端末でコンテンツを発信し、ネット広告、

eコマース、課金など多様なビジネスモデルを展開する。

・ユーザー（読者）との長期的なリレーション「ライフタイム・パートナー」を構築す
る。

・スピードある実行のため、積極的に他社との協業を行なう。
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グループ全体利益重視の経営に徹し、経営資源の
効率化・最適化をはかる

成長性・収益性のある事業に関わる関係会社は、さらなる拡大をはかりつつ、株式
公開、M&A等を視野に入れて、グループ全体利益を追求する。一方、不採算かつ成長
が見込めない関係会社の事業は整理撤退等の抜本的構造改革を行なう。

●学研本社の事業と関係会社とのシナジーを積極的にはかり、グループ全
体の業績拡大のため、構造改革や積極投資を行なう。

●新規事業の拡大および早期収益基盤の確立を目指し、積極的に事業会
社を作り、他社協業やＭ＆Ａを推進する。

●グループ経営の強化●グループ経営の強化
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トイ・文具事業

基本戦略における関係会社の位置付け

教室事業領域

市販出版事業領域

●強化拡大事業領域への積極投資

●次代の強化拡大事業領域の創出

●不採算事業の期間内赤字解消

●新規事業の収益基盤の早期確立

㈱秀潤社

㈱学研トイホビー

ゴルフ事業 ㈱パーゴルフ・オンライン

研秀出版㈱

㈱学研ロジスティクス

福祉・介護支援事業

㈱学研メディコン

㈱スリー・エー・システムズ

学研香港有限公司

家庭訪問販売事業

㈱学研ココファン

㈱学研メソッド

学校事業

㈱学研トイズ

●事業横断展開

●社内インフラ改革

事業の海外展開

コンテンツのデジタル化推進

物流改革

●事業構造改革

㈱学研ジー・アイ・シー

㈱学研エリオン
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●●強化拡大事業強化拡大事業領域領域への積極投資への積極投資

次の4つの事業領域を、全社ノウハウを結集し、部門の枠を超えた積極投資を行なう
「強化拡大事業領域」と位置付ける。

●市販出版事業領域
『クロスメディア・コンテンツ事業』戦略に基づき、市販出版事業を強化する。なか

でも雑誌出版事業は、利益の確保を目指すと共に、新規事業を創出する媒体としての
位置付けからも積極的に拡大する。また、書籍出版事業は、収益性の高い学参・児童
書等を中心に、利益拡大を目指す。看護書・医学書・音楽教材などの専門書ジャンル
においても、市場ニーズに即応して利益の拡大を目指すとともに、周辺事業への拡大
をはかる。

●幼稚園・保育園（乳幼児）事業領域
教育行政・福祉行政市場の環境変化に適応するため、幼稚園・保育園・自治体等に対

する新たな事業戦略を構築し、売上・利益の拡大を目指す。また、乳幼児領域を顧客
作りのスタートと位置づけ、将来にわたる当社の顧客を創出する。同時に、幼児教育
分野で培ったノウハウを結集し、乳幼児事業の拡大を目指す。

●科学エンターテインメント事業領域
長年蓄積したコンテンツとノウハウを活かした科学エンターテインメント事業を拡大

させ、「科学の学研」ブランドを確立し、日本の科学振興に寄与する。

●教室事業領域
多様な学習機会の提供により、事業領域を拡大させ、収益力のさらなる強化を目指す。
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将来性・成長性・収益性などの向上が期待できる既存事業の方向性を改めて明確にし、
複数部門との融合・シナジーにより、強化拡大事業領域の創出を目指す。

●学校事業
学校市場における売上・利益拡大のため、学研教育総研などとの情報交換や,関連部

署との連携を密にし、また組織再編・機能統合により商品力と販売力の強化をはかる。
また、学研メディコンとの連携を密にし、進学・就職・採用支援事業を強化する。

●福祉・介護支援事業

すべての人の心身の健康のために、高齢者福祉事業・介護支援（ウエルネス）事業等
に挑戦し、新たな企業価値を生み出す。

●トイ事業・文具事業

トイ事業と文具事業を分離し、各々の市場に最適な事業戦略を確立し、利益体質化を
はかる。

●●次代の強化拡大事業領域の創出次代の強化拡大事業領域の創出
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不採算事業の構造改革を強力かつ迅速に推進することで赤字を解消するとともに、

販売組織や販売手法等を他の事業展開に有効活用する。

●家庭訪問販売事業の2年以内での赤字解消

長期不採算事業である家庭訪問販売事業は、大幅な経費削減や事業構造の改革など

を継続し、2年以内の赤字解消を目指す。

●ＣＡＩスクールの事業再編
組織の再構築・新システムの開発等で黒字化を目指し、新規開発校を増やしながら、

ｅラーニング事業を ベースに新ＦＣの拡大に着手する。

●●不採算事業の期間内赤字解消不採算事業の期間内赤字解消
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下記の事業を中心とした新規事業に挑戦し、早期の事業基盤の構築を目指す。

●育児施設支援事業
地域社会や家庭に安心と安全を提供するため、ソーシャル・アシスト事業を進め、

託児所運営、各種コンサルティングなどの育児施設運営支援事業を展開する。

●ゴルフ事業

週刊パーゴルフと連動して、eコマースを中心とした、ゴルフに関するあらゆる事業
を推進する。

●コミュニケーション・ビジネス事業

学研独自の蓄積されたノウハウ、コンテンツを活用した『クロスメディア・コンテ
ンツ事業』を推進し、企業や団体からの受託事業を中核に、新規事業の創出と事業拡
大を目指す。

●ペット事業

ペットをわが家の一員と考えるペットオーナーに向けて、サイト・雑誌・フリー
ペーパー・イベントなど複数のメディアがリンクした『クロスメディア・コンテンツ
事業』を行ない、早期に収益基盤の確立を目指す。

●●新規事業の新規事業の収益基盤の早期確立収益基盤の早期確立
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自社コンテンツや自社商品の部門横断的な活用を積極的に展開する。

通販事業や海外事業では、販売チャネルの多様化による顧客接点の拡大と商品認知
度の向上をはかる。

加えて、デジタル化の全社的推進やアライアンスを展開し、事業領域の拡大をはかる。

●事業横断展開●事業横断展開

●ネット物販機能の拡充
通販事業への本格参入により、顧客のニーズに対応した販路を開拓する。

●事業の海外展開
中国などの現地生産による商品販売や海外版権ビジネスの拡大を中心に、海外市場で

の事業を拡大する。また、海外商品の日本市場への導入を推進する。

●コンテンツのデジタル化推進
さまざまなメディアにコンテンツを展開するため、インフラの整備などを積極的に拡

充し、コンテンツのデジタル化を全社的に推進する。
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●コーポレートガバナンスの強化
個人情報保護、コンプライアンス、内部統制等のリスク管理に対する統制システムを

構築し、企業リスクを未然に防止するための管理体制の強化をはかる。

●基幹システム刷新
基幹システム刷新や業務プロセス改革などの社内インフラ整備を行ない、コスト削減

を実現する。

●間接部門改革
間接部門（編集制作・営業以外の支援部門）の業務効率化を行なう。並行してゼネラ

ルスタッフ部門を中心とする間接部門人員の適正配置を実行する。

●人事制度改革
社員がより「Creative Challenge」できる新人事制度を実施する。

●物流改革
学研ロジスティクスを核として位置付け、学研グループとして最適な物流機能を構築

する。また直販・市販・通販にわたって全社物流を包括的に検討し、多様化するニーズ
に応じた機構改革を推進する。

●新社屋の建設
分散する事業所を一ヶ所に集中させ、業務の効率化をはかる。

●社内インフラ改革●社内インフラ改革
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Gakken Valueの精神に則り、事業活動を通じた社会貢献はもとより、新たなる社会
貢献活動に積極的に取り組む。

●学研教育総合研究所（学研教育総研）の運営
社会の環境変化に対応し、すべての人が幸せに生きるために役立つ教育情報・教育方

法を追究し提供する。そのために、教育に関するさまざまな調査・研究活動を行ない、

教育現場をサポートする。

●学研科学創造研究所（学研科学創研）の運営
科学振興のための情報収集・分析や、幅広い科学教育のための教材・カリキュラム研

究、またイベント、ネット等による科学普及・啓発活動を通じて、科学知識・科学技術
の普及と「クリエイティブに科学する心」を持った人材の養成・発掘・支援を行なう。

●環境経営の推進
ISO14001の審査登録により、社内の環境マネジメントシステムの運用は、社員の環

境意識の向上とともに、オフィス活動における環境負荷の低減など順調に推移している。

さらに事業活動全般においても環境経営を推進する。

●関係財団への支援
（財）古岡奨学会・（財）才能開発教育研究財団・（財）日本万歩クラブへの支援を

通じて社会貢献を行なう。

●新たなる社会貢献●新たなる社会貢献


