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平成19年７月13日 

各 位 

 

 会 社 名 株式会社 学 究 社 
 代表者名 取締役兼代表執行役社長 河端 真一 

（ＪＡＳＤＡＱ コード番号 ９７６９） 
 問合せ先 取締役兼常務執行役 森山 敏久 
 電 話 （０３）５３３９－１２１１ 

 

 

 

 過年度有価証券報告書の訂正報告書提出に関するお知らせ  

 

 

 

平成16年６月30日より平成19年６月28日までに関東財務局へ提出致しました当社第

28期から第32期有価証券報告書の一部に訂正を要する箇所がありました。当社におき

ましては、以前より親会社等（「財務諸表等規則第8条第16項第4号」に規定する「そ

の他の関係会社」）の認識に誤りがあり、ケイエスケイケイ株式会社に関する事項が

過年度の有価証券報告書において記載がなされておりませんでしたので、下記のとお

り訂正致します。 

 

                       記 

 

１．訂正箇所 

 

当社第32期有価証券報告書 

第一部 企業情報 第１ 企業の概況 ３【事業の内容】、４【関係会社の状況】 

 

当社第31期有価証券報告書 

第一部 企業情報 第１ 企業の概況 ３【事業の内容】、４【関係会社の状況】 

 

当社第30期有価証券報告書 

第一部 企業情報 第１ 企業の概況 ３【事業の内容】、４【関係会社の状況】 

 

当社第29期有価証券報告書 

第一部 企業情報 第１ 企業の概況 ３【事業の内容】、４【関係会社の状況】 

 

当社第28期有価証券報告書 

第一部 企業情報 第１ 企業の概況 ３【事業の内容】、４【関係会社の状況】 

 

２．訂正内容 

 

有価証券報告書の訂正報告書（平成19年７月13日関東財務局に提出を行って

おります）の添付資料をご参照下さい。 

以上 
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【表紙】  

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年7月13日 

【事業年度】 第32期(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

【会社名】 株式会社 学究社 

【英訳名】 GAKKYUSHA CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長  河 端 真 一 

【本店の所在の場所】 東京都国立市東１丁目４番地 

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行なっております。) 

【最寄りの連絡場所】 
東京都新宿区西新宿２丁目７番１号 

新宿第一生命ビルディング２２階 

【電話番号】 (03)5339―1211(代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役    森 山 敏 久 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

 (東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号) 
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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成19年６月28日に提出いたしました第32期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有

価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正

報告書を提出するものであります。 

 

２ 【訂正事項】 

 

  第一部 企業情報 

   第１ 企業の概況 

          ３  事業の内容 

          ４ 関係会社の状況 
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３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

 

第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

 ３【事業の内容】 

 

（訂正前） 

会社名 事業内容 
事業の種類別セグメント 
において属する事業区分 

㈱学究社との 
取引関係 

子会社        
㈱インターエデュ・ 
ドットコム 

インターネットによる受験、教
育情報の配信サービス提供 

インターネット部門 
バナー広告掲載
等 

GAKKYUSHA 
U.S.A.CO., LTD. 

米国において、邦人子女を対象
とする私塾「ena」の運営 

小・中学部及び高校・高
卒部 

教材等の購入等 

GAKKYUSHA 
EUROPE GmbH 

ドイツにおいて、邦人子女を対
象とする私塾「ena」の運営 

同上 同上 

GAKKYUSHA 
(U.K.)LTD. 

イギリスにおいて、邦人子女を
対象とする私塾「ena」の運営 

同上 同上 

GAKKYUSHA 
CANADA.CO.,LTD 

カナダにおいて、邦人子女を対
象とする私塾「ena」の運営 

同上 同上 

関連会社       
㈲トップ       

沖縄において、小学生から中学
生迄を対象とする私塾「ena」
の運営 

― 同上 

惠那科立維投資咨詢 
(上海)有限公司    

中国において、邦人子女を対象
とする塾「惠那科立維」の運営
コンサルティング業務 

― 同上 

(注)上記子会社はすべて連結子会社であります。 

 

（訂正後） 

会社名 事業内容 
事業の種類別セグメント 
において属する事業区分 

㈱学究社との 
取引関係 

子会社        
㈱インターエデュ・ 
ドットコム 

インターネットによる受験、教
育情報の配信サービス提供 

インターネット部門 
バナー広告掲載
等 

GAKKYUSHA 
U.S.A.CO., LTD. 

米国において、邦人子女を対象
とする私塾「ena」の運営 

小・中学部及び高校・高
卒部 

教材等の購入等 

GAKKYUSHA 
EUROPE GmbH 

ドイツにおいて、邦人子女を対
象とする私塾「ena」の運営 

同上 同上 

GAKKYUSHA 
(U.K.)LTD. 

イギリスにおいて、邦人子女を
対象とする私塾「ena」の運営 

同上 同上 

GAKKYUSHA 
CANADA.CO.,LTD 

カナダにおいて、邦人子女を対
象とする私塾「ena」の運営 

同上 同上 

関連会社       
㈲トップ       

沖縄において、小学生から中学
生迄を対象とする私塾「ena」
の運営 

― 同上 

惠那科立維投資咨詢 
(上海)有限公司    

中国において、邦人子女を対象
とする塾「惠那科立維」の運営
コンサルティング業務 

― 同上 

その他の関係会社 
ケイエスケイケイ㈱

 
不動産賃貸業等

 
―

 
―

 (注)上記子会社はすべて連結子会社であります。 
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 ４ 【関係会社の状況】 

 

（訂正前） 

名称 住所 

資本金 

又は出資金 

(千円) 

主要な事業の内容

議決権の 

所有(被所有)割

合(％) 

関係内容 

（連結子会社） 

㈱インターエデュ・ 

ドットコム 

東京都新宿区 40,000
インターネット 

部門 
63.4 

当社のバナー広告掲載等

役員兼任  ４名 

GAKKYUSHA 

U.S.A.CO.,LTD. 

アメリカ・ 

ニューヨーク 

米ドル

440,000

小・中学部及び 

高校・高卒部 
100 

当社の教材等使用 

役員兼任  １名 

GAKKYUSHA 

EUROPE GmbH 

ドイツ・ 

デュッセルドルフ 

ユーロ

127,822
同上 100 当社の教材等使用 

GAKKYUSHA 

(U.K.)LTD. 

イギリス・ 

ロンドン 

英ポンド

490,000
同上 100 当社の教材等使用 

GAKKYUSHA 

CANADA.CO.,LTD 

カナダ・ 

トロント 

カナダドル

120,000
同上 100 

当社の教材等使用 

役員兼任  １名 

(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 上記の連結子会社はいずれも特定子会社に該当いたしません。 

３ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

 

（訂正後） 

名称 住所 

資本金 

又は出資金 

(千円) 

主要な事業の内容

議決権の 

所有(被所有)割

合(％) 

関係内容 

（連結子会社） 

㈱インターエデュ・ 

ドットコム 

東京都新宿区 40,000
インターネット 

部門 
63.4 

当社のバナー広告掲載等

役員兼任  ４名 

GAKKYUSHA 

U.S.A.CO.,LTD. 

アメリカ・ 

ニューヨーク 

米ドル

440,000

小・中学部及び 

高校・高卒部 
100 

当社の教材等使用 

役員兼任  １名 

GAKKYUSHA 

EUROPE GmbH 

ドイツ・ 

デュッセルドルフ 

ユーロ

127,822
同上 100 当社の教材等使用 

GAKKYUSHA 

(U.K.)LTD. 

イギリス・ 

ロンドン 

英ポンド

490,000
同上 100 当社の教材等使用 

GAKKYUSHA 

CANADA.CO.,LTD 

カナダ・ 

トロント 

カナダドル

120,000
同上 100 

当社の教材等使用 

役員兼任  １名 

（その他の関係会社） 

ケイエスケイケイ㈱
東京都新宿区 100,000 不動産賃貸業等

（被所有）39.7 
役員兼任  １名

 (注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 上記の連結子会社はいずれも特定子会社に該当いたしません。 

３ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 
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【表紙】  

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年7月13日 

【事業年度】 第31期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

【会社名】 株式会社 学究社 

【英訳名】 GAKKYUSHA CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長  河 端 真 一 

【本店の所在の場所】 東京都国立市東１丁目４番地 

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行なっております。) 

【最寄りの連絡場所】 
東京都新宿区西新宿２丁目７番１号 

新宿第一生命ビルディング２２階 

【電話番号】 (03)5339―1211(代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役    森 山 敏 久 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

 (東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号) 



ファイル名:提出用2007.07.1332期-28期有価証券報告書の訂正に関するお知らせ.doc更新日時:7/13/2007 11:23:00 AM 印刷日時:07/07/13 14:48 

１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成18年６月29日に提出いたしました第31期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）有

価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正

報告書を提出するものであります。 

 

２ 【訂正事項】 

 

  第一部 企業情報 

   第１ 企業の概況 

          ３  事業の内容 

          ４ 関係会社の状況 
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３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

 

第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

 ３【事業の内容】 

 

（訂正前） 

会社名 事業内容 事業の種類別セグメント 
において属する事業区分 

㈱学究社との 
取引関係 

子会社 
㈱インターエデ
ュ・ 
ドットコム 

インターネットによる受験、
教育情報の配信サービス提供 インターネット部門 バナー広告掲載等

GAKKYUSHA 
U.S.A.CO., LTD. 

米国において、邦人子女を対
象とする私塾「ena」の運営 

小・中学部及び高校・高
卒部 教材等の購入等

GAKKYUSHA 
EUROPE GmbH 

ドイツにおいて、邦人子女を
対象とする私塾「ena」の運営

小・中学部 同上 

GAKKYUSHA 
(U.K.)LTD. 

イギリスにおいて、邦人子女
を対象とする私塾「ena」の運
営 

同上 同上 

関連会社       
㈲トップ      

沖縄において、小学生から中
学 生 迄 を 対 象 と す る 私 塾
「ena」の運営 

― 同上 

  惠那科立維投資咨
詢(上海)有限公司  

中国において、邦人子女を対
象とする塾「惠那科立維」の
運営コンサルティング業務 

― 同上 

(注)上記子会社はすべて連結子会社であります。 

 

（訂正後） 

会社名 事業内容 事業の種類別セグメント 
において属する事業区分 

㈱学究社との 
取引関係 

子会社 
㈱インターエデ
ュ・ 
ドットコム 

インターネットによる受験、
教育情報の配信サービス提供 インターネット部門 バナー広告掲載

等 

GAKKYUSHA 
U.S.A.CO., LTD. 

米国において、邦人子女を対
象とする私塾「ena」の運営 

小・中学部及び高校・高
卒部 教材等の購入等

GAKKYUSHA 
EUROPE GmbH 

ドイツにおいて、邦人子女を
対象とする私塾「ena」の運営

小・中学部 同上 

GAKKYUSHA 
(U.K.)LTD. 

イギリスにおいて、邦人子女
を対象とする私塾「ena」の運
営 

同上 同上 

関連会社       
㈲トップ      

沖縄において、小学生から中
学 生 迄 を 対 象 と す る 私 塾
「ena」の運営 

― 同上 

  惠那科立維投資咨
詢(上海)有限公司  

中国において、邦人子女を対
象とする塾「惠那科立維」の
運営コンサルティング業務 

― 同上 

その他の関係会社 
ケイエスケイケイ
㈱

 
不動産賃貸業等

 
―

 
―

 (注)上記子会社はすべて連結子会社であります。 
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 ４ 【関係会社の状況】 

 

（訂正前） 

名称 住所 

資本金 

又は出資金 

(千円) 

主要な事業の内容

議決権の 

所有(被所有)割合

(％) 

関係内容 

（連結子会社） 

㈱インターエデュ・ 

ドットコム 

東京都新宿区 260,000
インターネット 

部門 
63.4 

当社のバナー広告掲載等

役員兼任  ４名 

GAKKYUSHA 

U.S.A.CO.,LTD. 

アメリカ・ 

ニューヨーク 

米ドル

440,000

小・中学部及び 

高校・高卒部 
100 

当社の教材等使用 

役員兼任  １名 

GAKKYUSHA 

EUROPE GmbH 

ドイツ・ 

デュッセルドルフ 

ユーロ

127,822
小・中学部 100 当社の教材等使用 

GAKKYUSHA 

(U.K.)LTD. 

イギリス・ 

ロンドン 

英ポンド

490,000
小・中学部 100 当社の教材等使用 

(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 上記の連結子会社はいずれも特定子会社に該当いたしません。 

３ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

 

（訂正後） 

名称 住所 

資本金 

又は出資金 

(千円) 

主要な事業の内容

議決権の 

所有(被所有)割合

(％) 

関係内容 

（連結子会社） 

㈱インターエデュ・ 

ドットコム 

東京都新宿区 260,000
インターネット 

部門 
63.4 

当社のバナー広告掲載等

役員兼任  ４名 

GAKKYUSHA 

U.S.A.CO.,LTD. 

アメリカ・ 

ニューヨーク 

米ドル

440,000

小・中学部及び 

高校・高卒部 
100 

当社の教材等使用 

役員兼任  １名 

GAKKYUSHA 

EUROPE GmbH 

ドイツ・ 

デュッセルドルフ 

ユーロ

127,822
小・中学部 100 当社の教材等使用 

GAKKYUSHA 

(U.K.)LTD. 

イギリス・ 

ロンドン 

英ポンド

490,000
小・中学部 100 当社の教材等使用 

（その他の関係会社） 

ケイエスケイケイ㈱
東京都新宿区 100,000 不動産賃貸業等 （被所有）39.7 役員兼任  １名

 (注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 上記の連結子会社はいずれも特定子会社に該当いたしません。 

３ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 
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【表紙】  

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年7月13日 

【事業年度】 第30期（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

【会社名】 株式会社 学究社 

【英訳名】 GAKKYUSHA CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長  河 端 真 一 

【本店の所在の場所】 東京都国立市東１丁目４番地 

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行なっております。) 

【最寄りの連絡場所】 
東京都新宿区西新宿２丁目７番１号 

新宿第一生命ビルディング２２階 

【電話番号】 (03)5339―1211(代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役    森 山 敏 久 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

 (東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号) 
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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成17年６月29日に提出いたしました第30期（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）有

価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正

報告書を提出するものであります。 

 

２ 【訂正事項】 

 

  第一部 企業情報 

   第１ 企業の概況 

          ３  事業の内容 

          ４ 関係会社の状況 
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３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

 

第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

 ３【事業の内容】 

 

（訂正前） 

会社名 事業内容 事業の種類別セグメント 
において属する事業区分 

㈱学究社との 
取引関係 

子会社        
㈱インターエデュ・ 

ドットコム 

インターネットによる受験、教
育情報の配信サービス提供 インターネット部門 バナー広告掲載

等 

GAKKYUSHA 
U.S.A.CO., LTD. 

米国において、邦人子女を対象
とする私塾「ena」の運営 

小・中学部及び高校・高
卒部 

教材等の購入等

GAKKYUSHA 
EUROPE GmbH 

ドイツにおいて、邦人子女を対
象とする私塾「ena」の運営 小・中学部 同上 

GAKKYUSHA 
(U.K.)LTD. 

イギリスにおいて、邦人子女を
対象とする私塾「ena」の運営 

同上 同上 

関連会社       
㈲トップ      

沖縄において、小学生から中学
生迄を対象とする私塾「ena」
の運営 

― 同上 

(注)上記子会社はすべて連結子会社であります。 

 

（訂正後） 

会社名 事業内容 事業の種類別セグメント 
において属する事業区分 

㈱学究社との 
取引関係 

子会社        
㈱インターエデュ・ 

ドットコム 

インターネットによる受験、教
育情報の配信サービス提供 

インターネット部門 バナー広告掲載
等 

GAKKYUSHA 
U.S.A.CO., LTD. 

米国において、邦人子女を対象
とする私塾「ena」の運営 

小・中学部及び高校・高
卒部 

教材等の購入等

GAKKYUSHA 
EUROPE GmbH 

ドイツにおいて、邦人子女を対
象とする私塾「ena」の運営 

小・中学部 同上 

GAKKYUSHA 
(U.K.)LTD. 

イギリスにおいて、邦人子女を
対象とする私塾「ena」の運営 同上 同上 

関連会社       
㈲トップ      

沖縄において、小学生から中学
生迄を対象とする私塾「ena」
の運営 

― 同上 

その他の関係会社 
ケイエスケイケイ
㈱

 
不動産賃貸業等

 
―

 
―

 (注)上記子会社はすべて連結子会社であります。 
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 ４ 【関係会社の状況】 

 

（訂正前） 

名称 住所 

資本金 

又は出資金 

(千円) 

主要な事業の内容

議決権の 

所有(被所有)割合

(％) 

関係内容 

（連結子会社） 

㈱インターエデュ・ 

ドットコム 

東京都新宿区 260,000
インターネット 

部門 
63.4 

当社のバナー広告掲載等

役員兼任  ３名 

GAKKYUSHA 

U.S.A.CO.,LTD. 

アメリカ・ 

ニューヨーク 

米ドル
440,000

小・中学部及び 

高校・高卒部 
100 

当社の教材等使用 

役員兼任  １名 

GAKKYUSHA 

EUROPE GmbH 

ドイツ・ 

デュッセルドルフ 

ユーロ
127,822 小・中学部 100 当社の教材等使用 

GAKKYUSHA 

(U.K.)LTD. 

イギリス・ 

ロンドン 

英ポンド
490,000 小・中学部 100 当社の教材等使用 

(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 上記の連結子会社はいずれも特定子会社に該当いたしません。 

３ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

 

（訂正後） 

名称 住所 

資本金 

又は出資金 

(千円) 

主要な事業の内容

議決権の 

所有(被所有)割合

(％) 

関係内容 

（連結子会社） 

㈱インターエデュ・ 

ドットコム 

東京都新宿区 260,000
インターネット 

部門 
63.4 

当社のバナー広告掲載等

役員兼任  ３名 

GAKKYUSHA 

U.S.A.CO.,LTD. 

アメリカ・ 

ニューヨーク 

米ドル
440,000

小・中学部及び 

高校・高卒部 
100 

当社の教材等使用 

役員兼任  １名 

GAKKYUSHA 

EUROPE GmbH 

ドイツ・ 

デュッセルドルフ 

ユーロ
127,822 小・中学部 100 当社の教材等使用 

GAKKYUSHA 

(U.K.)LTD. 

イギリス・ 

ロンドン 

英ポンド
490,000 小・中学部 100 当社の教材等使用 

（その他の関係会社） 

ケイエスケイケイ㈱
東京都新宿区 407,150 不動産賃貸業等 （被所有）39.7 役員兼任  １名

 (注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 上記の連結子会社はいずれも特定子会社に該当いたしません。 

３ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 
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【表紙】  

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年7月13日 

【事業年度】 第29期（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日） 

【会社名】 株式会社 学究社 

【英訳名】 GAKKYUSHA CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長  河 端 真 一 

【本店の所在の場所】 東京都国立市東１丁目４番地 

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行なっております。) 

【最寄りの連絡場所】 
東京都新宿区西新宿２丁目７番１号 

新宿第一生命ビルディング２２階 

【電話番号】 (03)5339―1211(代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役    森 山 敏 久 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

 (東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号) 
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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成16年６月29日に提出いたしました第29期（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日）有

価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正

報告書を提出するものであります。 

 

２ 【訂正事項】 

 

  第一部 企業情報 

   第１ 企業の概況 

          ３  事業の内容 

          ４ 関係会社の状況 
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３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

 

第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

 ３【事業の内容】 

 

（訂正前） 

会社名 事業内容 事業の種類別セグメント 
において属する事業区分 

㈱学究社との 
取引関係 

子会社        
㈱インターエデュ・ド

ットコム 

インターネットによる受験、教
育情報の配信サービス提供 インターネット部門 バナー広告掲載

等 

GAKKYUSHA 
U.S.A.CO., LTD. 

米国において、邦人子女を対象
とする私塾「ena」の運営 

小・中学部及び高校・高
卒部 

教材等の購入等

GAKKYUSHA 
EUROPE G.m.b.H 

ドイツにおいて、邦人子女を対
象とする私塾「ena」の運営 小・中学部 同上 

GAKKYUSHA 
(U.K.)LTD. 

イギリスにおいて、邦人子女を
対象とする私塾「ena」の運営 

同上 同上 

関連会社       
㈲トップ      

沖縄において、小学生から中学
生迄を対象とする私塾「ena」
の運営 

― 同上 

(注)上記子会社はすべて連結子会社であります。 

 

（訂正後） 

会社名 事業内容 事業の種類別セグメント 
において属する事業区分 

㈱学究社との 
取引関係 

子会社        
㈱インターエデュ・ド

ットコム 

インターネットによる受験、教
育情報の配信サービス提供 

インターネット部門 バナー広告掲載
等 

GAKKYUSHA 
U.S.A.CO., LTD. 

米国において、邦人子女を対象
とする私塾「ena」の運営 

小・中学部及び高校・高
卒部 

教材等の購入等

GAKKYUSHA 
EUROPE G.m.b.H 

ドイツにおいて、邦人子女を対
象とする私塾「ena」の運営 

小・中学部 同上 

GAKKYUSHA 
(U.K.)LTD. 

イギリスにおいて、邦人子女を
対象とする私塾「ena」の運営 同上 同上 

関連会社       
㈲トップ      

沖縄において、小学生から中学
生迄を対象とする私塾「ena」
の運営 

― 同上 

その他の関係会社 
ケイエスケイケイ
㈱

 
不動産賃貸業等

 
―

 
―

 (注)上記子会社はすべて連結子会社であります。 
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 ４ 【関係会社の状況】 

 

（訂正前） 

名称 住所 

資本金 

又は出資金 

(千円) 

主要な事業の内容

議決権の 

所有(被所有)割合

(％) 

関係内容 

（連結子会社） 

㈱インターエデュ・ 

ドットコム 

東京都新宿区 260,000
インターネット 

部門 
63.4 

当社のバナー広告掲載等

役員兼任  ３名 

GAKKYUSHA 

U.S.A.CO.,LTD. 

アメリカ・ 

ニューヨーク 

米ドル
440,000

小・中学部及び 

高校・高卒部 
100 

当社の教材等使用 

役員兼任  １名 

GAKKYUSHA 

EUROPE G.m.b.H 

ドイツ・ 

デュッセルドルフ 

ユーロ
127,822 小・中学部 100 当社の教材等使用 

GAKKYUSHA 

(U.K.)LTD. 

イギリス・ 

ロンドン 

英ポンド
490,000 小・中学部 100 当社の教材等使用 

(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 上記の連結子会社はいずれも特定子会社に該当いたしません。 

３ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

 

（訂正後） 

名称 住所 

資本金 

又は出資金 

(千円) 

主要な事業の内容

議決権の 

所有(被所有)割合

(％) 

関係内容 

（連結子会社） 

㈱インターエデュ・ 

ドットコム 

東京都新宿区 260,000
インターネット 

部門 
63.4 

当社のバナー広告掲載等

役員兼任  ３名 

GAKKYUSHA 

U.S.A.CO.,LTD. 

アメリカ・ 

ニューヨーク 

米ドル
440,000

小・中学部及び 

高校・高卒部 
100 

当社の教材等使用 

役員兼任  １名 

GAKKYUSHA 

EUROPE G.m.b.H 

ドイツ・ 

デュッセルドルフ 

ユーロ
127,822 小・中学部 100 当社の教材等使用 

GAKKYUSHA 

(U.K.)LTD. 

イギリス・ 

ロンドン 

英ポンド
490,000 小・中学部 100 当社の教材等使用 

（その他の関係会社） 

ケイエスケイケイ㈱
東京都新宿区 407,150 不動産賃貸業等 （被所有）39.7 役員兼任  １名

 (注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 上記の連結子会社はいずれも特定子会社に該当いたしません。 

３ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 
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【表紙】  

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年7月13日 

【事業年度】 第28期（自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日） 

【会社名】 株式会社 学究社 

【英訳名】 GAKKYUSHA CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長  河 端 真 一 

【本店の所在の場所】 東京都国立市東１丁目４番地 

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行なっております。) 

【最寄りの連絡場所】 
東京都新宿区西新宿２丁目７番１号 

新宿第一生命ビルディング２２階 

【電話番号】 (03)5339―1211(代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役    森 山 敏 久 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

 (東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号) 
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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成15年６月30日に提出いたしました第28期（自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日）有

価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正

報告書を提出するものであります。 

 

２ 【訂正事項】 

 

  第一部 企業情報 

   第１ 企業の概況 

          ３  事業の内容 

          ４ 関係会社の状況 
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３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

 

第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

 ３【事業の内容】 

 

（訂正前） 

会社名 事業内容 事業の種類別セグメント 
において属する事業区分 

㈱学究社との 
取引関係 

㈱インターエデュ・
ドットコム 

インターネットによる受験、教
育情報の配信サービス提供 インターネット部門 バナー広告掲載

等 

GAKKYUSHA 
U.S.A.CO., LTD. 

米国において、邦人子女を対象
とする私塾「ena」の運営 

小・中学部及び高校・高
卒部 

教材等の購入等

GAKKYUSHA 
EUROPE G.m.b.H 

ドイツにおいて、邦人子女を対
象とする私塾「ena」の運営 

小・中学部 同上 

GAKKYUSHA 
(U.K.)LTD. 

イギリスにおいて、邦人子女を
対象とする私塾「ena」の運営 同上 同上 

関連会社    

㈲トップ 
沖縄において、小学生から中学
生迄を対象とする私塾「ena」
の運営 

― 同上 

(注)1.上記子会社はすべて連結子会社であります。 

  2.当社は子会社インフォメーションプランニング㈱を平成１４年４月１日をもって吸収合併し、

同日以降は当該子会社の営む事業を当社で継続して営んでおります。 

 

（訂正後） 

会社名 事業内容 事業の種類別セグメント 
において属する事業区分 

㈱学究社との 
取引関係 

子会社    

㈱インターエデュ・
ドットコム 

インターネットによる受験、教
育情報の配信サービス提供 

インターネット部門 バナー広告掲載
等 

GAKKYUSHA 
U.S.A.CO., LTD. 

米国において、邦人子女を対象
とする私塾「ena」の運営 

小・中学部及び高校・高
卒部 教材等の購入等

GAKKYUSHA 
EUROPE G.m.b.H 

ドイツにおいて、邦人子女を対
象とする私塾「ena」の運営 

小・中学部 同上 

GAKKYUSHA 
(U.K.)LTD. 

イギリスにおいて、邦人子女を
対象とする私塾「ena」の運営 

同上 同上 

関連会社    

㈲トップ 
沖縄において、小学生から中学
生迄を対象とする私塾「ena」
の運営 

― 同上 

その他の関係会社    

ケイエスケイケイ㈱ 不動産賃貸業等 ― ―

 (注)1.上記子会社はすべて連結子会社であります。 

  2.当社は子会社インフォメーションプランニング㈱を平成１４年４月１日をもって吸収合併し、

同日以降は当該子会社の営む事業を当社で継続して営んでおります。 
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 ４ 【関係会社の状況】 

 

（訂正前） 

名称 住所 

資本金 

又は出資金 

(千円) 

主要な事業の内容

議決権の 

所有(被所有)割合

(％) 

関係内容 

（連結子会社） 

㈱インターエデュ・ 

ドットコム 

東京都国立市 260,000
インターネット 

部門 
63.4 

当社のバナー広告掲載等

役員兼任  ３名 

GAKKYUSHA 

U.S.A.CO.,LTD. 

アメリカ・ 

ニューヨーク 

米ドル
440,000

小・中学部及び 

高校・高卒部 
100 

当社の教材等使用 

役員兼任  １名 

GAKKYUSHA 

EUROPE G.m.b.H 

ドイツ・ 

デュッセルドルフ 

ユーロ
127,822 小・中学部 100 当社の教材等使用 

GAKKYUSHA 

(U.K.)LTD. 

イギリス・ 

ロンドン 

英ポンド
490,000 小・中学部 100 当社の教材等使用 

(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 上記の連結子会社はいずれも特定子会社に該当いたしません。 

３ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

４ 当社は平成１４年４月１日をもって、連結子会社インフォメーションプランニング㈱を吸収

合併いたしました。 

 

（訂正後） 

名称 住所 

資本金 

又は出資金 

(千円) 

主要な事業の内容

議決権の 

所有(被所有)割合

(％) 

関係内容 

（連結子会社） 

㈱インターエデュ・ 

ドットコム 

東京都国立市 260,000
インターネット 

部門 
63.4 

当社のバナー広告掲載等

役員兼任  ３名 

GAKKYUSHA 

U.S.A.CO.,LTD. 

アメリカ・ 

ニューヨーク 

米ドル
440,000

小・中学部及び 

高校・高卒部 
100 

当社の教材等使用 

役員兼任  １名 

GAKKYUSHA 

EUROPE G.m.b.H 

ドイツ・ 

デュッセルドルフ 

ユーロ
127,822 小・中学部 100 当社の教材等使用 

GAKKYUSHA 

(U.K.)LTD. 

イギリス・ 

ロンドン 

英ポンド
490,000 小・中学部 100 当社の教材等使用 

（その他の関係会社） 

ケイエスケイケイ㈱
東京都新宿区 407,150 不動産賃貸業等 （被所有）39.7 役員兼任  １名

(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 上記の連結子会社はいずれも特定子会社に該当いたしません。 

３ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

４ 当社は平成１４年４月１日をもって、連結子会社インフォメーションプランニング㈱を吸収

合併いたしました。 
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