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トップメッセージ 

代表取締役社長  

生駒 富男  

社員への貢献 
社員・スタッフの自己成長と 
真のハッピーを通じた貢献 

社会への貢献 
コーポレートビジョンの実現と 

業績向上を通じた貢献 

顧客への貢献 
満足を超えた業務の遂行と人間力発揮を通じた貢献 

Employee Society 

Customer 

株式会社ウィザス 

“社会で活躍できる人づくり”を実現できる最高の教育機関をめざす。 

 当社グループでは「顧客への貢献」「社員への貢献」「社会へ

の貢献」という経営理念に基づき、「社会で活躍できる人づくり

を実現できる最高の教育機関を目指す」というコーポレートビ

ジョンを掲げております。これは単に生徒のみならず、社員・ス

タッフを含め、「社会で活躍できる人づくり」に全企業活動をコ

ンセントレートして、その実現を目指そうとするものです。 

コーポレートビジョン 

経営理念 

私たちは、ウィザス独自の「意欲喚起教育（EMS※）」の実践を通じ、生徒の

「自他肯定感」向上を育むために、一人ひとりの生徒の状況や個性を尊重し、

生徒自身が自分を意欲喚起でき、自己成長し続ける力を養える教育をめざして

参ります。 

   教育ニーズの多様化している現在、新たな教育・学習の機会、場づくりのた

めに、『自己成長支援企業』として、顧客への感動発信をし続け、日本の新し

い教育にチャレンジして参る所存です。 

                   ※the Educational Method of Self-motivation（P.13参照） 



学習塾事業  P.14 高認・サポート校・通信制高校事業 
P.18 

 

» 高等学校卒業程度認定試験（高認）の
受験指導を中心とした専門予備校 

» 通信制高校及びサポート校（通信制高
校に在籍する生徒の学習支援） の運
営      

» 介護福祉・保育等の資格取得を目的と
したウィザス専門学院を社会人向けに
開校 

その他 P.25 

 

» スクールシティ事業 (P.26） 
• インターネット上のネットスクールの
集合体 
 

• パソコンを通じて自宅にいながら受講
可能な教育サービスを提供                         

» キャリアサポート事業 (P.28) 
• 「速読」システムの開発・販売 
• 自社開発したキャリア教育教材・DVD
教材を、各種教育機関を中心に全国
で販売 
 

 

 

[ブランド] 
第一高等学院・ウィザス高等学校・ウィザ
スナビ高等学校・ウィザス専門学院 

[ブランド] 
第一ゼミナールグループ・ファロス個別指
導学院・SUR・佑学社・フォレスト 

ウィザスとは － What is “With us” － 

4 株式会社ウィザス 

[ブランド] 
スクールシティ・SRJ (Speed Reading 
Japan) 

» 幼児から高校生迄を対象に学齢や
指導形態等、多様な顧客ニーズに
対応する総合学習塾 

» キャリア教育や最新の脳科学理論
に基づく独自の教育プログラムによ
り高い学習効果を実現（EMS) 

» 学習塾事業の中でもネットスクー
ル・オンライン英会話等、先進的な
教育サービスを提供 

ウィザスは学習塾事業、高認・サポート校・通信制高校事業、スクールシティ事業、キャリアサポート事業など多岐にわた
る幅広い分野での総合教育サービスを提供しております。 



個人・その他 

61.08％ 

事業法人・ 

その他の法人 

30.88％ 

金融機関 

7.05％ 

外国人・外国法人 

0.10％ 

金融商品取引業者 

0.89％ 

会社概要 

会社名  ： 株式会社ウィザス （With us Corporation) 

代表取締役社長 ： 生駒 富男 

設立  ： 1976年7月10日 

所在地  ： 本社 大阪市中央区備後町3丁目6番2号 KFセンタービル 

従業員数  ： 従業員数 607名 （男：470名 女：137名） ※2012年3月末現在（単独） 

事業内容  ： 総合教育サービス企業として、教育サービスを主たる事業として営んでおります。 

株主一覧  ： 

5 株式会社ウィザス 株主構成比：2012年3月末 

  株主名（2012年3月末） 所有株式数(千株) 持ち株比率 

1  株式会社ヒントアンドヒット                 1,238 12.30% 

2  ウィザス職員持株会                     708 7.04% 

3  株式会社増進会出版社                    626 6.23% 

4  堀川 明人                    466 4.63% 

4  堀川 直人                    466 4.63% 

6  株式会社ウィザス                      379 3.76% 

7  竹田 和平                    300 2.98% 

8  堀川 一晃                    271 2.69% 

9  株式会社明光ネットワークジャパン              268 2.66% 

10  株式会社みずほ銀行                     267 2.65% 

(注1)株式会社ヒントアンドヒットは、当社会長の堀川一晃氏が株式の100%を保有する資産管理会社 
    であり、安定株主として当社株式を長期保有する予定である旨の報告を受けております。  
(注2)上記のほか、自己株式が378千株あります。 
(注3)持ち株比率は自己株式を控除して計算しております。 
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業績の概要と次期計画について 

株式会社ウィザス *ＥＭＳ(p.13参照) 

  当連結会計期間におきましては、主力分野である学習塾事業につきまして、独自の意欲喚
起教育*EMSの展開と成績向上に柱をおいた指導への取り組みと、新規6校・移転7校（内、
独立校舎3校）の設備増強を行ってまいりました。高認・サポート校・通信制高校事業につき
ましては、在宅型WEB講座の展開、資格取得を中心とした社会人教育分野の拡大など、既存
事業とのシナジー拡張及び新分野進出に努めてまいりました。 

 以上の結果として、当連結会計年度における連結業績につきましては、売上高は学習塾事
業が概ね計画通り進捗しましたが、高認・サポート校・通信制高校事業の高卒認定コースの
生徒減少と平均単価の下落に伴い、155億82百万円（前期同期比4.2％増）となりました。
利益につきましては、学習塾事業での新規校・移転校の増加等による経費が増加したことと、
前期末より新たに当社連結グループに加わりました企業内研修ポータルサイト・コンテンツ
開発販売事業を営む連結子会社での新規商品開発、販売チャネル拡充等の先行投資費用が発
生したため、営業利益は7億93百万円（前期同期比35.6％減）、経常利益は7億97百万円
（前期同期比33.3％減）となりました。なお、当期純利益は、減損損失等を特別損失として
1億30百万円計上するとともに、平成23年12月2日に公布された法人税率の引き下げにとも
なう繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率の変動による影響により、1億
35百万円（前期同期比43.2％減）となりました。 

 次期の計画につきましては、学習塾事業におきまして、投資回収スピードの早い軽量型個
別指導校の展開を強化するとともに、九州・沖縄を拠点とする株式会社学習受験社を連結子
会社としてグループ傘下に加え、競合力の強化とドメインの拡大を図ってまいります。 

 高認・サポート校・通信制高校事業におきましては、通信制高校子会社2社の吸収合併とと
もに、新ブランド「第一学院」による統合化を推進してまいります。「第一学院高等高校」
による高校事業、キャリアアップを目的とした「第一学院」／資格取得を目的とした「第一
学院専門カレッジ」によるキャリア支援事業を2本柱として確立するとともに、双方向オンラ
イン授業「ネットスクール」のｗeb講座アイテム拡充を図ります。 



2011年3月期 
実績 

 2012年3月期 
実績 

対前年比 
2013年3月期 

計画 

売上高 14,947 15,582 104.2% 16,221 

売上原価 11,064 11,803 106.7% 11,601 

売上高原価率 74.0% 75.7% - 71.5% 

売上総利益 3,882 3,778 97.3% 4,620 

売上高総利益率 26.0% 24.2% - 28.5% 

販売管理費 2,650 2,984 112.6% 3,543 

販売管理費率 17.7% 19.2 % - 21.8% 

営業利益 1,232 793 64.4% 1,077 

営業利益率 8.2% 5.1% - 6.6% 

経常利益 1,194 797 66.7% 1,041 

経常利益率 8.0% 5.1% - 6.4% 

当期純利益 238 135 56.8% 326 

当期純利益率 1.6% 0.9% - 2.0% 

2012年3月期 決算データハイライト（連結 P/L） 
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(単位：百万円) 

株式会社ウィザス 
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貸借対照表 
（百万円未満切捨） 

通期比較 

2011年3月期 
実績 

2012年3月期 
実績 

 流動資産 5,335 4,464 

  現金及び預金 4,089 3,187 

  授業料等未収入金 503 493 

 その他流動資産 741 784 

 有形・無形固定資産 5,592 5,303 

 投資等 4,256 4,500 

 繰延資産 61 30 

 資産合計 15,245 14,299 

 流動負債 7,562 6,461 

  短期借入金・1年内返済予定の長期借金 
  ・1年内償還予定の社債 

2,240 1,275 

  未払金・前受金 3,774 3,547 

 未払法人税等 432 373 

 その他流動負債 1,116 1,266 

 固定負債 3,296 3,347 

  長期借入金・社債  1,610 1,538 

  その他固定負債 1,686 1,808 

 純資産合計 4,387 4,490 

 負債・純資産合計 15,245 14,299 

(単位：百万円) 

2012年3月期 決算データ概要（連結 B/S） 



2012年3月期 決算データ概要（連結 C/F） 

キャッシュ・フロー 
（百万円未満切捨） 

通期比較 

第35期 
2011年3月期 

第36期 
2012年3月期 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,943 1,166 

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,343 △779 

財務活動によるキャッシュ・フロー 16 △1,232 

現金及び現金同等物の期末残高 3,895 3,050 

(単位：百万円) 

≫営業活動CF 

 営業活動の結果得られた資金 11億66百万円 

 税金等調整前当期純利益 6億80百万円 

 減価償却費 8億28百万円 

 

≫投資活動CF 

 独立校舎化のための移転、統合等による有形固定資産の取得    
5億36百万円 

 子会社株式の取得による支出 91百万円 

 定期預金の預入  57百万円 

≫財務活動CF 

 財務活動の結果得られた資金 △12億32百万円 

 借入金の実行による収入 19億円 

 借入金の返済による支出 29億円11百万円 

 社債の償還による支出 2億80百万円 

 配当金の支払による支出 1億55百万円 

9 株式会社ウィザス 



連結業績推移 2012年3月期決算データ 
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14,947 

15,582 

16,221 

14,000 

14,500 
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2011年3月期実績 2012年3月期実績 2013年3月期計画 

1,194 

797 

1,041 

238 

135 

326 

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

2011年3月期実績 2012年3月期実績 2013年3月期計画 

経常利益 当期利益 

売上高 

(単位：百万円) 

株式会社ウィザス 

経常利益/当期純利益 



2011年3月期 
実績 

2012年3月期 
実績 

2013年3月期
計画 

2011年3月期 
実績 

2012年3月期 
実績 

2013年3月期
計画 

売上高 917 1,574 1,643 - - - 

営業利益 5 ▲22 32 ▲1,249 ▲1,225 ▲1,209 

(単位：百万円) 

事業別業績 2012年3月期（連結ベース） 

（注1）セグメントの営業利益は本社経費配賦前営業利益となります。 
（注2）生徒数は期中平均数を記載しております。 

11 株式会社ウィザス 

学習塾事業 高卒認定・ｻﾎﾟｰﾄ校・通信制高校事業 

その他 

2011年3月期 
実績 

2012年3月期 
実績 

2013年3月期
計画 

2011年3月期 
実績 

2012年3月期 
実績 

2013年3月期
計画 

売上高 8,365 8,605 9,081 5,664 5,401 5,497 

営業利益 1,473 1,324 1,576 1,003 717 678 

校舎数 149校 154校 185校 38校 38校 42校 

生徒数 20,485名 21,226名 22,678名 8,133名 7,952名 7,965名 

調整額 

（注2） 

（注1） 

（注1） 



事業別売上高推移 決算データ（連結ベース） 
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(単位：百万円) 

523 465 917 
1,574 1,643 

5,984 
5,256 

5,664 
5,401 5,497 

7,260 7,619 

8,365 
8,605 9,081 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

2009/3月期 2010/3月期 2011/3月期 2012/3月期 2013/3月期 

計画 

学習塾事業 

高認・ｻﾎﾟｰﾄ校・ 

通信制高校事業 

その他 

株式会社ウィザス 

13,769 

14,947 

13,340 
（注） 

（注）2010年3月期の売上高については、計上基準の変更を行っており、一時的に減尐しております。 

16,221 
15,582 



実生活の身近なテーマより社会の仕組みを学
び、今の勉強が将来役にたつことを実感でき
る指導です。 

株式会社ウィザス 

トピックス 

ウィザス独自の教育プログラム EMS “ｔhe Educational Method of Self-motivation” 

セルフコーチプログラム 意欲喚起特別講座“みらい” 意欲喚起特別講座“MAP” 

最近の脳研究の成果を活かした 
新しい教育手法 

～もっともっと自分も周りの人も 
好きになる自分づくり～ 
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どのような自分が「もっと好きになれるのか」
を学習面と生活面から考え、「好きな自分」に
なるために目標を立てて実行していきます。 

～将来を前向きに受けとめるようになる！～ 

生徒の将来を見据えた指導 

MAP 
(Motivation & Achievement Program) 

過去 
約20,000人 

が受講 

「マイナスの自己像」を一旦白紙化し、
プラス面をさらに伸ばす指導を行います。 

授業はDVDを活用。 

過去 
約22,000人 

が受講 

ウィザスの「意欲喚起特別講座」は、経済産業省の      
「2011年度第2回キャリア教育アワード」で“全国の学習塾で初”

の優秀賞に選ばれています 

ウィザス独自の教育プログラム“EMS” 

成績向上への全力指導・希望進路の実現 
現在も未来も意欲が湧いてくる教育 
独自の意欲喚起教育EMS 

ウィザスでは、生徒自身が自分を意欲喚起できる独自の教育メソッ

ド“EMS”を提供しており、生徒一人ひとりに応じた自他肯定感を育
む教育（「もっともっと自分も周りの人も好きになる」自分づくり
の教育）を実践し、生徒自身が自分を意欲喚起できる独自の教育を
構築しています。 
 

メディアで紹介されました！ 

プレジデントファミリー特別版に 
 特集されました（2012年4月24日） 

 
日本教育新聞に『自他肯定感教育』
“EMS”の取り組みが掲載されました 
       （2012年4月24日） 



            
  小学校受験                   中学校・高校受験 

ー学習塾事業ー ： 事業展開 
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第一ゼミ予備校 
現役高校生予備校 

公立トップ高校合格を目指した 
ハイレベル指導専門校 

第一ゼミナール 
小・中・高校生が集う集団指導校 

第一ゼミパシード 
中学受験専門校 

ファロス 
小・中・高校生の個別指導校 

SUR（シュール） 
中・高校生の数学・英語ハイレベル指導専門校 

SUR 
合格指導会 

小学生オンライン英会話レッスン 
小学生英語コース 

8歳 12歳 15歳 

小学生 中学生 高校生 

ウィングネット 
中・高校生の個別ブース映像授業 

佑学社 
小・中学生が集う集団指導校 

フォレスト 
最難関中学受験 

株式会社ウィザス 

学習塾事業は、学齢や指導形態等、多様な顧客ニーズに対応するブランド形成を図っており、近畿圏をドミナントエリアとして大阪・京都・兵庫・奈良・ 
和歌山・岐阜・岡山・広島・香川に154拠点（2012年3月現在）を展開しております。 

6歳  
 
校舎数  154校 
  
期中平均生徒数 21,226名 
 
売上高  8,605百万円 
  
営業利益 ※ 1,324百万円 

2012年3月期 

 
 
校舎数  185校 
  
期中平均生徒数 22,678名 
 
売上高  9,081百万円 
  
営業利益 ※  1,576百万円 

2013年3月期（計画） 

学習塾事業 

ネットスクール 
小学４～６年生・中学生のマルチビジュアル授業 

幼児 

4歳 

Z会教材活用コース 
小・中・高校生のハイレベルコース 

ブルードルフィンズ 
早期英語教育 

(注)2013年3月期より、九州・沖縄を拠点とする株式会社学習受験社を連結子会社として加算しております。 

（注） 

 
(※営業利益は本社管理部門の費用配賦前の営業利益)  

学習受験社 

http://www.blue-dolphins.net/
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15 

※連結ベース 

（注1） 上記数値は正規在籍者のみを掲載しております。講習会等の行事参加者は除いております。 
（注2） 子会社を含む連結ベースの生徒数を記載しております。 

株式会社ウィザス 

ー学習塾事業ー ：生徒数の推移 

月別生徒数推移 



ー学習塾事業ー ： 新規・移転校   
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地域での競合力強化を目的に、設備増強を通じて入塾者の拡大を図るとともに、ドミナントエリアの拡大を図っています。 

独立校舎では各ブランドごとのコースを一箇所に集
結させ、顧客の多様化するニーズにきめ細かく対応
するとともにワンストップサービスを提供します。 

校名 校舎形態 

新規 

津久野校 独立校舎 

泉ヶ丘南校 独立校舎 

千里丘校 - 

ファロス池田駅前教室 - 

TOPIA加美校（佑学社） - 

TOPIA長居校（佑学社） - 

移転 

東岸和田校 独立校舎 

河内長野校 - 

泉南校（移転統合） - 

ファロス東岸和田駅前教室 - 

ファロス喜志駅前教室 - 

SUR大手前校 - 

第一ゼミ予備校大手前校 - 

新規・移転校舎一覧（2012年3月現在） 
新規6校・移転7校（内、独立校舎3校） 

泉ヶ丘南校（独立校舎） 

ファロス池田駅前教室 

千里丘校 

株式会社ウィザス 

津久野校（独立校舎） 

独立校舎 

東岸和田校（独立校舎） 

河内長野校 ファロス喜志駅前教室 泉南校 



トピックス 新しい小学生英語 “OPEN THE WINDOW” 

“OPEN THE WINDOW” 

17 株式会社ウィザス 

» オーストラリアへの移住者のこどもたちのために開発された
Wallaby School。 

» 映像と音声による様々な「シチュエーションレッスン」で自然
に言語を習得することができます。 

Wallaby School 
マルチメディア教材 

»        を使ったアメリカ在住ネイティブ講師とのライブ授業。 

» 講師は全員アメリカ人 (米国の公立学校の教員資格保有者）。 

» 1ヶ月に1回、学んだ英語表現をネイティブとの会話で実践。 

オンライン 
英会話レッスン 

オンライン英会話レッスンとマルチメディア教材を使った新しい英語指導。中学2年生までの文法表現を網羅
しており、中学英語の準備にもなります。 

ウィザスの小学生英語は児童英検に対応しております 
児童英検GOLDレベルを目標に掲げています 

※児童英検GOLDレベルは英検3級（中学3年）のリスニングレベルに相当 

ウィザスでは、平成23年度より小学校で英語が必修化された事による英語教
育ニーズの高まりを受け、オンライン英会話サービスの普及拡大の意義は非
常に大きいと考えており、質の高いオンライン英会話サービスの普及拡大を
促進してまいります。 


