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－高校・キャリア支援事業－ 

 
 
校舎数          40校 
  
期中平均生徒数      7,544名 
 
売上高    5,064百万円 
  
営業利益       ※539百万円 

2013年3月期（通期実績） 

 
 
校舎数       40校 
  
期中平均生徒数    7,200名 
 
売上高     5,275百万円 
  
営業利益       ※805百万円 

2014年3月期（通期計画） 

（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」に名称を統一いたしました。 
（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第一学院のキャンパスコースを併用する場合、併用生徒数を除いております。 

 
(※本社管理部門の費用配賦前の営業利益)  

 国の実施する「高等学校卒業程度認定試験」合格に

向けた指導を行う学校。生徒のライフスタイルに合わ

せた通学型・通信型の講座を提供しております。 

                  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 ＞ 

＜ キャリア支援事業 ＞ 

 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。 
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通信コース 
 インターネット学習システムやDVD教材を使用し、自分のペースで学習を進め
ることができます。また、相談や質問ができるため、自宅にいながら教室と変わり
ない学習環境を実現しております。 
 
キャンパスコース 
 全国に展開しているサテライト教室にて学習・進路等の指導を行っております。
通学日数を選択でき、大学進学希望者のための映像授業カリキュラムも設定してお
ります。 
 
通学コース 
 第一学院高等学校 高萩本校（茨城県高萩市）もしくは養父本校（兵庫県養父
市）にて授業や体験学習を行っております。 
 
スポーツコース 
 スポーツに打ち込みながら学業とも両立でき、卒業生には海外のプロチームで活
躍しているサッカー日本代表選手もいます。 

－高校・キャリア支援事業－：高校事業とは 
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様々なニーズに対応したコース設定 

 
  

 通信制高校である第一学院高等学校において、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を提供 

通信制高校（広域通信・単位制高校） 

※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 

2005年4月 

茨城県高萩市に 

開校 

2008年4月 

兵庫県養父市に 

開校 

 高萩本校 

養父本校 

http://www.daiichigakuin.ed.jp/
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－高校・キャリア支援事業－：キャリア支援事業とは 
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 保育・福祉・ビジネス・高卒認定試験等の資格取得に向けた学習支援を行い、キャリアアップを

サポート 

第一学院専門カレッジ・第一学院高等学校専攻科 

第一学院高認予備校 

 高校生から社会人まで幅広い年齢層を対象に高卒認定試験合格
に向けた学習指導を行っております。通学日数が選べる通学科と
自宅で映像授業を受ける通信科を開講しております。 

 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。 

高卒認定試験とは 

 社会人を対象に保育・福祉・公務員などニーズの高い資格の通
信講座を開講。2年コースを修了すると短大・専門学校と同等の
学歴を得ることができます。 

 社会人を対象に週1～2日の通学で保育・ビジネスの資格取得に
向けた授業を実施。実技授業により、現場で活用できる知識を身
につけることが可能です。 

社会人基礎力養成コース 

保育士コース 

社会人基礎力専攻 

保育士専攻 

社会人教養専攻 

介護福祉士専攻 

http://www.daiichigakuin-college.jp/
http://senkouka.daiichigakuin.ed.jp/
http://www.daiichigakuin-kounin.jp/
http://www.daiichigakuin-college.jp/course/gyosei/
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－高校・キャリア支援事業－：地域と一体化した独自の教育サービスによる差別化の推進 

 第一学院高等学校では、地域全体で生徒を育む取組みとして体験型実学教育を推進しております。地域に根ざした授業
を多様に取り入れたキャリア教育プログラム「ソーシャルトライアル」を展開し、魅力ある教育サービスの提供を通じて
競合他社との差別化を図っております。 

ボランティア活動 
 清掃活動や広報活動に
より、地域を知り社会貢
献の意義を学ぶ。 

仕事観察 
 仕事内容や職場の様子
を間近で観察すること
で、働くことについて認
識の幅を広げる。 

体験学習 
 実際に体験することに
より、座学だけでは得ら
れない知識と経験を身に
つける。 

夢授業 
 地域で活躍されている
方々を講師として迎えた
授業を行い、ふれあいの
機会を持つ。 
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地域宣伝隊 
 地元の名所等の宣伝発
信を企画から一貫して行
うことで、地域と関わり
成長することを学ぶ。 

 
  

地域全体を学校ととらえた教育（コミュニティ共育） 

地域社会に密着した体験型実学教育 

 

2013年7月 
プレジデントFamily特別版に 

コミュニティ共育が掲載されました 
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－その他－  

 
 
 
売上高   1,643百万円 
  
営業利益    ※ ▲65百万円 

2013年3月期（通期実績） 

 
 
 
売上高     1,683百万円 
  
営業利益           ※  36百万円 

2014年3月期（通期計画） 

 
(※本社管理部門の費用配賦前の営業利益)  

» インターネットを介した小・中・高校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。 

» ICT教育プラットホーム・コンテンツの販売を推進しておりま
す。 

ICT教育事業 

※実用新案登録第3139277号 PCT国際特許出願済 

 （出願番号PCT/JP2007/075282） 

» 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
業や一般社会人向けコンテンツも制作・販売しております。 

» 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。 

能力開発事業  

» 幼児を対象としたネイティブ教員とのふれあいを通じて 国際感覚
を養成する保育施設や、小学生向けオンライン英会話レッスンを展
開しております。 

» 今後は世界で活躍できる人材の育成を目指し、中高生の留学支援な
ど幅広い年齢層の育成を推進してまいります。 

グローバル人材育成事業 
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－その他－ ICT教育事業 

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 

» ちょいトレ英会話 など 

» エコノ・インサイト 
» 新入社員ブートキャンププログラム 
» 不動産投資の学校 
» IFRS概論   など 

» ネットライブ ハイレベルコース 
» ファロス個別ライブコース                         

映像授業 
VOD（Video on Demand）授業により、都合の良い時間に、繰り返し何度でも受講が可能 ※VODの有
無は開講コースにより異なります 
 

スクール機能 
図書室や質問受付、またカウンセリングルーム（受講生・保護者）など、学校や塾に備わっている機能が
ネットスクール内で利用可能 
 

コミュニティ機能 
全国どこにいてもネット上で受講生同士の情報交換・コミュニケーションが可能 

» 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  
» 衛生管理者講座  など 
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 ICT教育事業では職業・年齢を問わず品質の高い講座を提供するインターネットを介したネット

スクールの集合体「スクールシティ」を運営 スクールシティホームページ http://scweb.jp/ 

スクールシティの魅力 

開講コース 
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－その他－  グローバル人材育成事業 

 グローバル人材育成事業では英会話養成講座を推進するとともに、専門教育機関等との連携に

よる本物志向の教育サービスを幅広い年齢層に提供 

幼児期からの英会話能力養成 

 英語で保育、英語で授業をモットーに、経験豊かなネイティブ教員との生活面を含めたふれあいを
通じて、英会話能力を育成。国際感覚を養成する英語環境の保育施設を大阪府および兵庫県に6校展
開しております。（2013年6月現在） 

中高生の留学支援 

IGS（株）との提携によるTOEFL講座等のweb配信  

海外の大学に留学を希望する中高生向けに、TOEFL受験者用の授業をWEB配信。TOEFL以外に
もIGS（株）から英語の小論文対策や教養講座の提供を受け、配信を行う予定です。 

 世界のトップスクールを経てグローバルリーダーを目指す中高生のための新しいタイプの教育
機関。従来型の塾・予備校とは全く違う、「世界標準のコミュニケーション力」を養成するため
の教育を行っています。 
 現役合格実績：ジョージタウン大学、ワシントン大学、ボストン大学など 

IGS（株）について 

http://iglobalsociety.com/
http://www.blue-dolphins.net/
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－その他－  能力開発事業 

 能力開発事業では、社会全般で注目されている『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」を制作・販売 
日本速脳速読協会 http://www.sokunousokudoku.net/ 

速読中の脳の動き 

全国1,600教室以上に 
導入 

（2013年6月現在） 

実績 

» 全国70､000人の受講者が実践！ 
» 全47都道府県1,500以上の学習塾や

公・私立学校で導入！ 
» 地方検察庁などでの採用実績あり！ 

メディア掲載情報 
日経MJ、日経産業新聞 

千葉テレビ『ナイツのヒット商品会議室』 
ＮＨＫ総合テレビ「あさイチ」 

プレジデント社「プレジデントFamily」ほか 

主催イベント 
» 速解力検定（年2回） 
» 速読甲子園（年1回） 
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右脳速読講座 

http://www.sokunousokudoku.net/contest/7th.html
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トピックス ＩＣＴ教育事業の推進 
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 グローバル人材育成を目的とするICT教育プラットホームならびにコンテンツ販売を推進 

新会社 株式会社GGIの取り組み  
グローバル人材の育成を目的とした新会社、株式会社GGI（グローバル ゲート インスティテュート）ではグロー
バル人材育成の認識の高まりや、タブレット端末の普及によるデジタル教育市場の拡大等から、住友商事と協業し、
お互いの教育メソッドやノウハウを活用した、教育機関や企業に向けた教育サービスを提供してまいります。 

LMS（学習管理システム）・双方向WEB研修システム 
WEB会議システム 

企業 

塾・学校 

グローバル人材の育成 

事業展開 

教育ITソリューションEXPOへ出展 

 2013年5月に学校向けIT専門展の「第4回 教育
ITソリューションEXPO」に参加。グローバル人材
育成を主眼においた教育サービスの拡大を図って
まいります。 

【学校向け英語学習コンテンツ
“TOEFL Complete” 】 

【教育ITソリューションEXPO出展】 

 自己学習・双方向学習プラットホーム、 
 英語学習コンテンツ(小・中・高校生対象） 
 ■ネット留学Meet the World＝ネットを使って教員資格を 
  もったネイティブがレッスン。 
 ■TOEFL Complete＝TOEFL iBT対応e-ラーニングプログ 
  ラム 
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期 年度 
一株当たり 
配当金（円） 

純資産 
配当率（％） 

利回り 
（％） 

34期 2010.3 13.50  3.2 6.03  

35期 2011.3 15.50  3.7  5.81  

36期 2012.3 13.50  3.1  5.00  
 

37期 2013.3 
15.50  

3.7 4.53 

38期予想 
 

2014.3 13.50 - - 

株主還元の充実 

（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。 

（記念配2円含） 

0.0  

1.0  

2.0  

3.0  

4.0  

5.0  

6.0  

7.0  

2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 

年平均利回り 

ウィザス配当利回り 

10年国債利回り 

配当利回り（東証１部加重平均） 

（％） 

単元株数 100株 

第1四半期末終値 
（2013/6/28） 

303円 

（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38期につきましては、中間配当予想5.5円、期末配当予想8円となっております。 

（注2） 

24 



With us Corporation 

 

環境保全活動、CSR活動等の実施 

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。 
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。 

キャップ回収： 2,999,047個 
ワクチン：  3,748人分 
CO２削減：   23,617.5Kg 

「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 2013年6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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東証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  

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。 
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