
                 

ー高認・サポート校・通信制高校事業ー 
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校舎数  38校 
  
期中平均生徒数 7,952名 
 
売上高  5,401百万円 
  
営業利益 ※ 717百万円 

2012年3月期 

 
 
校舎数  42校 
  
期中平均生徒数 7,965名 
 
売上高   5,497百万円 
  
営業利益 ※ 678百万円 

2013年3月期（計画） 

高認・サポート校・通信制高校事業 

（注1）2012年4月1日より通信制高校事業子会社2社を吸収合併するとともに、新ブランド「第一学院」への統合化を推進しております。 

（注2）生徒数につきましては、第一学院高等学校に在籍する生徒がサポート校コースを併用する場合、併用生徒数を除いております。 

 
(※営業利益は本社管理部門の費用配賦前の営業利益)  

第一学院は、国の実施する「高等学校卒業程度認定試験」受験指導並びに

通信制高校へ通う生徒をサポートする総合的な予備校です。 

（新名称） （旧名称） 

                 
構造改革特区の認定を受けた株式会社立の広域通信制高校。東日本に「高

萩本校」、西日本に「養父本校」の2校を設置しております。 

＜ 高校事業 ＞ 
（新名称） （旧名称） 

＜ キャリア支援事業 ＞ 

（新名称） 

【社会福祉専攻科】 

高校卒業後、専門的な知識を学び、資格取得を目指せる学校。年齢や職業

を問わず学習できる生涯学習の機会を提供しております。 

 

（旧名称） 

http://www.daiichigakuin-kounin.jp/
http://www.daiichigakuin.ed.jp/
http://senkouka.daiichigakuin.ed.jp/
http://www.daiichigakuin-college.jp/


トピックス 新事業戦略  
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2012年4月より、通信制高校子会社2社を吸収合併し、新ブランド『第一学院』に名称を統一しました。これ
により、一体的運営を推進し、ブランド力の強化、新コース・新サービスの展開による事業拡張及び業務の
効率化を図り、さらなる競合力強化を促進してまいります。 

新事業戦略 

名称 

統一化 

組織変更 

経営統合 

商品改変 

名称統一化 

組織変更 

経営統合 

 

» エリア・地域展開と競合力の強化 

» 組織再編による顧客への利便性・

レスポンス・サービス全体の向上 

＜顧客対応力の強化＞ 

» 経営資源の集中による経営効率化 
» スケールメリットの拡大による顧

客サービスの拡大と向上 

＜商品・サービス力の強化＞ 

» 独自の教育メソッド『EMS』
による商品力強化 

» 資格取得講座のコース拡充と
キャリアアップコースとの一体
的商品サービス提供によるシナ
ジー効果の向上 

 

＜ブランドの統一強化＞ 
» 新ブランド『第一学院』への

統一により高認・サポート
校・通信制高校の一体的ブラ
ンド力形成 

①事業ドメインの拡大、ターゲットゾーンの拡張、新サービスの追加 

②商品力強化、競合力強化によるポジショニングの向上 

③経営資源の集中とスケールメリットの向上による効率化 

一体的運営 
メリット 

新事業戦略の施策 

商品改変 

＜事業戦略に基づく地域対応力の強化＞ 
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高校事業・キャリア支援事業について 

2012年4月の経営統合による事業転換として、「第一学院高等学校」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
して確立してまいります。 

高校事業 キャリア支援事業 

第一学院高等学校生徒の 
卒業をサポートするサポート校 

高卒認定試験合格を目指す 
キャリア支援予備校 

進路実現を支援する通信制高校 
資格取得を目的としたキャリア支援 

キャリアアップを目的としたキャリア支援 

≫高校事業 
通信制高校の「第一学院高等学校」と通信制高校卒業を
支援する「第一学院」をサポート校として活用すること
で商品サービス力の向上・グループ内の相乗効果を図り、
顧客拡大を促進します。 

≫キャリア支援事業 
高卒認定合格を支援する第一学院から、高校進学先の選
択肢である第一学院高等高校 専攻科、資格取得の顧客
ニーズに対応する第一学院専門カレッジまで幅広いニー
ズに対応するサービスでターゲットゾーンを拡張し、競
合力の向上を推進します。 

http://www.daiichigakuin.ed.jp/
http://www.daiichigakuin-kounin.jp/
http://senkouka.daiichigakuin.ed.jp/
http://www.daiichigakuin-college.jp/


ー高認・サポート校・通信制高校事業ー : 高校事業とは 
 

2005年4月東日本 

（茨城県高萩市）に開校 

2008年4月西日本 

(兵庫県養父市)に開校 

 

高萩本校 

養父本校 

※第一学院高等学校は教育特区の活用に
より国の認可を受け開校した広域通信単
位制の高校です。 

通信制高校である第一学院高等学校では、「時間」と「場所」の自由度を大いに活用し、生徒の将来の夢を実現

するために全日制高校ではできない教育を実践することで差別化を図り、生徒の卒業を支援する「第一学院」を

サポート校として活用することでグループ内の相乗効果を最大限に高めています。 

http://www.daiichigakuin.ed.jp/ 
メディア授業 

第一学院高等学校では、様々なニーズに対応したコースや教育プログラムを開発・開講し、

全国47都道府県から入学できる環境も提供しております。 

EMS 

インターネット学習システム
を活用し、自宅での学習が可
能です。自宅に居ながらにし
て、授業・相談や質問など、
教室と変わらない学習環境を
実現します。 

スクーリング 

年1回参加するスクーリング
では、豊かな大自然のなかで
ボランティア活動や様々な体
験授業を実施しています。 
ここでの地元の方々とのふれ
あいや実体験を経験すること
で、心の成長や自分の将来を
見つめるきっかけづくりとな
ります。 
 
 

通信制高校（広域通信・単位制高校） 

株式会社ウィザス 21 

http://www.daiichigakuin.ed.jp/
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ー高認・サポート校・通信制高校事業ー : キャリア支援事業とは（第一学院）  

 正式には「高等学校卒業程度認定試
験」と言い、以前の「大検」が制度変
更されたもので、高校卒業者と同等以
上の学力があることを国が認定する試
験です。 

 第一学院は、高卒認定試験合格を支援する予備校機能と通信制高校の卒業を支援するサポート校機能を
有し、幅広いサービス提供を行っています。また、通学科と通信科を設置しており、顧客ニーズに対応す
る様々な環境や事情に合わせた柔軟なサービス提供により差別化を図っています。 

高卒認定試験とは 

全国36拠点 

自宅でのWeb授業で、理解する
まで何度でも繰り返し学べます。
また、担任制やホームルームの
実施など充実したサポートを
行っております。 

体験チャレンジ 
海外短期留学 

体験チャレンジでは、オース
トラリア短期留学などを実施
しています。 
日本ではできない様々な体験
を通じ、グローバルな視野を
ひろげ、多くの感動や気付き
を経験できます。 

（高卒認定試験・大学受験予備校） 
（サポート校） 

一人ひとりに合わせた自分だけの時間

割や理解度別授業など、弱点克服・実

力アップのための様々な対策を行って

おります。 

コース設定 

高卒認定合格を目指すコース 
通 学 科 

自宅で高卒認定合格

を目指すコース 
通信科 

第一学院に通いながら 

高校卒業を目指すコース 

http://www.daiichigakuin-kounin.jp/
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第一学院専門カレッジは、第一学院高等学校 専攻科へ同時入学し修了することで、短大・専門学校卒業と同等の学歴を取得す
ることが可能です。 

社会ビジネスコース 社会福祉コース 

商業ビジネス 
コース 

行政ビジネス 
コース 

保育士 
コース 

介護福祉士 
コース 

第一学院専門カレッジ 

ー高認・サポート校・通信制高校事業ー : キャリア支援事業とは（第一学院専門カレッジ） 

新規コース開講！ 

 第一学院専門カレッジは、資格取得を目的とした専門的な知識を学べる場として、社会人向けに開校して
おります。当社コーポレートビジョンであります『社会で活躍できる人づくり』をもとに、全国で年齢や職
業を問わず 学習できる生涯学習の機会を提供しております。 

 キャリアアップ・資格取得を目的としたコースを設置しており、2012年4月より需要の高い社会ビジネス
コースを新たに2コース開講しています。今後もニーズに対応した新しいコースを順次開講してまいります。 

   
  
 
   

  一般社会人の方でも学びやすく、週1～2回夜間や週末を利用した登校が可能です。 
  専門学校と比較した場合、経済的負担が少なく約1/2程度の学費で学べます。  

実務系のプロフェッショナルな講師陣による体験・実技をカリキュラムに多く取り入れ、                      
豊かな人間性と専門性を身につけた、社会の即戦力となるスペシャリストを養成します。 

    
   
 
 

他社・他校との違い 

http://www.daiichigakuin-college.jp/course/syogyo/
http://www.daiichigakuin-college.jp/course/gyosei/
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※連結ベース 

株式会社ウィザス 

（注1） 生徒数につきましては、通信制高校に在籍する生徒がサポート校コースを併用する
場合の併用生徒数は除いております。 

 

（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。 

ー高認・サポート校・通信制高校事業ー 
 

月別生徒数推移 

0
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ーその他ー スクールシティ事業・キャリアサポート事業 
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» 「スクールシティ」は、インターネット上のネットスクールの
集合体です。スクールシティでは、地域・時間に制約されるこ
とのないワンストップで、総合的な教育サービスを提供してお
ります。（※P.26参照） 

» 教育コンテンツ保有各社に対して当社が開発し※実用新案登録
したプラットホームの提供サービスをビジネスモデルとしてお
ります。 

その他 

 
 
売上高  1,574百万円 
  
営業利益 ※ ▲22百万円 

2012年3月期 

 
 
売上高  1,643百万円 
  
営業利益 ※ 32百万円 

2013年3月期（計画） 

スクールシティ事業 

» 能力開発「右脳速読講座」を全国教育機関に提供するとともに、企業向け・社会
人向けコンテンツも制作・販売しております。（※ P.28参照） 

» キャリア教育コンテンツ“意欲喚起教育テキスト・映像教材（DVD)”を全国教育機
関へ販売し、社会で活躍できる人づくりに貢献しております。 

» 青少年と行政・企業・教育機関等とのキャリアネットワーク形成を推進する「Ｎ
ＰＯ法人日本青少年キャリア教育協会」の受託事業を行っております。 

※実用新案登録第3139277号 PCT国際特許出願中 

 （出願番号PCT/JP2007/075282） 

キャリアサポート事業 

全国普及率№1 
1,300教室以上に導入 

スクールシティでは、従来のeラーニングと違い 

学習意欲・モチベーション向上のため、受講者が競

い合い、励ましあうシステムを設置しており、継続

的な学習 を可能にする環境を提供しております。 

スクールシティでは・・・ 

 
(※営業利益は本社管理部門の費用配賦前の営業利益)  



          ーその他ー スクールシティ事業 

 スクールシティではインターネットを介した小・中・高生対象の授業だけでなく、資格講座や語学講座等、職業・年齢を問わ
ず品質の高い講座を提供しております。また、ＰＣだけではなくスマートフォンも使用でき、時間や場所を問わず、テレビ会議
システムを使用したリアルな授業・講義を受講できます。 
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学習塾・予備校 

語学スクール 

ビジネス 
スクール 

資格・検定 
スクール 

スクールシティ受講コース 

» ちょいトレ英会話 
» 楽習中国語 
» GMAオンライン英会話スクール 
» エール学園日本語教育学科来日事前学習コース 

» エコノ・インサイト 
» 株式・不動産・FXの学校体験会 
» 各種法人が取り組むべきIFRS 
» 不動産投資の学校 
» IFRS概論 

» 小学部 中学準備コース 
» 中学部 定期テスト90点ゲットコース 
» 東海大学医学部（一般編）入学試験対策講座 
» ネットでeクラス 

新規講座開講 

スクールシティサイト  
http://scweb.jp/ 

スクールシティの魅力 

» 豊富なコース設定 
学習塾や予備校コースだけではなく、語学スクール、ビジネススクール、資格・
検定スクールなど豊富なコース設定で多様なニーズにお応えします。 
 

» コストパフォーマンス 
ネットスクール形式を採用しているため、通常の講座・講義に比べて続けやすい
価格設定で提供しております。 
 

» レベルの高い授業内容 

 全コースともに一流の講師陣を揃え、親切・丁寧な指導で学習効果の高い講座・

講義を提供しております。 

今後も資格取得や魅力的な新規講座を続々開講し、ワンストップで多様な教育ニーズに応えるサイトを目指します。 

» EPA看護・介護コミュニケーションコース 
» 世界遺産検定1級・2級対策講座 
» 中小企業診断士講座 
» 第二種証券外務員講座 
» 日商簿記2級・3級講座 
» 野菜ソムリエ養成講座 
» 秘書技能検定2級・3級講座 

» 衛生管理者講座 
» ビジネス実務法務3級講座 
» ビジネス能力検定2級・3級講座 
» 省エネ環境診断士養成講座 ほか 

» 社会保険労務士講座 
» 行政書士講座 
» 宅地建物取引主任者講座 
» 公務員（国Ⅱ・地上）講座 

新入社員 
ブートキャンプ 

プログラム 

http://scweb.jp/
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 トピックス スクールシティ講座 

EPAインドネシア人介護福祉士候補者を対象と
する講座の受講者５名が国家試験に合格！ 

特定非営利活動法人 国際教育振興協会が運営するEPA外国人看護師・介護福祉士 
インドネシア人第一陣候補者を対象とした講座で、全体合格者３５名のうち、 
本講座の受講者５名が第24回介護福祉士国家試験に合格しました（短期講座受講を含む）。 
  
 経済連携協定（ＥＰＡ）に基づき来日したEPA外国人看護師・介護福祉士の受入れを総合的に支援し、今までにないイン
ターネットを活用した外国人への新しい日本語教育への取組みを推進するため、株式会社グローバルエールの協力を得て、
日本語・国家試験対策講座を運営しています。 

人材育成eラーニングコンテンツで導入企業10,000社以上！
『新入社員ブートキャンププログラム』を開講 

新人・若手育成プログラム。社会人としての基本動作やコミュニケーションスキル、
論理的思考力を高めるなど、企業で今必要とされる新人・若手の教育テーマを幅広く
網羅しています。21種類の教育テーマから、研修計画に合わせて、導入研修からフォ
ロー研修まで通年での教育プランを組み立てることができます。 



         ーその他ー キャリアサポート事業 
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 キャリアサポート事業では、社会全般で注目されております『速読』を当社独自で応用・研究し、『長
文を早く正確に読み解き記憶する能力』を最大限に引き出す「右脳速読講座」を開発し好評を得ておりま
す。現在、全国教育機関及び自己啓発に広くご活用いただいております。 

日本速脳速読協会 http://www.sokunousokudoku.net/ 

株式会社ウィザス 

速読講座 

キャリアサポート事業の速読は「トレーニング前の内容理解度や記憶量は維持し、文章を味わう要素も損なわない
で、読む速度を加速」します。わかりやすい・続けやすい・楽しい速読トレーニング法で、確実に定着する速読を提
供しています。 

全国1,300教室
以上に導入 

速読中の脳の動き 
右脳が活性 速読速解講座の実績 

» 全国70､000人の受講者が実践！ 

» 全47都道府県1,300以上の学習塾・

教室が導入！ 

» 公・私立学校や地方検察庁などでの

採用実績あり！ 

メディアで紹介されました！！ 
日本テレビ系列「Oha!4 NEWS LIVE」

ＮＨＫ総合テレビ「あさイチ」 
テレビ東京 「レディス4」 
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年平均利回り

10年国債利回り 配当利回り（東証１部加重平均） ウィザス配当利回り

株主還元の充実 
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（注１）利回りは年度末3月31日時点の株価で算出しております。 

（注２）第36期につきましては、中間配当実績5.5円、期末配当8円の予想となっております。なおDOE及び利回りは予想値になっております。 

（注３）第37期につきましては、中間配当予想7.5円（合併記念配当2円含む）、期末配当予想8円となっております。 

（注1） 

当社は株主の皆様に対する利益還元を最重要課題の一つと考えております。利益配分の基

本方針としましては企業体質の強化及び内部留保に留意しながらも、安定配当に主眼をお

いた考え方を取っております。 

株式会社ウィザス 

（注2） 

（注3） （記念配2円含） 



         環境保全活動、CSR活動等の実施 
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地球温暖化への取り組みを重要な企業活動と位置づけ、環境にも優しい教育機関を目指しております。 

LED導入で学習環境と 
地球環境を配慮した教室へ 

環境保全活動 

LED導入で学習環境と 
地球環境を配慮した教室へ 

～人にも自然にも・・・もっとやさしく！～ 

当社では、節電と環境保護のために全校舎
でのLED照明切り替え活動を行っています
（2013年度全校舎設置予定）。 
LED は地球環境に貢献でき、電力使用量及
びコストの大幅削減になる照明です。 

社会貢献活動 

キャリア教育とカウンセリング
事業を通じた活動 

青少年と行政・企業・教育機関等とのキャリアネットワー
ク形成を推進する「NPO法人日本青少年キャリア教育協
会」の受託業務において、収益事業としてではなく社会貢
献活動の一環と位置付け、全国の教職員・保護者への講
演・相談会を行うと同時に、カウンセラーの養成・研修を
推進しております。 

株式会社ウィザス 

キャップ回収：1,747,120個 
ワクチン：2,184人分 
CO２削減：13,759Kg 

「第一ゼミエコ★プロジェクト」 
 たくさんの子どもの命と環境保護に大きく貢献 

キャップ800個 
→ポリオワクチン１人分 
 

キャップ400個 
→3.15kgのCO2削減 2012年3月末 

当社では、”「世界の子ども」と ｢地球の未
来｣を創る”をテーマとする「ペットボトル
キャップ回収」に取組んでおり、キャップの
売却益が「世界の子どもにワクチンを日本委
員会」へワクチン代として全額寄付されます。 
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本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的で

あると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。

実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

JASDAQ：9696 

お問合せ先  株式会社ウィザス 経営統括本部 経営企画チーム 

【TEL】 06-6264-4205 

【Mail】 webmaster@with-us.co.jp  

株式会社ウィザス 


