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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第２四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年９月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第２四半期 1,455 17.0 86 68.4 73 106.5 42 90.6

29年３月期第２四半期 1,244 6.4 51 － 35 － 22 －
(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 42百万円( －％) 29年３月期第２四半期 △6百万円( －％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

30年３月期第２四半期 18.51 18.20

29年３月期第２四半期 9.56 9.39
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第２四半期 2,224 1,182 53.0

29年３月期 1,746 1,251 71.5
(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 1,180百万円 29年３月期 1,248百万円
　　　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

29年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

30年３月期 － 0.00

30年３月期(予想) － 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,000 16.0 20 △44.8 10 △40.0 0 △100.0 0.00
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　
　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 30年３月期２Ｑ 2,333,900株 29年３月期 2,325,700株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 70,500株 29年３月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 2,278,253株 29年３月期２Ｑ 2,314,642株
　

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

決算短信（宝印刷） 2017年11月13日 18時34分 2ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社レアジョブ(6096) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

1

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………２

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………３

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………３

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………………５

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………７

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………８

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………８

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………８

（表示方法の変更） ……………………………………………………………………………………８

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………８

（重要な後発事象） ……………………………………………………………………………………８

決算短信（宝印刷） 2017年11月13日 18時34分 3ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社レアジョブ(6096) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

2

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国や欧州の政治動向や各国で頻発するテロ問題等、地政学リ

スクの高まりがあったものの、雇用環境の改善などを背景に個人消費も回復基調にあり、緩やかな景気回復が続いて

おります。

　そのような状況の下、日本企業においては、将来の国内市場の成熟や縮小を見据え、海外への事業展開や海外企業

のM&Aなど、グローバル化の動きがより一層進展しております。また、文部科学省においては英語教育見直しの議論を

継続して行っており、大学入試においても英語４技能を測定する資格・検定試験の活用が始まっております。その結

果、英会話学習のニーズは、単に趣味として英語を話して楽しく過ごすことではなく、「ビジネスパーソン」や「学

生」などが英語を話せるようになるという「成果」に変化しつつあります。

　このような環境の中、当社グループでは従来の英会話の場を提供する低価格のオンライン英会話サービスから、英

語が話せるようになるための高付加価値な教育サービスへ進化すべく、昨年度から継続してサービス拡大や品質向上

に取り組んでおります。当第２四半期連結累計期間においては、理論に基づき楽しみながら上達できる新教材「実用

英会話」の提供を開始したほか、2017年１月からモニター提供をしておりました「本気塾ハンズオン・コース」の正

式提供を開始するなど、英語を話せるようになるという「成果」を追求したサービス開発を行いました。また、中長

期的な成長に向けた体制強化のための投資を行っており、前年同四半期と比べ人件費等の費用は増加している一方で、

広告宣伝費については抑制しております。

　以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間における売上高は1,455,481千円と前年同四半期と比べ

211,110千円（17.0％）の増収、営業利益は86,044千円と前年同四半期と比べ34,955千円（68.4％）の増益、経常利益

は73,051千円と前年同四半期と比べ37,666千円（106.5％）の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は42,176千円

と前年同四半期と比べ20,053千円（90.6％）の増益となりました。

　なお、当社グループはオンライン英会話事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載はしておりません。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ477,777千円増加し、

2,224,730千円となりました。これは主に、現金及び預金が409,382千円増加したことによるものであります。

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末における負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ546,864千円増加し、

1,041,897千円となりました。これは主に、長期借入金が400,000千円増加、１年内返済予定の長期借入金が100,000千

円増加したことによるものであります。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ69,087千円減少し、

1,182,832千円となりました。これは主に、自己株式の取得により119,850千円減少したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当第２四半期連結累計期間におきましては、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益が平成29

年５月15日付の平成29年３月期決算短信で公表しました通期の業績予想を超過しておりますが、今後、大規模キャン

ペーンや積極的な人員採用、本気塾事業の店舗展開など、中長期的な業績拡大のための投資を計画しており、現時点

では公表済みの通期業績予想から変更ありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 774,518 1,183,901

預け金 50,468 39,680

売掛金 227,896 261,993

前払費用 10,220 30,720

繰延税金資産 35,809 25,939

デリバティブ債権 264 413

その他 17,113 11,312

流動資産合計 1,116,291 1,553,959

固定資産

有形固定資産

建物 116,820 116,295

減価償却累計額 △14,952 △19,564

建物（純額） 101,867 96,731

工具、器具及び備品 116,035 120,187

減価償却累計額 △68,950 △73,562

工具、器具及び備品（純額） 47,084 46,624

車両運搬具 2,242 2,429

減価償却累計額 △2,242 △161

車両運搬具（純額） － 2,267

有形固定資産合計 148,952 145,622

無形固定資産

商標権 2,895 2,648

ソフトウエア 235,989 242,067

ソフトウエア仮勘定 － 17,181

のれん 119,908 113,759

無形固定資産合計 358,793 375,657

投資その他の資産

投資有価証券 33,665 50,925

敷金 73,847 81,135

繰延税金資産 11,117 13,582

その他 4,286 3,846

投資その他の資産合計 122,915 149,490

固定資産合計 630,661 670,770

資産合計 1,746,953 2,224,730
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

1年内返済予定の長期借入金 － 100,000

未払金 83,797 68,109

未払費用 145,855 164,915

未払法人税等 18,182 36,851

未払消費税等 48,304 36,613

繰延税金負債 111 －

前受金 105,784 148,787

賞与引当金 44,403 47,065

デリバティブ債務 5,804 3,689

その他 34,411 27,099

流動負債合計 486,654 633,130

固定負債

長期借入金 － 400,000

退職給付に係る負債 8,378 8,766

固定負債合計 8,378 408,766

負債合計 495,032 1,041,897

純資産の部

株主資本

資本金 549,572 554,002

資本剰余金 543,472 547,902

利益剰余金 155,158 197,335

自己株式 － △119,850

株主資本合計 1,248,203 1,179,389

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益 △3,830 △2,273

為替換算調整勘定 5,683 3,849

退職給付に係る調整累計額 △1,227 △916

その他の包括利益累計額合計 625 659

新株予約権 3,088 2,780

非支配株主持分 2 3

純資産合計 1,251,920 1,182,832

負債純資産合計 1,746,953 2,224,730
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 1,244,370 1,455,481

売上原価 515,526 583,977

売上総利益 728,844 871,504

販売費及び一般管理費 677,755 785,460

営業利益 51,088 86,044

営業外収益

受取利息 30 77

保険解約返戻金 － 5,241

その他 447 405

営業外収益合計 477 5,724

営業外費用

支払利息 － 697

為替差損 8,861 6,326

持分法による投資損失 7,264 9,830

その他 56 1,863

営業外費用合計 16,181 18,717

経常利益 35,384 73,051

特別利益

新株予約権戻入益 6,328 308

固定資産売却益 － 1,456

持分変動利益 － 7,090

特別利益合計 6,328 8,854

税金等調整前四半期純利益 41,713 81,906

法人税、住民税及び事業税 11,302 33,476

法人税等調整額 8,288 6,253

法人税等合計 19,590 39,729

四半期純利益 22,122 42,176

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0

親会社株主に帰属する四半期純利益 22,122 42,176
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 22,122 42,176

その他の包括利益

繰延ヘッジ損益 △24,760 1,557

為替換算調整勘定 △4,671 △1,834

退職給付に係る調整額 436 311

その他の包括利益合計 △28,994 33

四半期包括利益 △6,872 42,210

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △6,872 42,209

非支配株主に係る四半期包括利益 0 0
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 41,713 81,906

減価償却費 34,633 52,542

のれん償却額 － 6,149

持分法による投資損益（△は益） 7,264 9,830

持分変動損益（△は益） － △7,090

新株予約権戻入益 △6,328 △308

受取利息 △30 △77

保険解約返戻金 － △5,241

支払利息 － 697

固定資産売却損益（△は益） － △1,456

売上債権の増減額（△は増加） △15,527 △34,096

前払費用の増減額（△は増加） △9,266 △20,204

未払金の増減額（△は減少） 34,672 △20,119

未払費用の増減額（△は減少） △19,790 19,060

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,205 △11,691

前受金の増減額（△は減少） 23,239 43,002

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,513 2,662

その他の資産の増減額（△は増加） △17,631 5,605

その他の負債の増減額（△は減少） 16,269 751

その他 3,827 10,376

小計 103,735 132,300

利息の受取額 29 58

利息の支払額 － △932

法人税等の支払額 △3,429 △20,925

法人税等の還付額 22,712 635

保険金収入 － 5,241

営業活動によるキャッシュ・フロー 123,047 116,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

担保預金の払戻による収入 20,000 －

投資有価証券の取得による支出 － △20,000

有形固定資産の取得による支出 △61,819 △16,938

無形固定資産の取得による支出 △61,631 △58,473

敷金及び保証金の差入による支出 △3,099 △9,114

その他 － 2,335

投資活動によるキャッシュ・フロー △106,551 △102,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 500,000

自己株式の取得による支出 － △119,850

新株予約権の発行による収入 3,088 －

ストックオプションの行使による収入 890 8,860

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,978 389,010

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,854 △4,602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,620 398,594

現金及び現金同等物の期首残高 944,988 824,986

現金及び現金同等物の四半期末残高 946,609 1,223,581
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当社は、平成29年５月18日開催の取締役会決議に基づき、自己株式70,500株の取得を行っております。この結果、

当第２四半期連結累計期間において、自己株式が119,850千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株

式が119,850千円となっております。

（表示方法の変更）

(四半期連結損益計算書)

当社グループが顧客に提供しているオンライン英会話サービスに関して、レッスン提供に係る付随費用につい

ては、従来、「販売費及び一般管理費」としておりましたが、第１四半期連結会計期間より「売上原価」として

表示区分を変更することといたしました。

当社グループでは、従来の英会話の場を提供する低価格のオンライン英会話サービスから、英語が話せるよう

になるための高付加価値な教育サービスへ進化すべく、サービス拡大や品質向上に取組み、教材の理論に基づい

た見直しや講師トレーニングの強化を進めております。

　また、平成28年９月には安定的に質の高いレッスンを提供するための体制構築を目的として、海外子会社を新

設し、レッスン供給センターを開設いたしました。

　これをきっかけに、売上高と対応する費用の関係を見直し、当社及び連結子会社それぞれにおける事業活動を

総合的に勘案した結果、従来は講師に対して支払う報酬のみを売上原価としておりましたが、経営成績をより適

切に表示するために、レッスン提供に係る付随費用についても当社グループのサービス提供に係る売上原価とし

て表示することといたしました。

当該変更により、前第２四半期連結累計期間については組替え後の四半期連結財務諸表となっております。

　なお、組替え前と比較して、前第２四半期連結累計期間の売上原価は104,915千円増加し、売上総利益、販売費

及び一般管理費はそれぞれ同額減少いたしましたが、営業利益に与える影響はありません。

（セグメント情報等）

　 当社グループは、「オンライン英会話事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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