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登壇 

 

中村：それでは、ただ今より株式会社レアジョブ、2021 年 3 月期決算説明会を開始いたします。

私、株式会社レアジョブ代表取締役社⾧の中村でございます。 

本日ですが、まずレアジョブグループのビジョンおよび目指す姿、そして中期の成⾧戦略、2021

年 3 月期の実績、2022 年 3 月期の計画、そして株主還元方針、このような順序で話してまいりま

す。 

 

始めに、レアジョブグループのビジョンと目指す姿になります。 

弊社のグループビジョンですけれども「Chances for everyone, everywhere」、これを掲げており

ます。いろんな人たち、いろんなところにいる人たち、そういった方々にさまざまなチャンス、機

会を与えていきたい、そのように思っております。 

そして、特にその中でも「グローバルに人々が活躍する基盤を作る」、これをやっていきたいと考

えており、レアジョブとして追い求めていくビジョンとして掲げております。 
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このビジョンについては、世界中の誰もが機会を得て Rare な、まれな Job、仕事に就けると、そ

ういった理念を表現しております。そして Sustainable な世の中の実現を目指しております。 
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例えば、弊社の創業前は、フィリピン人で英語を話せる人、英語を教えられるスキルを持っていた

人がいても、そのスキルを生かした仕事はありませんでした。 

しかし、インターネットが発達し、そして通信が発達し、われわれのサービスができたことによっ

て、英語を教えられるスキルを持ったフィリピン人が自宅からレッスンを提供できるようになっ

た。そのことによって、新興国の人たちに仕事が与えられた。そのような状況がつくることができ

ました。 

また、日本人にとっても、自宅で安価に教育を得られる、どこにいても教育を得ることができる、

そういった社会をわれわれはつくってまいりました。レアジョブは、ビジョン実現に向けた事業活

動を通じ SDGs を達成していくことを目指しております。 

われわれとしては、SDGs を達成すべく、ESG の観点に立った取り組みを進めております。 
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そして、続いてレアジョブが目指していくことでございます。 

われわれ、オンライン英会話事業者として、これまで多くの方々に知られてきたところではござい

ます。しかし、ここからはオンライン英会話事業者としてだけではなく、さらに広い分野へ進んで

いく必要があると考えております。 

具体的には、オンライン英会話事業者からグローバルリーダーを生み出すプラットフォーム企業へ

進化してまいりたいと考えております。 
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では、具体的にどういったものがあり得るのか、実現したい世界のイメージについて少し触れてみ

たいと考えております。 

アセスメントデータプラットフォームが中心にあり、そこにさまざまなアセスメントデータをため

ていきます。まずは英語のスピーキング力、英語力についてのアセスメントデータを集めていま

す。 

そして、そのアセスメントデータを活用し、例えば社内で希望する職種、あるいは職場、そういっ

たところに異動したりするために、この英語力が必要ですということを示す。現状としては、あな

たの英語力はこれぐらいですと。そこから、そのギャップを埋めるためにトレーニングを行い、そ

の後異動や昇進することができる。そういった社内配置、昇進等にデータを使っていくこともでき

ます。 

また、例えばどこか外資系の企業とか、あるいは海外の企業とかに転職したい、そういった場合

に、今現状のスキルのアセスメントデータをプラットフォームから情報を入手し、それを送付す

る。例えばワンクリックで送信して、グローバル企業の求人に応募していくことができるようにな

ってまいります。 

学生の方々であれば、学習歴とか、さまざまな経験、受賞歴、そういったものを登録することがで

き、また過去に学習したデータから、最適なそしてアダプティブな学習をしていくことができるよ

うになってまいります。 
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こういったことができるようになっていくデータのプラットフォームを作っていきたいと考えてお

ります。また中⾧期的には、社会はこの方向に向かっていくのは間違いないことであろうと考えて

おります。その未来の実現を早めていきたいと考えております。 

 

続きまして、中期の成⾧戦略になります。 

先ほどお話ししたような確実に到来してくる未来に向けて、一歩ずつ事業を進めてまいります。ま

ず、やっていくことが英語になります。今、現状で日本において、英語での発信力は非常に求めら

れているものではございますけれども、なかなかこの英語での発信力は上がっていない、そういっ

た現状がございます。 

各種データ機関によれば、日本の英語力指数は世界の中でも非常に低く、そしてまた実際に、私自

身も、海外投資家の方とお話ししたりする時にも、聞いたりすることではありますけれども、例え

ば、日本の企業の IR 部門において、海外機関投資家と英語で面談対応できるのは非常に少なく、

わずか 22%というデータがございます。 

実際に機関投資家とお話しした時に、「あ、英語でできるんだ。」と言われてすごく喜ばれたりし

ます。「今まで何件かやってきたけれども、英語でできたのは御社が初めてです。」そういった言

葉も聞いたりしました。 

まだまだ、日本の企業では英語で発信して、英語でさまざまなビジネスをすることができる人たち

は少ないんだなという状況があり、これは非常に大きな課題だと考えております。 
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そのためにも、最も必要なスピーキング力を伸ばしていく必要がございます。 

これまで、英語で発信するスピーキング力を伸ばすことができなかった要因、その一つとして、英

語でのスピーキング力を測る成果指標がなかったことがあったのではないかなと考えております。 

日本では英語の指標と言えば、TOEIC®が最も普及しているものになります。社会人の方であれ

ば、1 回は受けたことがある人は非常に多いのではないかなと考えております。そして、社内の昇

進基準に用いられていたり、あるいは、新卒の方が入社する際には、英語力の指標として TOEIC®

の点数を履歴書に書いたりする、そういったことが行われております。 

しかし、TOEIC®だけではさまざまな課題が出てきておりました。TOEIC®のリスニング、リーディ

ング。こちらの試験はリスニングとリーディングに特化したものでございました。そのため、この

TOEIC®で高得点を取っていたとしても、人事の方々からは、「従業員は TOEIC®で高得点を取っ

ているけれども、実際の現場では使えないんだよね」という声をきくことがあります。「海外の人

とやり取りすることができないよ。」「TOEIC®では意味がないな。」そんな声もよく聞いており

ました。 

このことから、TOEIC® LR は、やはりリスニングやリーディングの指標であり、スピーキングは

また別に指標があると、必要であると考えております。 

また TOEIC®、私も大学時代とかに受験しておりましたけれども、その頃と今、20 年ぐらい経っ

ておりますが、仕組みがあまり変わってないのではないかなと考えております。 
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数カ月前に申込み、そして会場に行き、そこでテストを受け、そして 1 カ月後にスコアが返却され

ると。非常に面倒くさいなと思っております。本来であれば、例えば、自宅でテストを受け、そし

て即座にそのスコアが返ってくる。そういったことも絶対にできるはず t お考えております。そう

いった解消すべき負が TOEIC®には多々あるのではないかなと考えております。 

実際、海外では、そういったものも普及しております。われわれは TOEIC®を代替し、時代の要請

に合ったテストを開発し普及させていく責務があるのではないかなと考えております。 

PROGOS で、英語試験の DX をまずは日本で起こしていきたいと考えております。 

 

そして、TOEIC®の周りを見てみます。例えば本屋へ行って、英語学習のコーナーに行くと、

TOEIC®、TOEIC®、TOEIC®、この言葉が付いた本が多数あります。また、英会話スクールやさま

ざまな英語学習においても、TOEIC®何点を取るための学習法、社内の昇進等も TOEIC®で何点必

要だよと、そういったものが非常に多くあります。 

すなわち TOEIC®の点数、このアセスメントが中心となり、その周りにビジネスができている、そ

ういった構造になっております。社会人の場合ですと、TOEIC®が中心になっておりますけれど

も、学生、特に中学生あたりですと、英検が中心になり、その周りにビジネスができている、そう

いった構造になっております。 

アセスメントを制する者は教育を制していく、そういうふうに考えております。 
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そのため、われわれは、このアセスメントに力を入れていきたいと考えております。そして、

PROGOS に対しては TOEIC®等に代表されるような他の英語試験と比較して、圧倒的なペースで

拡大を見込んでいきます。 

今期、PROGOS は年間で 100 万回の受験達成を目指します。そのため、われわれは様々な投資を

PROGOS に対して行っていきます。年間 100 万回の受験が達成できれば、PROGOS の認知度が急

速に高まり、そうするとまたさらに多くの企業、個人で PROGOS を利用することとなり、この回

数は 2 年後、3 年後、飛躍的に増えていくことになると考えております。 

そうすると 5 年後には、今の TOEIC®という位置が PROGOS によって置き換わっていく、そのよ

うな状況になると考えております。そのため、われわれは PROGOS に今期、開発、また営業人

員、そういったリソースを多く投資し、一気に拡大をさせていきたいと考えております。 



 
 

 

サポート 

日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 
11 

 

 

そして、PROGOS の高いシェアを武器に、国内のマーケットとしては、英語市場が 3,000 億円程

度、さらに法人の研修市場や人材紹介市場、こういったところも約 6,000 億円程度あり、合計約 1

兆円程度ある市場を取ってまいります。 

また国内市場のみならず、グローバルの英語関連市場も 4 兆円あり、こちらに関してもわれわれは

狙っていきます。この市場合計 5 兆円のマーケットを目標として、われわれは事業を進めてまいり

ます。 
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そして、中期の経営目標としては、ビジョン達成に向け、レアジョブグループとして国内売上高、

それぞれの事業において個人向けで 100 億円、法人向けで 100 億円、そして文教向けで 100 億

円、それぞれ 100 億円つくり、合計 300 億円、そして、そのほかに海外事業の展開を考えており

ます。 

以上を合わせて、これぐらいの規模まで早期に持っていく。これを、中期経営目標として設定して

おります。 
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続きまして、成⾧戦略の全体像になります。 

PROGOS や各事業で収集されるアセスメントデータを競争優位の源泉として、成⾧戦略の中心に

据えてまいります。 

アセスメントデータをまずは収集し、そのアセスメントデータを使い、個人向けであれば他社サー

ビスを含めどういった学習をすればいいのかというレコメンドも行い、総合英語学習に進化させ、

個人の英語力を確実に向上させていく、そういったものを作ってまいります。 

法人向けに関しましては、英語のみならず、グローバルリーダー育成や、そしてキャリア事業を展

開してまいります。そして、アセスメントに基づく人事向けのソリューションサービスとして拡張

させていく、そのように考えております。 

文教向けに関しましては、個々の英語力に合わせ、オフラインでの ALT、アシスタント・ランゲー

ジ・ティーチャーとオンラインを組み合わせた、ブレンディッドでの個別最適な学習を実現させて

いきたいと考えております。 
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続きまして、アセスメントデータプラットフォーム戦略でございます。 

まずは、弊社の強みである英語のスピーキング力に関する情報を収集することからスタートし、そ

して英語 4 技能、英語以外の語学力、それからそのほかのスキル、グローバルビジネススキルな

ど、アセスメントの対象を拡大させていきます。 

これによって、さまざまなアセスメントデータを蓄積していくことができ、そのデータを、必要な

ものを必要に応じて活用させていくことができるようになっていく、と考えております。 
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個人向け事業につきましては、英語力向上のワンストップサービスを提供するようにするため、最

初に、PROGOS を通じ、英語力診断を行い、その診断結果に応じてさまざまな練習、自社でのト

レーニング、それから他社などのアプリも活用させていきながら英語力を向上させていく、といっ

たことを行なっていきます。 

アセスメントを利用することで、満足度だけが高い英語学習ではなく、真に英語力が上がっていく

サービスを提供してまいります。 
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そして、法人向け事業になります。 

法人向け事業に関しましては、英語ビジネスのみならず、人事ソリューション提供事業として拡大

させてまいります。アセスメントサービスを土台としながら、グローバルリーダー研修やキャリ

ア、人事データサービスを展開してまいります。 

人事ソリューションとして、最初にある人材の採用の部分については、キャリアサービスを行う。

そして採用した人を育成する部分に研修サービスを行い、そして評価や配置に関しても、アセスメ

ントサービスを活用させながら、人事のデータサービスを提供していく、こういったことを行なっ

ていければなと考えております。 

アセスメントデータを活用することによって、グローバルリーダーを適切に採用・育成・評価・配

置していく。そして、人材不足という企業課題を解決してまいります。 
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われわれが展開していくキャリアサービスについて説明させていただきます。 

こちらは外国人人材向けのキャリアサービスになります。キャリアサービス領域において、外国人

材紹介事業と日本スピーキング研修事業を開始いたします。 

そして、東京外語大との共同開発を進めてまいります。具体的には、他社と提携を行い、外国人材

を紹介してもらいます。その人材に対し、他社と提携を行いながら、日本語の研修を行います。 

また、PROGOS において日本語スピーキング力のアセスメントも実施いたします。これによっ

て、日本語力が一定程度アセスメントによって担保された外国人材を求めている企業に紹介してい

くことを行なってまいります。 

これをわれわれは、第 1 弾のサービスとして展開させてまいります。 
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続きまして、文教向け事業になります。 

GIGA スクール構想で目標とされる個別最適の学びの実現には、アセスメントによる学習状態の把

握が必要となってまいります。そのため、まずはアセスメントによって、どういった状態なのかを

把握し、そしてアダプティブなレッスンの実施をしてまいります。 
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さらに、オフラインとオンラインを組み合わせる。具体的には、今学校の現場では ALT、外国人に

よるレッスンが行われておりますので、この ALT とオンラインの学習、これを組み合わせること

を行なってまいります。 

ALT による指導で、外国文化への興味や、学習のモチベーションにも配慮しながら、校内学習を行

い、そして、学校内もしくは学校外において、オンラインで英語力、学習の進捗に合わせたマンツ

ーマンでのスピーキング練習を行なってまいります。 

そして、学習成果の高い個別最適な指導を実現させてまいります。 

 

事業成⾧としては、レアジョブは最初に個人向けとしてスタートし、個人向けの売上、これが伸び

てまいりました。その後、法人向けをスタートさせ、法人に特化したサービスを提供して、法人向

けの売上が伸びてまいりました。 

さらに、その上に文教向けのサービスを加え、今後はこちらも伸ばしてまいります。さらには、海

外向けのサービスも加え、伸ばしていくことで、国内で 300 億円、そして海外でもさらにプラス

アルファを目指していく、そういった事業成⾧を中期的に目指してまいります。 
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続きまして、2021 年 3 月期の実績になります。サマリーでございます。 

売上高は、前年比プラス 18.2%の増収になりました。個人向けに関しましては、特に 4 月、5 月、

コロナ禍によって在宅の人が多くなり、一時的な需要がありました。 

その後は、その需要の増加は落ち着き、プラス 21.6%の増収となっております。法人・教育機関向

けに関しましては、取引社数が拡大し、プラス 10.7%の増収となっております。 

営業利益に関しましては、プラス 49.8%の増益となっております。増収効果に加え、生産性の向

上、それから事業効率化により、大幅な増益を達成しております。 

売上高、営業利益ともに過去最高を更新しております。また、2 年前に策定発表した中期計画、3

カ年の計画ですが、こちらは、過去 2 年間、ともに達成するという形できております。 
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続きまして、レアジョブ事業への新型コロナウイルス感染症の影響についての説明になります。 

昨期前半につきましては、顕著な影響が見られましたが、足元では落ち着いているという状況にな

っております。 

個人向けに関しましては、昨年の 4 月、5 月、こちらも 1 回目の緊急事態宣言においては、多くの

人が在宅で外に出ないという形になりましたので、一時的に巣ごもり需要が、増加いたしました。 

その後は、その影響は落ち着きましたが、一方で、海外への渡航がほぼできなくなる状況になり、

また海外から外国人の方が入ってくることもなくなりました。その影響によって、英語に触れる機

会が減少した人が非常に多くなり、特に 30 代、40 代の方々でそういった影響があったかなと考え

ております。そのため、英語学習に対するモチベーションが、一時的に減退している可能性がある

と考えております。 

法人向けに関しましては、需要面での影響については、そこまで大きなものではないかなと考えて

おります。一方で、法人営業人員の採用抑制を一時的に行いました。その結果、売上成⾧は緩やか

なものとなりました。 

教育機関向けに関しましては、昨年、学校の休校がございましたので、そこでは影響を受けました

が、全体への影響としては軽微なものとなっております。 
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費用面では、売上原価に関しましては、昨年、特に 5 月等は顕著ではございましたが、巣ごもり需

要によって、ユーザーさんが通常よりも多くのレッスン数を、1 カ月あたり行う形になり、受講回

数が大きく伸びたため、原価が伸び、売上総利益率は圧迫する形となりました。 

その後、在宅の状況は、緩やかに通常に戻ってきておりますので、足元では落ち着いてきている状

況となっております。 

販管費に関しましては、採用の抑制等により、売上の伸びに対して、販管費の伸びが抑制された状

況になっております。 

 

続きまして、2021 年 3 月期の決算概要になります。 

売上高は 53 億 3,100 万円で、前年同期比プラス 18.2%となっております。売上総利益は、31 億

8,100 万円で、プラス 12.4%。営業利益は 6 億 6,900 万円で、プラス 49.8%。経常利益は 6 億

2,800 万円で、プラス 51.3%。当期純利益は 3 億 9,100 万円で、プラス 90.7%。 

営業利益率に関しましては 12.5%で、プラス 2.6 ポイントとなっております。 
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続きまして、業績予想の達成率になります。 

期初開示した予想に関しましては、売上、利益、全てにおいて上回って着地することができており

ます。 

期の途中において、上方修正を行い、その売上高 54 億円に対しては若干未達となり、修正予想へ

の達成率としては 98.7%となっております。営業利益等については、100%を超える達成となって

おります。 
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これまでの売上、利益の推移でございます。 

売上高、営業利益ともに、上場以来、創業以来、過去最高を更新しております。 

売上高については、創業以来増収を続け、直近 5 年の成⾧率としては 19.8%。そして営業利益につ

きましては、ここ 5 年連続して増益となっておりまして、成⾧率として 107.3%となっておりま

す。 
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続きまして、売上の内訳になります。 

個人向けに関して、37 億 4,200 万円の着地となり、前年同期比プラス 21.6%となっております。 

法人・教育機関向けに関しましては、15 億 8,900 万円となり、前年同期比プラス 10.7%という着

地となっております。 
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続きまして、費用の内訳になります。 

講師報酬、売上原価の部分に関しましては、先ほど申しましたように、新型コロナウイルス感染症

流行によって、在宅時間が増加したため、ユーザー当たりのレッスンの受講数が増加し、売上高比

率、原価率が前年比 6 ポイント増加しております。 

そのほかの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

抑制できております。 

 

続きまして、四半期別の売上高・費用の推移になります。 

第 4 四半期の売上は、個人は、コロナ禍で需要が低下している。および、1 月などにおいてキャン

ペーンを行った影響があり、売上が計上されない部分がありますので、その影響が出ております。 

また法人は、季節要因によって低下するというものになっております。 

原価に関しましては、コロナ禍での受講数高止まり、および円安の影響があり、増加しておりま

す。 
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続きまして、バランスシートになります。 

M&A の備えとして、現金等の残高に関しましては、前年比で 7 億 600 万円増加しております。 

 

続きまして、キャッシュフローになります。 

フリーキャッシュフローは 3 億 4,700 万円増加し、投資への備えを進めております。 
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続きまして、今期 2022 年 3 月期の計画になります。 

今期につきましては、法人向け事業での成⾧、こちらを原動力に 6 期連続の増収増益を見込んでお

ります。売上高として 65 億円、直近 5 カ年の成⾧率の 19.8%よりも高い、前年比で 21.9%の成⾧

を目指します。 

内訳としては、個人向けが 40.8 億円。そして法人・教育機関向けが 24.2 億円を目指します。ご覧

のように法人・教育機関向けに大きく投資をすることで、大きく伸ばしていく、そのような戦略で

ございます。 

営業利益に関しましては 8 億円で、前期同期比プラス 19.6%、営業利益率としては 12.3%を計画し

ております。 
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続きまして、連結業績推移の見込みになります。 

売上高に関しましては、創業以来 14 期連続の増収、そして営業利益は 6 期連続の増益、そして過

去最高益を見込んでおります。 
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そして、2 年前に発表いたしました 3 カ年の計画、中期の業績目標の達成状況の見通しでございま

す。 

2020 年 3 月期、および 2021 年 3 月期は、売上、営業利益ともに超過達成し、今期に関しまして

も、3 カ年の中期業績目標の達成を見込んでおります。 

 

続きまして、販売費および一般管理費の対売上高比率の推移になります。 

成⾧戦略の実行に向け、コーポレート部門(General and administrative, G&A)での費用は効率化さ

せつつ、Research and Development (R&D)、および Sales and Marketing (S&M)のほうに費用を

投下してまいります。 

そのため、特に PROGOS に投資を行ってまいりますが、R&D 比率、それから S&M の比率に関し

ては、若干向上させる計画でおります。 
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続きまして、今期の主な取り組みです。 

今期の、最重要の取り組みの一つが PROGOS の普及になります。今期で 100 万回の受験を達成さ

せることを目指し、大企業や大学での大型導入を目指してまいります。 

そして、法人向け事業を拡大させてまいります。PROGOS の導入とともに、英語研修の導入を進

めてまいります。また英語研修のみならず、グローバルリーダー育成の研修や、そのほか提携先の

プログラムも含めて進めてまいります。また日本語スピーキング力のアセスメント、またその研修

サービスを展開し、外国人材キャリア事業を立ち上げてまいります。 

そして、アセスメントデータプラットフォーム、この基盤の開発にも力を入れており、既存システ

ムの大規模リプレースをまずは完了させ、今後の事業拡大の基盤としてまいります。また、

PROGOS サービスの拡張に向けた R&D についても、継続して投資してまいります。 
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最後に、株主還元方針になります。 

東証一部への指定替えを記念いたしまして、記念配当を実施いたします。1 株あたりの配当は 10

円となっておりまして、創業以来、初めての配当を記念配当として行います。 

また、株主優待につきまして、100 株以上保有の株主様は、レアジョブ英会話の株主優待券 1 万円

分、および 300 株以上保有の株主様に対しては、さらにスマートメソッドコース、こちらの株主

優待券 10 万円分をご提供しております。 

また、自己株式取得等につきましては、株価水準に応じて柔軟に対応していく方針としておりま

す。 

以上をもちまして、2021 年 3 月期の決算説明を終了とさせていただきます。 
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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。 

質問①：PROGOS の件ですが、今期で 100 万回の受験達成を目指すということですが、どのよう

に達成していきますでしょうか。どういった形で導入促進されていくのか、人数的に何人くらいで

すと、100 万回の達成になるのか。また、導入企業数ですとか、目標とされている導入大学数があ

れば、教えていただければと思います。 

中村：現状として、プレスリリース等で、公開させていただいているものが例としてございます。

例えば中央大学さんの全生徒様向けに PROGOS を提供しており、全大学、一斉に受験できるよう

になっております。このように、いろんな大学への導入促進を行ってまいります。 

また、企業様に関しましても、大企業様を中心として、一部の部門、あるいは全社で導入していた

だくところが、今のところいくつか出てきているというような状況です。多数の方々にご利用いた

だけるような環境を、現在用意しているところでございます。 

詳細につきましては、プロゴス社の代表の安永より、説明させていただきます。 

安永：安永でございます。ただ今、いただいたご質問に対して、お答えさせていただきます。 

100 万回の内訳について、計画がございます。細かい部分は割愛いたしますが、おおむね、当社の

個人のお客様と法人のお客様、両面にアプローチいたします。その中でも、企業導入が比率はかな

り高くなると、今のところ、計画としてはイメージしております。 

まさに、この営業活動を行なっている最中ではございますが、既存の英会話サービスの取引がある

クライアント様方に対して、アセスメントもセットで販売していっております。そして、定常的に

ご利用いただくクライアント企業のうちで、従業員様全員の英会話力を測るといったニーズがござ

います。こういった形で、大規模受験を狙っていきたいと考えております。 

私からは以上です。 

中村：ご質問ありがとうございます。他に質問はございますか。 

質問②：アウトプットのアセスメントの定着に関しまして、従来も様々こういったスピーキング等

のアウトプットを評価するテストが出てきている中で、そこが企業向けで、なかなか定着してこな
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かった背景に関しまして、ご見解がございましたら、教えていただいてよろしいでしょうか。よろ

しくお願いいたします。 

中村：はい、かしこまりました。 

企業向けの、アウトプットアセスメントとして、今、日本で使用されているのは、例えば TOEIC®

のスピーキング・ライティングがございます。こちらは、まだまだ受験者数としては、すごく少な

いです。不便な点としては、会場に行かなければ受験できない、またコストも数千円かかってしま

います。利便性、それから価格の面で、気軽に受けることができないものでございます。 

また、それ以外の Web で受けるものとしては、VERSANT がございます。こちらの方がスピーキ

ングアセスメントとしては、より受けてもらえているのかなと考えておりますが、価格としては、

数千円ぐらいしておりまして、われわれの PROGOS よりも何倍も高いものになっております。 

また、われわれのスピーキングテストは、世界中で使われている基準の、CEFR に準拠しておりま

す。一方で、VERSANT 等に関しましては必ずしも、そういった指標に準拠しているものではござ

いません。気軽に安価に受けていく、そして、その受け終わった後に、指標に準拠しているため、

スコア、点数で、どういったことをやればいいのかが明確になっていきます。そういった点を踏ま

えると、われわれのサービスが、将来的に拡大していける余地が、多分にあると考えております。 

価格の面だったり、TOEIC®で十分かなと思われていたり、あるいは、まだスピーキングテストが

あることをあまり知らない方々の需要を、取り込んでいければなと考えております。 

以上になります。 

中村：ご質問ありがとうございました。 

その他に、何かご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、これ

にてレアジョブの決算説明会を終了とさせていただきます。 

皆様、ご視聴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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