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平成23年７月25日 

各  位 

会 社 名  株 式 会 社 ア ル ク 
代表者名    代表取締役社長  平 本 照 麿 

（コード番号 ２４９６ ＪＡＳＤＡＱ） 
問合せ先  常務取締役 今 西 英 明 

（ＴＥＬ．03-3323-1276） 
 
会 社 名  株式会社明光ネットワークジャパン 
代表者名  代表取締役社長  渡 邉 弘  毅 

（コード番号 ４６６８  東証第一部 ） 
問合せ先  経営企画部長 荻 田 修 

（ＴＥＬ．03-5860-2111 代表） 

 

株式会社アルクと株式会社明光ネットワークジャパンとの 

業務資本提携に関するお知らせ 
 

 株式会社アルク（ジャスダック、証券コード2496、以下「アルク」）と株式会社明光ネットワークジャパン（東

証一部、証券コード4668、以下「明光ネットワークジャパン」）は、平成23年７月25日開催の各々の取締役会にお

いて、両社が展開している教育事業に関して業務資本提携契約（以下「本業務資本提携」）を締結することを決議

いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 

１．業務資本提携の経緯及び理由 

アルクは、創業以来、誰もが国境を越え「地球はひとつ」だと実感できる未来を見据えて、「地球人ネットワ

ークを創る」を企業理念に掲げ、今年創刊40周年を迎えた月刊誌「ENGLISH JOURNAL」の刊行、使える英語を身

につけるための通信講座「1000時間ヒアリングマラソン」の開講等、様々な学習ツールを通してあらゆる年代・

レベル・目的に応じた学習カリキュラム（教材・研修）の提供を行っている語学教育の総合カンパニーでありま

す。 

近年の不況等による消費マインドの冷え込みで語学ビジネス市場の一時的縮小があったものの、グローバル化

の加速に伴う需要増で市場規模は拡大傾向にあり、このような環境の下、「収益力強化のための経営資源のたな

卸と活用」、「アライアンス戦略のもと、他社との協業、業務提携により効率的かつ効果的な顧客獲得を遂行」

を経営戦略の基本方針として、積極的な販売強化策に取り組んでおります。 

一方、明光ネットワークジャパンは、「教育・文化事業への貢献を通じて人づくりを目指す」、「フランチャ

イズノウハウの開発普及を通じて自己実現を支援する」という２つの経営理念を掲げ、「自立学習」、「個別指

導」方式による個別指導塾「明光義塾」の直営及びフランチャイズシステムでの全国展開をしており、個別指導

塾のパイオニアとして、個別指導の運営技術、フランチャイズ展開に高い評価を受けております。 

明光ネットワークジャパンは昨年、「教育事業を核として更なる成長を図り、人づくりのトップカンパニーと

なることを目指します」という2020年ビジョンを設定し、「新たな成長路線の確立」を目指した中期経営計画を

策定しました。その成長路線の確立に向けて第２、第３の事業の柱を構築していくために、新しい事業領域への

進出、顧客層の拡大策に取り組んでおります。 

両社は本業務資本提携を通じて、アルクの持つ圧倒的な英語ブランド力及びコンテンツ制作力に、明光ネット

ワークジャパンの持つ個別指導塾No.１ブランドとフランチャイズ展開ノウハウを融合し、新たな英語教室の展

開、教材及び指導・研修プログラム等の共同開発及び相互提供を行っていくことで、子どもたちのコミュニケー

ション力、表現力を育て真の能力を身につける「これからの日本の英語をつくる 新たな子どもの英語教育」を

目指してまいります。 

明光ネットワークジャパンはすでに、若年層の顧客層拡大に向けて、長時間預かり型学習塾「明光キッズ」、

米国発アート教育プログラム「アブラカドゥードル」の展開に着手しておりますが、本業務資本提携で子ども向

け英語教育事業を強化することにより、各事業のシナジー効果を高めるとともに、明光義塾につながるサービス

を充実させることで、将来の少子化対策にもなることが期待されます。 
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教育事業を展開するトップ企業同士の提携の実現により、更なるビジネスチャンスを開拓するとともに、両  

社の力を合わせて日本における英語教育市場をけん引することにより、両社の成長と企業価値向上が達成される 

と考えています。 

 

２．業務提携の内容 

具体的な業務提携の概要は以下のとおりですが、両社の役割と詳細については今後両社で設置する「業務提携

推進委員会」において協議してまいります。 

〔概要〕 

主な提携内容は以下のとおりであります。 

（１）明光ネットワークジャパンの新事業としてフランチャイズによる英語教室の全国展開に向けた事業育成 

（２）（１）の事業推進のためのアルクが開発した教室教材・指導用マニュアル等のコンテンツ類の提供、新 

たな教室教材・指導・研修プログラム等の共同開発及び相互提供 

（３）明光ネットワークジャパンが展開する「明光義塾」等における英語教材の開発と活用 

（４）明光ネットワークジャパン及びアルクによる英語講師の養成・育成及びその採用 

（５）その他「業務提携推進委員会」における具体的協議の結果を踏まえた内容に基づく共同開発及び相互 

提供 

 

３．資本提携の内容 

両社の業務提携の実効性を高め、一層の緊密な協力関係及び信頼関係の構築のため、平成 23 年７月 26 日付で

明光ネットワークジャパンは、アルクの普通株式をアルク代表取締役社長であり主要株主である平本照麿氏から

譲受により 1,125 株（発行済株式総数の 1.0％）を取得いたします。 

（１）アルク株式における異動前の明光ネットワークジャパンの所有株式数      

－株（所有割合－％、議決権数－個） 

（２）アルク株式における明光ネットワークジャパンの取得株式数          

1,125 株（議決権数 1,125 個） 

（３）アルク株式における異動後の明光ネットワークジャパンの所有株式数      

1,125 株（議決権数 1,125 個） 

（４）アルク株式における明光ネットワークジャパンの取得価額        

金 16,875,000 円（1株につき 15,000 円） 

（５）アルク株式の大株主及び持株比率 

順位 異動前 異動後 

１ 平本 照麿 16.09％ 平本 照麿 15.09％

２ 株式会社ウィザス 15.00％ 株式会社ウィザス 15.00％

３ SUNMALO 株式会社 10.22％ SUNMALO 株式会社 10.22％

４ 平本 順子 4.71％ 平本 順子 4.71％

５ 平本 英麿 4.51％ 平本 英麿 4.51％

  （注）平成 23 年１月 31 日現在の株主名簿を基準として記載しております。 

  

４．業務資本提携の日程 

  平成23年７月25日  取締役会決議（両社） 

平成23年７月25日  業務資本提携契約書締結 （両社） 

  平成23年７月26日  明光ネットワークジャパンにおけるアルクの株式取得 

 
５．両社の概要（平成23年１月31日現在） 

(1) 名 称 株式会社アルク 株式会社明光ネットワークジャパン 

(2) 所 在 地 東京都杉並区永福二丁目54番12号 東京都新宿区西新宿七丁目20番１号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 平本 照麿 代表取締役社長 渡邉 弘毅 

(4) 事 業 内 容 

語学学習のための通信教材、出版、研

修、情報、ソフトウェア、映像等の制

作及び販売 

個別指導塾「明光義塾」の直営・フ

ランチャイズシステムによる全国展

開他 
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(5) 資 本 金 359百万円 965百万円 

(6) 設 立 年 月 日 平成15年６月２日（創業昭和44年４月） 昭和59年９月21日 

(7) 

 

 

大株主及び持株比率 

※１、２ 

 

平本 照麿 16.09％ 明光株式会社 18.23％

株式会社ウィザス 15.00％ 渡邉 弘毅 14.02％

SUNMALO株式会社 10.22％
ステート ストリート バンク 

アンド トラスト カンパニー 
11.09％

平本 順子 4.71％ 奥井 世志子 5.37％

平本 英麿 4.51％
株式会社学研ホールディング

ス 
5.30％

エヌ・ティ・ティレゾナント株

式会社 
4.44％

ザ バンク オブ ニューヨ

ークージャスディック トリ

ーティー アカウント 

3.42％

アルク従業員持株会 3.07％
モルガンスタンレーアンドカ

ンパニーインク 
3.16％

株式会社ベネッセホールディン

グス 
2.67％

ビ－ビ－エイチ フオ－ フイ

デリテイ－  ロ－プライス  

ストツク フアンド 

2.63％

平本 和子 2.22％

メロン バンク エヌエー アズ 

エージェント フォー イッツ 

クライアント メロン エービ

ーエヌ オムニバス ユーケー 

ペンション 

2.23％

株式会社デジタルガレージ 1.78％
日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
1.48％

(8) 当 事 会 社 間 の 関 係 

資本関係 両社間には、記載すべき資本関係はありません。 

人的関係 両社間には、記載すべき人的関係はありません。 

取引関係 両社間には、記載すべき取引関係はありません。 

関連当事者

への該当状

況 

両社は、それぞれ他方当事者の関連当事者には該当しませ

ん。また、両社の関係者は、それぞれ他方当事者の関連当事

者には該当しません。 

(9) 両社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

株式会社アルク（連結）※３ 

決算期 平成 21 年５月期 平成 22 年 1月期 平成 23 年 1月期 

純資産 1,795 百万円 1,505 百万円 1,161 百万円

総資産 5,912 百万円 5,662 百万円 5,157 百万円

発行済株式総数 112,500 株 112,500 株 112,500 株

１株当たり純資産 15,730.94 円 13,226.84 円 10,109.90 円

売上高 7,578 百万円 4,434 百万円 7,502 百万円

営業利益又は営業損失（△） 182 百万円 △345 百万円 △248 百万円

経常利益又は経常損失（△） 131 百万円 △338 百万円 △269 百万円

当期純利益又は当期純損失（△） 31 百万円 △264 百万円 △350 百万円

１株当たり当期純利益 

又は当期純損失（△） 
284.05 円 △2,354.11 円 △3,116.94 円

１株当たり配当額 150 円 －円 －円

株式会社明光ネットワークジャパン（単体及び連結）※４ 

決算期 平成 20 年８月期 平成 21 年８月期 平成 22 年８月期 

純資産 8,893 百万円 10,026 百万円 7,350 百万円

総資産 12,206 百万円 12,637 百万円 12,279 百万円

発行済株式総数 34,731,900 株 34,755,900 株 34,758,900 株

１株当たり純資産 267.33 円 301.11 円 267.76 円

売上高 11,235 百万円 11,825 百万円 12,855 百万円

営業利益 2,818 百万円 2,977 百万円 3,108 百万円

経常利益 2,901 百万円 3,058 百万円 3,243 百万円

当期純利益 1,527 百万円 1,702 百万円 1,897 百万円

１株当たり当期純利益 45.98 円 50.95 円 60.82 円

１株当たり配当額 17 円 18 円 20 円

（注）明光ネットワークジャパンについては、上記の内(7)は平成 23 年２月 28 日現在におけるものです。 
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※１. 明光ネットワークジャパンについては、Lindsell Train Limited から平成 23 年２月 14 日付で関東財務

局長に提出された大量保有報告書の変更報告書により平成 23 年２月４日現在で以下の株式を所有している

旨の報告を受けておりますが、明光ネットワークジャパンとして平成 23 年２月 28 日現在における実質所有

株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります 

氏名又は名称 住所 保有株券等の数（株） 株券等保有割合（％）

Lindsell Train Limited 英国、ロンドン、バッキンガム・

ゲート、ケイザー・ハウス 
2,029,900 7.31

※２. 明光ネットワークジャパンについては、フィデリティ投信株式会社及びその共同保有者であるエフエムア

ール エルエルシー（FMR LLC）から平成 22 年２月４日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書の変

更報告書により、平成 22 年１月 29 日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、明光

ネットワークジャパンとして平成 23 年２月 28 日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上

記大株主の状況には含めておりません。 

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

氏名又は名称 住所 保有株券等の数（株） 株券等保有割合（％）

エフエムアール エルエ 

ルシー（FMR LLC） 

82 Devonshire Street,Boston, 

Massachusetts 02109,USA 
3,475,800 10.00

※３. アルクについては、平成 21 年８月 27 日開催の第６回定時株主総会決議により、決算期を５月 31 日から 

 １月 31 日に変更したため、平成 22 年 1 月期は、平成 21 年６月１日から平成 22 年１月 31 日までの変則８ 

ヶ月間となっております。 

※４. 明光ネットワークジャパンについては、平成 22 年８月期より連結財務諸表を作成しております。 

 

６．今後の見通し 

本業務資本提携につきましては、業務提携推進委員会にて提携効果の早期実現を図るべく全力を尽くしてまい

ります。業績への重要な影響が予想される場合は、適時発表する予定でおります。 

なお、平成 24 年１月期連結業績に与える影響につきましては、軽微であります。 

 

以 上 


