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株式会社ウィザスと株式会社アルクとの業務・資本提携に関するお知らせ
株式会社ウィザス（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：堀川一晃、以下ウィザス
という。）と株式会社アルク（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：平本照麿、以下アルクと
いう。）は、平成 21 年３月 12 日開催の各社の取締役会において、両者間の業務・資本提携契約
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・資本提携の経緯および理由
ウィザスは総合教育サービス企業として、幼児から高校生までを対象とした、教科学習

指導・進学受験指導ならびに能力開発指導を行う「学習塾事業」の運営、高校卒業を国が
認定する「高等学校卒業程度認定試験(高認)」の受験指導・進路指導の「予備校事業」およ
び通信制高校に在籍する生徒の学習を支援するための「サポート校事業」の運営等を中核
として、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しております。ま
た昨年からインターネットでの対面指導を可能にする新たなウエブ教育システムの開発に
より、ｅラーニング分野での新サービス開発において各種教育コンテンツを有する企業と
の連携をはじめております。さらにはグループ会社株式会社ＳＲＪ（本社：東京都中央区
代表取締役社長

堀川

直人）では能力開発プログラムの全国の学習塾等への提供など、

教育サービス事業全般に幅広く取り組んできております。
一方、アルクは語学学習者のための通信教育用教材の企画制作をはじめ、書籍（単行本、
情報誌など）
、各種デジタルコンテンツの提供、ｅラーニング教材の企画開発など、語学分
野における学習者向けの様々な支援等を行っており、このほか、連結子会社である株式会
社アルク教育社（本社：東京都千代田区

代表取締役社長

三島照芳）では企業向けにグ

ローバル材育成のための語学研修プログラムの企画開発提供を行うほか、学校など教育機
関向けに様々な語学教材を提供しております。またその他の連結子会社である株式会社ス
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ペースアルク（本社：東京都杉並区

代表取締役社長

平本照麿）は、アルクグループの

インターネット関連事業の中核を担っており、語学学習者向けに様々なコンテンツを提供
しております。
このような中、両社の事業領域においての業務連携の可能性を模索する試みを以前から
続けておりました。そして、より具体的な取り組みを促進するためにウィザスはアルクの
株式を４％強保有していくことで、具体的な取り組みに着手してきました。
そして、ウィザスのグループ会社である株式会社ＳＲＪとアルクとは、速読の能力開発プロ
グラムにアルクの持つ英語学習コンテンツを融合した学習コンテンツの開発販売を共同で推進
してまいりました。また、ウィザスグループの関連会社株式会社キャリアナビが開催している
英語ボキャブラリーの検定試験事業においても、アルクの英単語教材の販促などにも取り組ん
できましたが、事業として軌道に乗るというまでには至らない状況で推移しました。
この度の提携は、上述の経緯を踏まえて、事業化に結びつく連携をより強化し深めていくた
めに、資本関係を一層強化することで、両社の企業価値向上を実現させるべく取り組んでまい
ります。すなわち、これまでの両社の関係を踏まえた上で、業務提携の取り組みだけでは十分
な成果に至っていないことを鑑み、両社のリソースの共有等を実現し、資本提携まで実施する
ことで事業化ならびにビジネスモデルの構築ができると判断いたしました。
ウィザスが有する学習塾事業、高卒認定予備校、サポート校および通信制高校事業、その他
インターネット環境を利用したスクールシティ事業および生徒のキャリア実現支援を行うキャ
リア教育事業と、アルクが有する語学教育コンテンツおよびその企画編集、インターネット環
境を利用した顧客コミュニケーションサービス事業、既存受講者会員の組織化、通信販売事業
および研修事業の企画販売など、お互いの事業ノウハウとネットワークを、幅広い分野で相互
の事業活動において全面的に活用して相乗効果を創出していくことを合意しております。そし
て、これらの事業連携の実現で、教育関連産業への斬新な教育コンテンツとその活用を図るソ
フトサービス提供によって、競合優位を実現し、両社の企業価値を創造していくことを目的と
しております。

２．業務提携の内容
両社は、互いの経営資源のシナジーによる事業基盤の強化・発展のため、下記の内容を含む
業務提携を行います。なお、本業務提携のより詳細な内容については、両社で継続して提携協
議会を設置のうえ進める予定でおります。
①インターネット環境を利用した語学分野をはじめとする e ラーニングおよび教育サービス関
連事業
ウィザスは、インターネット環境を利用した資格・検定や様々な生涯学習プログラムをネ
ットスクール「スクールシティ事業」を通じ提供を開始しております。一方、アルクは、イ
ンターネットコンテンツとして「英辞郎 on the WEB」、ポータルサイト「スペースアルク」
および顧客コミュニティーサイト「Ａｌｃｏｍ

Ｗｏｒｌｄ」を語学学習者向けに展開して

おり、また e ラーニングとして「ネットアカデミー２」による語学学習法を提供しておりま
す。両社の目指す社会貢献としての生涯学習をキーワードに、語学に強いアルクと様々な資
格・検定をサービス提供しているウィザスが、更に新たなインターネットにおける市場を実
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現することを展開してまいります。
②日本語教育に関連する事業連携
ウィザスは上述のネットスクール「スクールシティ事業」において、平成 21 年 2 月に国内・
海外の日本語学習者を対象にした教育事業会社（株式会社グローバルエール
浪速区

代表取締役社長

堀川

本社：大阪市

一晃）を立ち上げ、その関連でのキャリアサポート事業も

強化推進していく計画を有しております。アルクは語学教育として日本語学習者、日本語教
師向けに出版物、通信教材等を提供しております。両社でそれぞれ保有するコンテンツと受
講者向けに新たなキャリアサポートを提供できるとともに、また政府機関による「2020 年
30 万人の留学生計画」、「アジア人材資金構想」の支援等に向け新たな教育ニーズの市場創
出を展開してまいります。
③従来取り組んできた能力開発分野での教育コンテンツ強化と拡販
ウィザスは平成 20 年６月 20 日、Ｚ会グループと業務資本提携を行うなど中学生、高校生
向けの受験教育事業へも幅広く展開しております。アルクは語学教育として出版物、通信教
材、デジタル教材等を多数保有しており、大学生、社会人向けの語学教育市場において多く
の支持を得ております。両社がそれぞれの強みで力をあわせることで、両社の顧客向けに新
たなサービス価値向上を図ってまいります。また入試英語の変化に対応した中学生・高校生
向けの語学教育事業の強化として語学教育コンテンツの充実も図ってまいります。
④モバイル（携帯端末）環境利用による教育コンテンツ提供事業
アルクはモバイル（携帯端末）環境を利用した語学教育を軸とした学習コンテンツを展開
しております。ウィザスは本モバイル（携帯端末）環境を利用した教育コンテンツ等を展開
することで新たな価値創造を創出することを図ってまいります。
⑤翻訳者・通訳者養成に関する専門性の高い語学教育事業
ウィザスはグループ関連会社において実務翻訳事業を営んでおり、株式上場を果たしてお
ります。アルクはグループ会社で書籍翻訳事業を営んでおり、また通訳者養成についても教
育事業を展開しております。今後、更にこのような専門性の高い語学教育事業を提供するこ
とで、学習者の資格取得、就職および転職等のキャリア実現を図れるよう充実したプログラ
ムを両社で組成してまいります。
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および信頼関係の構築のため、平成
21 年３月 13 日付でウィザスは、アルクの普通株式をアルクの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 11,588 株（発行済株式総数の 10.3％）を取得いたします。
①アルク株式における異動前のウィザスの所有株式数
5,287 株（所有割合 4.7％、議決権数 5,287 個）
②アルク株式におけるウィザスの取得株式数
11,588 株（議決権数 11,588 個）
③アルク株式における異動後のウィザスの所有株式数
16,875 株（所有割合 15.0％、議決権数 16,875 個）
④アルク株式におけるウィザスの取得価額
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金 115,648,240 円（1 株につき 9,980 円）
⑤アルク株式の大株主及び持株比率
順位
１
２
３
４
５

異動前
平本 照麿
ＳＵＮＭＡＬＯ株式会社
株式会社ウィザス
平本 順子
平本 英麿

26.27％
10.22％
4.70％
4.71％
4.51％

異動後
平本 照麿
株式会社ウィザス
ＳＵＮＭＡＬＯ株式会社
平本 順子
平本 英麿

15.97％
15.00％
10.22％
4.71％
4.51％

（注）平成 20 年 11 月 30 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 21 年３月 12 日
平成 21 年３月 12 日
平成 21 年３月 13 日

取締役会決議日(ウィザス、アルク)
業務・資本提携契約書締結日
既存株主による株式譲渡日

５．ウィザスおよびアルクの概要
[株式会社ウィザス]
① 商
号
株式会社ウィザス（ＵＲＬ：http://www.with-us.co.jp/）
② 主な事業内容 総合教育サービス企業
③ 設立年月日
昭和 51 年７月 10 日
④ 本店所在地
大阪市中央区備後町三丁目 6 番 2 号
⑤ 代 表 者
代表取締役社長 堀川一晃
⑥ 資本金の額
1,299 百万円
⑦ 従 業 員 数 578 名（平成 20 年９月末現在）
⑧ 大株主および持株比率
順位
１
２
３
４
５

平成 20 年 9 月 30 日現在
堀川 一晃
14.45％
株式会社増進会出版社
6.00％
堀川 直人
4.46％
堀川 明人
4.46％
ウィザス職員持株会
4.44％

⑨ 株式会社アルクとの関係
ウィザスはアルクの株式を 5,287 株（発行済株式総数に対し 4.7％、議決権比率も同じ。
）
保有しております。人的および取引関係は現段階で一切ありません。
[株式会社アルク]
① 商
号
株式会社 アルク（ＵＲＬ：http://www.alc.co.jp/）
② 主な事業内容 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
制作および販売
③ 設立年月日
平成 15 年６月 2 日（創業 昭和 44 年４月）
④ 本店所在地
東京都杉並区永福二丁目 54 番 12 号
⑤ 代 表 者
代表取締役社長 平本照麿
⑥ 資本金の額
359 百万円
⑦ 従 業 員 数 360 名（連結：平成 20 年 11 月末現在）
⑧ 大株主および持株比率
順位
１
２
３
４
５

平成 20 年 11 月 30 日現在
平本 照麿
ＳＵＮＭＡＬＯ株式会社
株式会社ウィザス
平本 順子
平本 英麿
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26.27％
10.22％
4.70％
4.71％
4.51％

⑨ 株式会社ウィザスとの関係
ウィザスはアルクの株式を 5,287 株（発行済株式総数に対し 4.7％、議決権比率も同じ。
）
保有しております。人的および取引関係は現段階で一切ありません。
６．今後の見通し
本業務・資本提携の具体的な内容については、今後協議を進めていくこととしており、今期
および来期以降の業績に与える影響につきましては、現在精査中であります。
今後、両社は、本業務・資本提携効果の早期実現を図るべく全力を尽くし、業績への重要な
影響が予想される場合は、確定した段階で適時発表する予定でおります。
以
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上

