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登壇 

 

 

中村：皆様、こんにちは。株式会社レアジョブ代表取締役社長、中村でございます。これより

2020 年 3 月期決算説明会を行いたいと思います。 

まず、はじめに 2020 年 3 月期実績になります。決算サマリーです。 

売上高はプラス 24%の増収となりました。個人向けに関しましては、市場の堅調なニーズを背景

にプラス 22.6%の増収となりました。法人・教育機関向けに関しましては、ＪＲ東日本様などの大

型案件が寄与し、プラス 27.1%の増収となっております。 

そして、営業利益に関しましては、プラス 150.6%の増益となっております。こちらは、売上増収

の効果に加え、生産性の向上や事業効率化によって、大幅な増益を達成したものでございます。こ

れら売上高、営業利益ともに、上場以来、過去最高を更新いたしております。また、増収率、増益

率につきましては、昨年度の増収率、増益率をそれぞれ上回っております。 
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昨期の決算概要になります。 

売上高に関しましては 45 億 1,200 万円となり、前年同期比でプラス 24%となっております。売上

総利益に関しましては 28 億 2,900 万円となり、プラス 26.5%。営業利益に関しましては 4 億

4,600 万円でプラス 150.6%。経常利益に関しましては 4 億 1,500 万円でプラス 145.4%。当期純利

益は 2 億 500 万円となりまして、プラス 64.7%となっております。営業利益率は 9.9%となり、昨

年に比べまして 5 ポイント改善しております。ROE は 15.2%となっております。 
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期中に上方修正いたしました業績予想に対して、売上高は想定どおり 100.3%で着地いたしまし

た。営業利益に関しましては、想定を上回り 111.6%で着地しております。経常利益に関しまして

も 118.8%で着地し、当期純利益は 102.6%という形で、それぞれ上回って着地となりました。 

 

上場後の連結業績推移になります。 
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売上高に関しましては、創業以来増収を続けており、営業利益に関しましては、4 期連続の増益と

なり、それぞれ過去最高を更新しております。また、増収率、増益率ともに昨年度の増収率、増益

率をそれぞれ上回り、急激に成長のスピードは伸びております。 

 

売上高の内訳になります。 

個人向けと、法人・教育機関向けの二つに分けますと、昨期に関しましては個人向けが 30 億

7,700 万となり、法人・教育機関向けに関しましては 14 億 3,500 万円となっております。構成比

といたしましては、個人向けが 68.2%、法人向けが 31.8%となり、個人向けのほうが大きくなって

おります。一方で、昨年対比の増減率として見ますと、法人・教育機関向けのほうが売上高の伸び

は大きくなっており、プラス 27.1%、個人向けはプラス 22.6%となっております。 
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続きまして、費用の内訳になります。 

売上原価に関しましては会員数増加、また体制強化等により、プラス 20%増加しております。販

管費に関しましては、生産性向上や事業効率化によりコスト効率化を進め、増加を抑制し、営業利

益率が高まる要因となっております。 
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続きまして、連結貸借対照表になります。 

業績向上や借入により、現金等の残高は 9 億 200 万円増加しております。 

 

続きまして、連結キャッシュフロー計算書になります。 

フリーキャッシュフローが 2 億 6,700 万円増加し、キャッシュフローの獲得能力は高まっておりま

す。 
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続きまして、新型コロナウイルス感染症への弊社の対応についてご説明いたします。 

まず、従業員向けの対応についてでございます。2020 年 1 月末から、段階的に新型コロナウイル

ス感染症への対応を実施しております。1 月、2 月に関しましては、マスクの着用や在宅勤務への

移行を開始というところを少しずつ始め、4 月頭から完全に在宅勤務を開始しております。弊社の

子会社、フィリピン、シンガポールにおきましても、フィリピンにおいては 3 月半ばから完全な在

宅勤務、シンガポールも現在在宅勤務となり、すべてのグループ企業において、在宅勤務となって

おります。 
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われわれのパートナーである業務委託講師、それからレッスン供給パートナーについてでございま

す。 

安定的な事業継続を実現しつつ、ビジネスパートナーの安全にも配慮した事業運営に移行しており

ます。講師につきましては、もともと自宅でレッスンを行っている人がほとんどでございますの

で、フィリピンでロックダウン、自宅からほとんど出られないという状況になったとしても、問題

なく業務は続行することができるようになっております。また、自宅にいるというところで、過去

に講師を行っていた人とか、新たに講師を行いたいという人たちのレッスンが増えている形になっ

ております。 

また、レッスン供給パートナーについてですが、一部のレッスンについては、レッスンセンターか

らレッスンを提供しております。こちらのレッスンセンターに関してですが、ロックダウンに伴っ

て、一部レッスンセンターからの提供は行えなくなり、在宅での提供に切り替えております。ま

た、一部では、レッスンセンターから提供することができる場合は、レッスンセンターから提供す

る形にし、問題なく事業継続ができるような形にしております。 
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続きまして、講師供給の状況になります。 

特に 3 月から生徒様の需要が増え、多くのお客様がレッスンを行っております。それに伴い、レッ

スンの数も増やしていかないといけないという状況になっております。そのときに、フィリピンに

おいても、日本よりも厳しい都市封鎖という形になりまして、多くの人たちが自宅にいる状況にな

っております。そのため、自宅にいるということで、自宅で働きたいという人が増加し、通常より

も多くの講師がレッスンを行い、また通常よりも多くのレッスン数を開ける。そして、レッスンを

行うという状況になっております。そのため、生徒様数が増えたとしても、レッスンの数も増え、

安定的なレッスン供給ができるというような形になっております。 

また、約 400 名、センターから教えている講師がおりますけれども、オフィスへの勤務が禁止さ

れたところがございますので、オフィスでレッスンをするのではなく、在宅に切り替えて、それぞ

れの自宅からレッスンを行うという形に移行してございます。そのような形で講師供給が問題ない

ように現状行っております。 
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続きまして、その他の事業運営全般に関してでございます。 

法人営業に関しましては、すべてリモートに移行しておりますが、従来からリモートでの営業スタ

イルを取り入れておりましたので、移行はスムーズに行えております。カスタマーサポートに関し

ましては、利用者が増えているため、問い合わせ数も合わせて増加しております。対応するリソー

スを増強することで対応中でございます。 

その他の部門につきましても、完全在宅勤務に移行しましたが、大きな問題は起きていないという

状況になっております。また、フィリピンにおきましても、3 月から完全在宅勤務になっておりま

すが、仕事には影響なく、ほとんどの部門で仕事が全うできる形になっており、事業への影響は現

状のところ少なくなっております。 
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続きまして、レアジョブが目指す姿でございます。 

われわれのグループビジョン、「Chances for everyone，everywhere.」。そして、グローバルに

人々が活躍する基盤を作る。これを目指して、われわれは事業に取り組んでおります。 
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そういった事業に取り組むにあたり、今、新型コロナ感染症によって、事業環境が変化しつつあり

ます。個人、企業、教育機関、われわれに関係しそうなところでまとめますと、このような形にな

ります。 

個人に関しましては、リモート環境で働くことが一定程度定着しております。また、新型コロナ感

染症が終息した後も、一定程度、このリモート環境で働く、自宅から働くということは残っていく

のではないかなと考えております。また、雇用環境が悪化したりすることにより、副業とか兼業と

いったことも進展するだろうと考えております。 

そして、今現状、われわれのサービスでも見られていることではありますけれども、空いた時間、

浮いた通勤時間、それから自宅にいることによってできる時間、外出できないことによってできる

時間が増えたため、自宅で学ぼうと、学びの機会を得ようという人たちが、非常に増えておりま

す。今後も自宅でさまざまなことをオンラインで学んでいく機会は増え、その市場は広がっていく

のではないかなと考えております。 

企業に関しましては、現在、在宅勤務により、さまざまなものをオンライン化するところが進行し

ております。業務以外にも、採用であったり、あるいは研修もオンライン化するというような形に

なっております。また、リモートワーク対応により、フリーランスなどの登用も進展するだろうと

考えております。 

それから、現在、海外への渡航、また、海外から日本に来るといったことができない状況でござい

ます。そうすると、海外事業を行っている企業の方々は、なかなか出張等はできないので、リモー

トでマネジメントしていくことが求められます。そのために、リモートで海外の現地の人をマネジ

メントする。もちろん、英語でマネジメントしていく。そういったところでは、さらに英語力とい

うものが必要とされていく。また、英語力だけではない、さらに上回ったスキル、交渉力とかそう

いったものが必要とされていく。そういった環境になっていくのではないかと考えています。 

続いて、教育機関でございます。教育機関は休校措置がとられており、学びのオンライン化、ICT

化が一定程度進展していくのだろうと考えております。また、家庭におきましては、学校に行けな

いということで、そこの学びの不足を自宅で補おうという動きもあり、民間のオンラインサービス

で補っていくことが、増えていくだろうと考えております。 

そうしますと、われわれが、従来から目指していた学びのオンライン化が、より加速していくだろ

うと考えております。また、スキルをベースにした働き方への移行が、新たな機会につながってい

くだろうと考えております。 
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続きまして、今後の事業展開になります。 

さまざまな学びのオンライン化、そして、スキルベース化が進展していく中で、われわれの既存事

業である英語関連事業を土台にしながら、グローバルリーダー育成事業、それから、キャリア関連

事業を進展させていき、さらに国内だけではなく、国外にも展開させていきたいと。そして、グロ

ーバルに活躍する人々を増やしていきたいと考えております。 
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現状の英語関連事業のサービスミッションは、「日本人 1,000 万人を英語が話せるようにする。」

ということを追い求めております。 

そして、この英語教育に関しましては、もともと創業したときは、英語をたくさん話せる機会を作

るというところにフォーカスし、機会の提供を、主に行っておりました。 

 

しかし、今は、それだけではなく、お客様全員が英語を話せるようにする。 

お客様のタイプ、レベルに合わせてさまざまな適切なコンテンツを用意し、適切な手段を用意し、

必ず成果を提供していく。そして、誰もが英語を話せるようになる。そういった英語教育を英語教

育 3.0 と呼び、これを目指して、さまざまなサービス展開に取り組んでおります。 
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学習成果の考え方に関してです。 

英語学習においては、学習効率、それから学習の量、すなわち質と量の掛け算になっていると考え

られます。質に関しては、三つに分け、まずアセスメントがあります。そこで、個々人の状態を正

確に評価します。続いて、そのアセスメントに基づいてレコメンドがございます。個人に適した学

習プラン、コンテンツといったものを推奨いたします。そして、その推奨されたコンテンツ、サー

ビスを提供し、学習を行います。この学習をさらに継続させていく必要がございます。継続するた

めにモチベーションを維持し、学習を続けられる仕組みを提供していくといったことが必要となっ

ております。 
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これらを、われわれはそれぞれテクノロジーを用いながら学習成果を大きく向上させることを行っ

ていきます。 

アセスメントに関しては、AI と音声認識技術を組み合わせ、スピーキングテストの採点自動化に

着手しております。早ければ、この夏ぐらいにはリリースできるのではないかと考えてございま

す。そして、その評価に基づき、幅広い学習プランやコンテンツを提供していきたいと考えており

ます。さらに、講師、あるいはコーチからフィードバックをもらい、モチベーションを高めてい

く、そんなことを実現しながらきちんと続いて成果が出るということを、われわれとしては行って

いきたいと考えております。 
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続きまして、グローバルリーダー育成事業とキャリア関連事業についてです。 

グローバルリーダー育成事業に関しましては、まずオンライン英会話事業のフィリピン人講師や、

それからラーニングプラットフォームを活用し、低コストでサービス化するというところを、まず

は実現させていきたいと考えております。 

そして、キャリア関連事業につきましては、英会話力や、先ほどのグローバルリーダー育成事業等

で身につけたグローバルスキル、それらを身につけた個人とそういった人たちを欲している法人と

をマッチングさせる仕組みを行っていきたいと考えております。そして、われわれの持っているア

セスメントのデータなどを用いまして、マッチング精度を高く行っていければと考えてございま

す。 
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続きまして、2021 年 3 月期の計画です。 

2021 年 3 月期に関しましては新型コロナウイルス感染症の影響がございますので、こちらの影響

を織り込んだ上で、計画しております。少し保守的に考え、その影響を織り込んでございます。そ

れでも、5 期連続の増収増益となる見込みでございまして、売上高として 53 億円を目指します。

また、売上総利益に関しましては 29 億 9,600 万円となっております。そして、営業利益として 5

億円を目指していきます。 
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こちらの計画の背景について、少々説明いたします。 

現状、特に 3 月、4 月、そして 5 月のここまでのデータを見ますと、新型コロナウイルス感染症の

流行に伴って在宅勤務が増えたことにより、さまざまな変化がわれわれのサービスに見られており

ます。 

まず、個人向けに関しましては、われわれの持っているサービス、幼小向けのリップルキッズパー

ク、それからレアジョブ英会話、ともに会員数は急増しております。それは、自宅にいることで多

くのお客様が学習を行うということから、会員数が急増するという結果になっていると思われま

す。具体的には 3 月では前年比に比較して約 140%、4 月に関しましては約 220%程度増えてお

り、大幅に増えている状況になってございます。 

続きまして、法人・教育機関に関してです。法人に関しましては、現状、まだ大きな影響は見えて

はおりませんが、この経済の不透明さ、不確実さから研修をいったん延期するような動きも見られ

ております。一方で、従来行っていたオフラインでの語学研修から、それができなくなったことに

より、オンライン研修に切り替えようという動きもあり、そういった企業様からの問い合わせもあ

り、受注が見込める形になっております。今後、どのような環境になっていくかがかなり不透明で

あるため、法人・教育機関向けに関しましては保守的に考え、伸びは 7.2%にとどまると見込んで

おります。 
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また、教育機関に関しましては、3 月、4 月、5 月と休校の影響により、授業導入に関しましては

先送りという形になっており、そこでの減収は予期されております。しかし、教育機関に関しまし

ては、まだ弊社の中での売上としては、非常に小さいものとなっており、影響は小さいと考えてお

ります。 

続きまして、売上原価になります。従来ですと、売上原価は、季節変動はあるものの、大きな変化

はそこまではないという状況でございました。しかし、今回の新型コロナウイルス感染症の流行に

伴い、多くの方が自宅にいることで、学習の回数が大きくなるという結果になっております。その

ため、レッスン受講回数に関しましては、従来の 20%から 30%程度増える結果になっておりま

す。そうすると、われわれの売上原価は、多くは講師のコスト、レッスンのコストになっておりま

すので、売上原価に関しましては、一時的に上昇し、粗利益率、売上総利益率は悪化する形になっ

ております。 

しかし、われわれのデータを見ますと、われわれのサービスの特性上、月あたりのレッスン回数が

上がると、お客様は長く滞在する傾向がございます。すなわち、レッスン回数が上がれば、リテン

ション率は上がり、ライフタイムバリューは伸びていくことになると考えております。そのため、

短期的には売上総利益率は下がり、利益率は悪化する影響がございますけれども、長期的に見る

と、利益は増えていく結果になると考えており、短期の視点、長期の視点で、考え方は異なってく

ると考えております。われわれとしては、長期的にこちらはよい結果をもたらすだろうと考えてご

ざいます。 

その他、販管費に関しましては、採用を先送りにしたり、費用の増加を抑制するといったことによ

り、一定の営業利益率を確保する形になっております。 
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そして、今期の業績見込みを行うにあたっての前提が、こちらの図になります。 

4 月、5 月に関しましては非常に多くのお客様が有料会員となりました。いわば新型コロナによる

特需とも言えるところかもしれないんですけれども、この特需に関しましては、6 月以降は落ち着

くだろうという保守的な読みとして売上を立てる形にしております。 

一方で、レッスン受講回数に関しましては、4 月、5 月と 120～130%程度というところになってお

りますけれども、この傾向は引き続き続くと考えた前提で計画を立てております。 

そのため、非常に保守的な考え方にして計画を立て、この計画を必ず上回ろうと考えております。 
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新型コロナウイルス感染症の流行に伴う業績への影響のまとめになります。 

新型コロナウイルス感染症流行により、短期的には原価率の高まりが想定されますが、中期的には

市場規模が拡大したり、また、顧客の継続率向上が見込まれると考えており、中長期的にはよい傾

向になるだろうと考えてございます。 

短期では、個人向け売上が堅調に拡大し、法人・教育機関向けの売上の伸びは少し減速するだろう

と。また、受講回数に伴い、原価率は高まるという影響がございます。 

中長期に関しては、オンライン教育のすそ野が広がり、市場規模はかなり拡大していくだろうと考

えております。そして、顧客の受講回数増に伴い継続率がさらによくなり、また、学習成果の向上

も加速していくだろうと考えております。 
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続きまして、上場後の連結業績推移になります。売上高は創業以来 13 期連続の増収。そして、営

業利益に関しましては 5 期連続の増益。そして、過去最高益を見込んでおります。 

 

続きまして、2020 年 3 月期から 2022 年 3 月期までの中期業績目標の達成状況になります。 
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まず、2020 年 3 月期は売上、利益ともに超過達成しました。2021 年 3 月期に関しましても、新型

コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、3 カ年の業績目標の達成を見込んでおります。 

  

 

続きまして、2021 年 3 月期取り組み予定になります。 

収益性の向上、売上拡大、そしてシステム開発、またテクノロジー活用に向けた研究開発に注力

し、事業運営を行ってまいります。収益性向上に関しましては、事業運営の体制が整いつつありま

すので、従業員の増加ペースは抑制傾向となっております。さらに、生産性を向上、事業効率化を

図っていきます。 

売上拡大に関しましては、現在の需要をきちんと取り込み、売上成長を目指してまいります。ま

た、法人向けに関しましては、オフライン研修や留学等からの切り替え需要をきちんと取り込み、

さらなる売上成長を目指してまいります。 

システム開発に関しましては、今現在、大規模なリプレイスを行っております。これは今後の売上

拡大、サービス拡充に向けて必要な措置と考えており、こちらをしっかりと行っていきたいと考え

ております。 
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研究開発に関しましては、AI と音声認識技術を組み合わせた自動採点のスピーキングテストを販

売開始いたします。また、大量のレッスンデータを分析し、学習効率や学習継続率を高める方法の

研究に、引き続き、取り組んでまいります。 

 

最後に、株主還元方針となります。 

当面は、成長著しいオンライン教育市場における事業成長のための投資を行っていきます。EPS

を最大化することで株主価値の向上を目指すため、配当については、まだ行わない方針としており

ます。 

東証一部上場後に関しましては、成長投資や留保利益額を踏まえつつ、配当の実施についても検討

していく方針としております。 

以上が 2020 年 3 月期決算説明になります。  
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質疑応答 

 

中村：これより、質疑応答に移らせていただきますが、集計に 2 分から 3 分ほどお時間を頂戴いた

しますので、ライブ画面を閉じずに、そのままお待ちください。ご質問お待ちしております。 

ご質問ありがとうございます。それぞれの質問に答えていきたいと思います。 

まず、一つ目の質問ですけれども、前期に実施した具体的なマーケティング活動や、営業強化の内

容を教えてくださいというものです。 

マーケティング活動に関しましては、一般的なマーケティングの活動を効率的に行っております。

例えば、ウェブでの広告だったり、アフィリエイトの広告、そういったところだったり、コンテン

ツマーケだったり、YouTube だったり、さまざまなものがございますけれども、そういったもの

を効率的に行い、会員を獲得しております。 

そして、もう一つの営業強化の内容ですけれども、一つ、大きなところとしましては、営業人員を

増強しているというところになります。人員を増やすことにより、売上が増えていくと。また、営

業のメンバー、一人一人の力を上げていくことによって、獲得できる可能性を高めていくと。 

特に、われわれが前期、力を入れていた商品の一つにスマートメソッドというものがございます。

こちらの販売力を強化するために、営業人員がそれぞれ、スマートメソッドコースを売るための知

識や売り方を習得しました。こういった取り組みを行っております。 

続いての質問ですけれども、新型コロナウイルスに関連した個人の需要増に関してです。 

自宅での時間が増えているので、利用者および利用時間が増えているとお考えか、対面レッスンを

行っている人からシフトしてきた人が多いのか、イメージを教えてください。 

もう一つございまして、新規で獲得した有料会員の属性。従前よりも、年齢層が異なるなどの特徴

はないでしょうか。 

また、一人当たりのレッスン受講回数が伸びていますが、曜日や時間等での特徴はないでしょう

か、というところになります。 

まず、増えてきた個人のお客様の特徴に関してですけれども、特に 3 月に関しては、中高生、小学

生といったところ、いわゆる若い学生の人たちが非常に多く増えておりました。 
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われわれのサービスは年齢、属性でいいますと、男性のほうが少し多くて、年齢でいえば 30 歳前

後ぐらいの人が多いのですが、この 3～4 月あたりに関しましては、女性のほうが少し、新規で入

ってくる方々は多く、また年齢層に関しても、少し若め、10 歳ぐらいから、それから 20 歳台前

半、そういった少し若めのゾーンが増えてきていると、そういった傾向が出ております。 

これは、学校が休校になったことにより自宅にいて、学習しようというところの効果かなと考えて

おります。 

また、お客様のレッスンを利用している時間帯等に関してですが、時間帯等に関しては、満遍なく

利用されてはいるんですけれども、通常、そこまで利用される時間が多くはない昼間の時間帯の利

用率に関しましては、通常よりも上がるというような結果が出ております。 

これは、学生の方々がいらっしゃるですとか、あるいは社会人の方々でも、自宅から作業している

方が多くなっていることにより、自宅で昼間の昼休みとかでもレッスンを受けることができる。そ

ういったところから増えてきているのではないかなと考えております。 

対面レッスンから移行してきた人が多いのかどうかに関しましては、おそらく対面レッスンからシ

フトしてきた人も一定層はいるものの、それ以外の、今自宅にいて時間があるので、学習したいの

で、だからやるというような方々が多いのではないかなと、そういうふうに考えております。 

次の質問は、講師の新規の採用に関する質問なんですけれども、現状、応募者数としては従来と変

わらない、もしくは増えているというようなかたちになっております。 

ただ、一方で、応募者の質に関してなんですけれども、デモレッスン、あるいはウェブ上でのテス

トがありますが、パスする率が下がっているというような傾向がございます。すなわち、応募者が

多様な人たちになってしまったので、そのパスする率が低くなっているというような傾向がござい

ます。 

現状としては、新規の講師の採用というところは、そういった傾向に合わせて、様々な施策を入れ

ていくことにより、より講師数が獲得できるのではないかなと思っております。 

また、今、フィリピンのフルタイムスタッフに関しましても、面接等を行っているスタッフも、自

宅から行っていたりしますので、そこの部分で、従来よりもオペレーションの効率化というのがな

されず、なかなかデモレッスン等が効率的にできなくなってしまって、そこの部分で少しスタック

してしまう、そういったところもあるかと考えております。 

なので、そういったボトルネック等も見えておりますので、今後解消しつつ、より新規講師を獲得

できるようにしていけるのではないかなと考えております。 
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今後、数カ月に関しましても、フィリピンの状況がどうなるかというところで変わってくる部分は

ございますけれども、おおむね、大きな問題はないのではないかなと考えております。 

以上が、三つのご質問への回答になります。 

それでは、お時間となりましたので、また質問もないようですので、これにて決算説明会ライブ配

信を終了いたします。 

本日はありがとうございました。 

 

［了］ 

______________ 

脚注 

1. 音声が不明瞭な箇所に付いては[音声不明瞭]と記載 
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