
■ステップ（東証１部/9795） ※図表はバフェットコード様の著作より転載

※1

※1 集中投資を厭わずに遂行するため今期予想利益を非開示

高校・大学受験生向け学習塾。神奈川地域密着・高品質授業で高実績。トップシェア。
安定成長基盤に加え、横浜・川崎攻略に向けた集中投資の成果に期待。

岩盤

超安定 超安定

高収益率

利益非開示



■ビジネス図解
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■売上構造

生徒単価生徒数 ×
売上

校舎数と定員充足 出題多様化・多科目受験対応

売上超安定成長・25期連続増収

※図表は会社開示の決算説明資料より抜粋

安定増加

小中・高校共に伸長

地場密着浸透により既存校着実増。新規校も寄与。ドミナント戦略で新規進出余地も豊富。
教育資金は底堅く単価維持。今後、試験多様化・多科目受験対策でじわり増狙う。



■コスト構造
※図表は会社開示の決算説明資料抜粋

営業利益 約25%

高い合格実績による口コミ効果で低水準で集客

講師はほぼ全員が正社員教師

校舎の新設・拡充に伴うコストと
日々の各施設運営コスト
（償却費もほぼ設備関係）

コスト

明瞭・安定的コスト構造

設備・教材人件費 +
売上比 約50％ 売上比 約25％

売上比のコスト項目は、毎年ほぼ同比率で安定的に推移。
規模の拡大に伴う売上伸長に連れて、コスト項目も緩やかに増加。結果、営業利益率も超安定。

粗利率:約30%

営業利益率:約25%



■成長シナリオ

少子化とはいえ教育費使途は引き続き堅調に推移

エリア拡大型

神奈川県下は少子高齢化は進むものの、県下小中学生の50％を超える横浜・川崎シェアが少ない。
県下全体の学生総数のシェアも5％に満たず、出校余地は十分と認識。（会社見解も同一）

横浜・川崎以外は少子化進む

横浜・川崎は少子化顕在化せず

認知度向上型

横浜・川崎地域での高実績により従前認知度が薄かった地域での入会獲得が一層進み収益性が高まる。

新サービス型

キッズ分野進出や特色・英語ネイティブの特化型試験対応の授業導入による付加価値向上。

値上げ型

品質と実績の伴う授業に対し、満員が多い中で値上げ余地も模索可能とみる。但し、公立志向の生徒を多く
受け入れる同社がえげつない値上げを課すとも考えにくい。

【神奈川県下の小中学生】
横浜 17万人
川崎 6万人
その他県下 20万人

【ステップ生の小中学生】
2万人弱



■財務データの確認（PL）

売上安定成長

粗利率安定推移

販管費率抑制 漸増から横ばいへ

超安定・優秀な過去推移 → 将来の利益率改善は踊り場か？

売上安定成長

粗利率安定推移

販管費率抑制 漸増から横ばいへ

粗利率は安定推移、販管費率抑制が営業利益率向上に寄与。但し、販管費率抑制の限度も
近い印象で、利益率改善余地は縮小。→今後の成長は売上伸長に収斂か？

新学期の生徒入れ替えで３Qは業績が凹む季節要因あり



■財務データの確認（BS）

会社規模拡大・財務力岩盤

※図表は会社開示の決算説明資料抜粋

現金増加（ちょっと留保過多？）

新規校舎の拡充による増加

借入返済（更に財務改善）

急改善

妥当水準へ改善

純資産が順調増



■財務データの確認（CF）

安定的なフリーキャッシュフローを生成

※図表はバフェットコード様の著作より転載

安定的な営業CFの推移

程よい程度に投資を継続 借入金の返済を進める



■決算アウトルック

２Qで大幅減益に転換。
～ 2年間の先行投資の影響と思われるが中身をチェック ～

１Qは投資着手したものの、かろうじて営業増益を確保していたが・・・

2Qは２桁の大幅減益となった。こんなことこれまでのステップではなかったこと。大丈夫か・・・

※表は会社開示の決算短信より転載

結論：全く問題ないと思われる。むしろ好調だと思われる。



■決算精査（売上－粗利の状況）

横浜・川崎戦略奏功のボーナスや設備投資継続により減益
～ 一過性コスト考慮後の利益は順調 ～

売上 2,700百万円

粗利益 852百万円
（31.6%）

前期2Q

売上 2,756百万円

粗利益 639百万円
（23.2%）

今期2Q

2%増収／25%減益

減益要因

粗利益 924百万円
（33.5%）

[補正]今期2Q

一過性コスト

285百万円

※全てが一過性コストとは言い切れないものがある事には留意。

順調！
1人平均22万特別賞与

※図は会社開示の決算短信より転載



■決算精査（販管費の状況）

販管費（本部コスト）は直接的な投資影響は限定的で過去トレンド通りに推移

売上 2,700百万円

販管費 245百万円
（9.1%）

前期2Q

売上 2,756百万円

粗利益 250百万円
（9.1%）

今期2Q

販管費は横ばい

変調なし！
販管費は本部人件費と本部経費が主体であり、
横浜・川崎戦略の投資の直接的な影響はなく
従来と同様の水準感で推移しているものと思われる。



■決算精査（営業利益の状況）

粗利低下の影響で営業減益も、考慮後利益は順調

売上 2,700百万円

販管費 607百万円
（22.5%）

前期2Q

売上 2,756百万円

粗利益 389百万円
（14.1%）

今期2Q

36%減益

粗利益 674百万円
（24.5%）

[補正]今期2Q

粗利で考察した通りの一過性コストを考慮。

順調！



■還元姿勢

安定配当の増加＋優待拠出も改善

＜将来配当をコミット＞
20.9期まで先行投資期のため、
19.9期と20.9期の配当をコミット

38円

19.9期

40円

20.9期

利益非開示ながら長期で
応援してもらいたいという会
社からのメッセージと受けとめ。

18/12総会で議論
↓

クロス対策を即座に対処。

特別配当5円

※表は会社開示の決算短信より転載



■株価推移

緩やかな上昇トレンド継続が崩れ株価は疑心暗鬼

労災関連報道や先行投資による利益非開示による
透明感から足元は軟調な株価。



■事業上のリスク

多くのリスクを抱えるが可能性低／影響度高は一局集中リスクくらいか。

社長交代

19/9期で社長交代が宣言されており、従来の
戦略の遂行や体制変化に伴う内部統治などに
変化がみられる可能性がある。

教師の質的・量的不足

高品質授業を定員厳格化の下で遂行するため
に、緩やかな成長を支えるに足る質と量を備えた
教師陣獲得の苦戦は業績ブレーキの要因となる。

神奈川一局集中の事業展開

神奈川県下において、天変地異災害により甚大
な被災が生じると事業運営が滞る可能性がある。

従業員の不正行為

悪意を持った従業員が情報漏洩や風評被害を
もたらすことにより事業運営上の支障をもたらす可
能性がある。

受験制度の変更への対処

多様的な人材教育の観点で現行の受験制度の
変更に伴う塾の在り方の変化への対応。
EX. 私学定員厳格化による公立受験減少

経営経験は未知数ながら、現取締役は叩き上げが多くステップイズムは根付
いていると判断。社外取締役木島氏も湘ゼミ創業精神から十分に期待が持
てる。また龍井氏も何かしらの立場で残ることが想像され、急激な変化は受
容できると判断。

経営として処遇改善や現場主義に報いる体制を構築する事で対応はされて
いると理解。質の確保は社内の研修やメンタリングなどの諸制度の活用・実
体運用をモニタリングしていくしかない。

天変地異等の事業継続性リスクは排除は難しいものの、保険対策で物理
的被害への対処はなされている理解。財務は厚く、即座に破綻というシナリオ
は可能性は低いと考えられる。

経営として処遇改善や現場主義に報いる体制を構築する事で対応はされて
いると理解。質の確保は社内の研修やメンタリングなどの諸制度の活用・実
体運用をモニタリングしていくしかない。

私学集中は構造的に足元進行中であるものの、公立の存在意義が損なわ
れる政策はどこかで転換されると理解。公立学校への受験ニーズは時流によ
り凹凸はあれど根源的な需要が減衰したままになることは考えにくい。



■未来の考察（各種レシオ）

売上根拠となる各指数は安定的に推移を継続

生
徒
数

生
徒
単
価

教
師
推
移

■小中学部
校舎数伸長に伴い安定的に生徒数増加が期
待出来る。

■高校部
1校舎当たり生徒数が漸増傾向。校舎伸長が
穏やかな分、生徒数伸長もマイルド。
今後校舎増により伸長加速を期待。

■小中学部
生徒単価は景況感に依らず安定推移。
今後試験形態の多様化対策の付加価値向
上で値上げ余地あれば売上伸長に期待も。

■高校部
難関校受験層伸長による多科目対策による
生徒単価上昇が軌道に乗れば面白い。

■小中学部
1教師当たりの生徒数も安定推移。今後生徒
数増に対応可能な良質教師の確保が課題。

■高校部
全体規模が小中学部に比して小さく、1教師
当たり生徒数にはまだ余裕があるか。

180人/校

40万/人

43人

330人/校

47万/人

45人



■未来の考察（売上構成の皮算用）

過去実績を踏まえ将来売上構成を予測。生徒数伸長がメインシナリオ
～生徒単価は概ね教育費の現実的なキャップを意識し従来線で策定～

小中学部 18/9実 19/9予 20/9予 21/9予 22/9予 23/9予

校舎数 128校 130校 133校 137校 141校 145校

1校舎当たり生徒数 177.4人

生徒数 22,710人 23,400人 23,940人 24,660人 25,380人 26,100人

生徒単価 39.5万/年

セグメント売上 8,980百万円 9,360百万円 9,576百万円 9,864百万円 10,152百万円 10,440百万円

1教師当たり生徒数 42.7人

教師数 532人 544人 557人 573人 590人 607人

過去実績に基づき40万で算出

過去実績に基づき180人で算出

過去実績に基づき43人で算出

高校部 18/9実 19/9予 20/9予 21/9予 22/9予 23/9予

校舎数 14校 15校 15校 16校 16校 17校

1校舎当たり生徒数 325.9人

生徒数 4,562人 4,950人 4,950人 5,280人 5,280人 5,610人

生徒単価 45.0万/年

セグメント売上 2,054百万円 2,327百万円 2,327百万円 2,482百万円 2,482百万円 2,637百万円

1教師当たり生徒数 44.7人

教師数 102人 110人 110人 117人 117人 125人

過去実績に基づき47万で算出

過去実績に基づき330人で算出

過去実績に基づき45人で算出

131億

①

②

①+② ＋ 4億キッズ他 ≒ 135億

個人的見解に基づく皮算用です
(会社開示の予測ではありません)



■未来の考察（株価水準）

売上135億をべ―スに利益・資産水準から株価水準の見極め

売上 110億

営業
利益

26.8億
（24.3%）

EPS 112.4

BPS 1,154

18.9実

売上 135億

営業
利益

33.5億
（24.8%）

EPS 約140

BPS 1,580

23.9 予(堅調)

25％成長
(CAGR4.5%)

楽観シナリオ
売上 142億

営業
利益

36.3億
（25.0%）

EPS 約150

BPS 1,680

※売上はシミュレーション済
※利益率微増

35％成長
(CAGR6.3%)

※売上5%伸長
※利益率0.5％改善

140-150円

想定EPS

15-18倍

想定PER

2,100-2,700円

目標株価

× ＝

1,580-1,680円

想定BPS

1.4-1.8倍

想定PBR

2,210-3,024円

目標株価

× ＝

※BPSの算出根拠は過去積み上がり率から乱暴に試算。

※過去平均12.3倍 過去最高17.1倍

※過去平均1.3倍 過去最高1.8倍

個人的見解に基づく皮算用です
(会社開示の予測ではありません)

2000円台
半ば水準を期待

23.9 予(楽観)



■特記事項メモ

・株主総会は龍井社長のプレゼンにファンが集う、会社愛に溢れた運営。

・株主総会後の懇親会は着席スタイルから立食スタイルへ。(より交流レベルがあがって◎)

・株主総会のお土産がいつも地場のお菓子で、これが結構いける。

・「ゆっくり急ぐ」という方針が示されている。決して急激な成長はないが、着実積上げ思考が強い。

・生徒本位の姿勢が強すぎ、東証1部上場時も社員は関心が薄かった。

・塾都合での受験校の誘導は一切やらない。あくまで生徒の人生を貫く良塾。

・多趣味な社員がそれぞれの得意技でキッズ教育へ活躍している。

・苦瓜氏著作の「ずば抜けた結果の投資のプロだけが気づいていること 「すごい会社」の見つけ方」
で同社の類まれなる塾としての成功について紹介されている。



■最後に

当ファイルはあくまで個人的な見解に基づき記載をしています。
記載されている定量的・定性的内容については、事実と異なる可能性を多分に含んでおります。
従って、実際の投資判断はあくまで各自の主体的判断に基づき行われるようにお願いいたします。
なお、あくまで対象会社への投資を勧誘するものでも、否定するものでもありません。いわゆる煽りの
意思は一切ございません。

また、当方は初心者投資家でありますので、あるべき観点や考察の浅さが目に付くこともあろうかと
思います。そのような点にお気づきになりましたら、ぜひご指導のためにもご指摘を頂けますと大変嬉
しく思います。そのようなご指摘を頂ける機会を望み、稚拙ながら情報発信を続けておりますので、
ご理解とご協力をお願いできればと思います。

最後に、当資料の公開について、対象会社などからご指摘があった場合、即座に訂正をさせて頂く
とともに、必要に応じて公開を取りやめることといたします。


