
在籍生徒数はバランス良く増加、売上高は8期連続の増収。
高校3年生の行動変化の影響を受けるも業績は計画水準の進捗。

　当社の創立記念日である8月3日を「『共創する未来』の日」として、当社が日本記
念日協会に申請し正式に認定されたことを受け、8月5日に対話ミーティングを開
催しました。参加社員は東京・大阪合わせ約500名。「共創する未来」とは、多様な
価値観を持った人々が共に描き共に実現する未来のことです。当社にとって、心通
う対話から始まる共創が不可欠。多様な社員同士が部門を越えてビジョンを語り合
うミーティングは、共創を実践し新たな価値を生み出す契機となりました。

「『共創する未来』の日」を記念し、対話ミーティングを開催
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やればできるという自信
チャレンジする喜び
夢を持つ事の大切さ

私たちは
この３つの教育理念とホスピタリティを

すべての企業活動の基軸とし
笑顔あふれる「人の未来」に貢献する

企 業 理 念
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　株主の皆様におかれましては日頃より当社事業への
ご理解ご支援をいただき、感謝申し上げます。当上期は、
売上高は9,820百万円（前年同期比3.7％増）となりま
した。期中平均在籍生徒数が31,888名（前年同期比
1,347名増）と安定的に増加したこと、講師採用につい
ても11,185名（前年同期比7.3%増）と順調に推移し
質の高い教育サービスを支えることができたこと、新
教室を5教室開校しドミナント出店を継続したことな
どが増収につながっています。
　営業利益は586百万円（前年同期比1.3％増）となっ

　今期は中期経営計画「To go for the NEXT ～ホス
ピタリティ経営2020～」の2年目にあたります。下期に
かけては、期初に掲げた通り、中期経営計画最終年度
の業績目標を1年前倒しして達成することを目指し、

　未来予測の難しい時代の中、教育に携わる者として
「人の未来」、「社会の未来」に貢献していくためには、
多様な人財が新しい価値を共に創り上げる共創が欠か
せません。社員や講師が「お客さまのために」という想
いを一つに、共に成長し、共に価値を生み出し続ける。
目と目を合わせたあたたかい対話に始まる「心通う関

ています。新教室の開校に伴う地代・家賃や教室人件費
が増加したほか、講師向け研修といった人財育成施策
など中長期を見据えた投資を実行しました。
　今年度は2020年教育制度改革を直前に控え、現在
の高校3年生は現行の大学入試制度による受験最終学
年となるなど、大きな変革期にあたります。そのような
市場環境の中でも、多くのお客さまに当社をお選び
いただくことができ、おかげさまで増収増益を達成する
ことができました。

事業活動にまい進します。来期以降については、2030年
までの大きな道筋を描く「VISION2030」を見据えた、
新中期経営計画の策定を進めており、2020年4月の
公表を予定しています。

係性」を土台とした、共創を生み出す組織づくりを実践
していきます。そして、人づくりや人の成長に注力する
ことで持続的な事業成長を目指し、企業理念に掲げた

「笑顔あふれる『人の未来』」に貢献します。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご指
導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

Q

Q

Q

A

A
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2020年2月期上期（3月〜8月）業績の振り返りを聞かせてください。

下期及び来期以降の経営方針について教えてください。

株主の皆様へのメッセージをお願いします。

前年同期比で増収増益。業績は堅調に推移しました。

新中期経営計画を策定中。2020年4月に公表の予定です。

「心通う関係性」を土台とした、共創を生み出す組織づくりを実践していきます。

多様な人財による新たな価値の共創を通じ
笑顔あふれる「人の未来 」に貢献します
代表取締役社長　齋藤 勝己

TOP INTERVIEW トップインタビュー
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　各教室のリーダー講師を対象としたプログ
ラムです。リーダーシップコミュニケーション
やバックキャスティング思考など、社会の中で
自分らしく生き抜くための力を、参加者同士が
切磋琢磨し身に付けていきます。3年目を迎え
る今年度は、首都圏、関西に加え愛知・福岡に
もエリアを拡大。昨年に対して2倍近くとなる
230名の講師がエントリーしています。対象エ
リアを全国に展開することで、講師が主体的に
学べる場を大幅に拡大しました。

　仕事を通じた成長実感から生まれる活力。
その活力こそが顧客の皆様に提供するサービ
ス品質に直結すると当社は考えています。そ
こでTEACHERS ' SUMMITや研修など、仕
事を通じた学びの機会の拡充を実施し、講師給
与の見直しを行いました。これらに伴い、現在
の収益構造を維持することを目的に、授業料等
の価格改定を10月より実施しています。

当社で働く講師は8月31日現在で11,185名（一部事務アルバイト含む）。1人でも
多くの方にご応募いただき、1人でも多くの方に働き続けていただくことが安定した
講師層の形成につながり、お客さまに提供するサービス品質に結びつきます。当社で
働く価値を講師に実感してもらえるための取り組みに継続的に注力しています。

当社で働く価値の向上を

　当社は、江東区立第二辰巳小学校におけるプログラミング授業を受託しました。
2019年10月から全6日間、同小学校の5・6年生全員を対象に、社会の営みと
テクノロジーをむすびつけて考えるS D G s発想のカリキュラムや「協働する力」
を身に付ける授業など、当社独自のプログラミング教育を提供します。今後も、
これまで培ってきた指導ノウハウを進化させてサービスに磨きをかけ、プログラ
ミング教育事業の展開を加速してまいります。

江東区立第二辰巳小学校におけるプログラミング授業を受託
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TEACHERS' SUMMITアカデミー リーダーシッププログラム全国展開

学ぶ機会の拡充と給与の見直し

●対象 個別指導塾事業: 授業料、講習会費、 設備費 
　　　 サイエンス・文章表現教室: 受講料

●改定率 約5%

価格改定 (2019年10月〜)

▼

講師の活力創出

学ぶ機会の拡充
(TEACHERS’ SUMMIT、研修等)

給与の見直し
(2019年10月〜)

TKGの講師に対する取り組み

▲ リーダーシッププログラム　第1回の様子
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社名 株式会社東京個別指導学院

資本金 642,157千円

従業員数 社員 526名　アルバイト講師他 11,185名

主要な事業内容 個別指導教育を中心とした教育事業

取引銀行 三菱UFJ銀行､三井住友銀行､みずほ銀行

発行可能株式総数 267,000,000株

発行済株式の総数 54,291,435株

株主数 5,857名

株　主　名 所有株式数（千株） 持株比率（％）

株式会社ベネッセホールディングス　 33,610 61.90

有限会社エス・ビーアセット・マネジメント 10,709 19.72

馬場 信治 2,782 5.12

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1,159 2.13

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 1,129 2.07

会社概要

役員の状況

株式の状況

大株主（上位5名）

代表取締役社長 齋藤　勝己

取締役副社長 井上　久子

取締役 山河　健二

取締役（社外） 大村　信明

取締役（社外） 岩田　松雄

常勤監査役 藤田　穣

監査役 齋藤　直人

監査役（社外） 長澤　正浩

監査役（社外） 高見　之雄

会社情報 （2019年8月31日現在）

〒163-0525 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 新宿野村ビル25階
Tel : 03-6911-3216 

● 株主メモ
事業年度 3月1日～翌年2月末日

期末配当金支払株主確定日 2月末日

第2四半期末配当金支払株主確定日 8月末日

定時株主総会 毎年5月

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町1−1 
TEL： 0120-232-711（通話料無料）

（郵送先）
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

上場証券取引所 株式会社東京証券取引所 市場第一部

公告の方法

電子公告により行う。
公 告 掲 載URL： httpｓ://www.tkg-jp.
com/ir/irinfo/e_notice.html

（ただし、電子公告によることができ
ない事故、その他のやむを得ない事
由が生じたときは、日本経済新聞に
公告いたします。）

スマホ
でも！

https://www.tkg-jp.com/ir/

東京個別指導学院 IR 検 索

　年間8教室を目安とするドミナント出店を継続しています。
上期は、3月に東京個別指導学院曙橋教室（東京都）、同亀
有教室（東京都）、6月に同海浜幕張教室（千葉県）、7月に
同月島教室（東京都）、同池尻大橋教室（東京都）の計5教
室を新規開校。計画通りの進捗となっています。既存教室
の増床や移転などキャパシティ拡大についても引き続き実
施し、事業規模の拡大に努めてまいります。また下期につ
いては、11月に関西個別指導学院池田教室（大阪府）の新
規開校を予定しています。

上期で5教室を新規開校
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IRサイトの
ご案内

▶ 東京個別指導学院月島教室

▶ 東京個別指導学院海浜幕張教室
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