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子会社の異動を伴う株式の取得及び特定子会社の異動に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社サイトビジット（以下、「サイトビジ

ット」といいます）の会社分割（新設分割）により、資格試験対策をオンラインで提供す

る資格スクエア事業を承継する新設会社、株式会社資格スクエア（以下、「資格スクエア」

といいます）の株式を取得し、同社を子会社化すること（以下、「本取引」といいます）

を決議いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、資格スクエアの持分取得実行時の出資の額が当社の資本金の額の 100分の 10以上

に相当するため、資格スクエアは当社の特定子会社に該当することもあわせてお知らせい

たします。 

 

記 

 

1． 株式の取得の理由 

当社グループは「Chances for everyone, everywhere.」をグループビジョンに掲げ、誰

しもが活躍できる社会を目指しており、インターネットを活用して時間や場所を選ばず、

低価格で受講できるマンツーマンのオンライン英会話サービス「レアジョブ英会話」を中

心とした英語関連事業を展開しております。 

一方、サイトビジットの会社分割により新設される資格スクエアが承継する資格スクエ

ア事業では、司法試験や弁理士試験等の難関資格の取得を目指すユーザー誰しもに対し、

独自のメソッドに基づく最短合格のための効果的な勉強法をオンラインで提供しておりま

す。 

 

本取引により、誰しもが活躍できる社会の実現に向け、当社は英語関連事業から資格取

得や汎用的なスキルを学ぶ事業領域への拡大を実現することとなります。人々が活躍する

ために必要な資格やスキルを確実に習得できるサービスの展開を目指してまいります。 

事業シナジーとしては、創業以来培ってきたオンラインでの英語学習ノウハウと、資格

スクエア事業が保有する資格取得のための学習最適化のノウハウを組み合わせることによ

り、英語関連資格の取得を目的とした新サービスの開発でシナジーが創出できるものと考

えております。 

 

※本取引の内容の詳細については、別紙をご参照ください。 

  



 

 

2． 異動する子会社の概要（予定） 

（１）名称 株式会社資格スクエア 

（２）所在地 東京都渋谷区神宮前六丁目 27番８号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 佐藤 郁夫 

（４）事業内容 オンライン学習サービス「資格スクエア」の運営 

（５）資本金 ０円 

（６）設立 2021年 12月１日 

（７）大株主及び持株比率 株式会社サイトビジット 100.0% 

（８）当社との関係等 資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者へ

の該当状況 

該当事項はありません。 

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

当該会社は、新設分割により設立される会社であるため、確定した最終事業年度はあり

ません。なお、サイトビジットの分割する資産、負債の項目および帳簿価額は下記のと

おりです。（2021年６月 30日現在） 

資産 負債 

項目 帳簿価額（千円） 項目 帳簿価額（千円） 

流動資産 416,416 流動負債 953,050 

固定資産 12,791 固定負債 ― 

合計 429,208 合計 953,050 

（注）実際に分割される資産・負債の金額は、上記金額に新設分割の効力発生日までの増

減を加除したうえで確定いたします。 

 

3． 株式取得の相手先の概要 

（2021年６月末時点） 

（１）名称 株式会社サイトビジット 

（２）所在地 東京都千代田区神田錦町三丁目１番 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 鬼頭 政人 

（４）事業内容 電子契約サービス「NINJA SIGN」、オンライン学習サ

ービス「資格スクエア」の運営 

（５）資本金 67,935千円 

（６）設立 2013年４月 24日 

（７）純資産 △957,048千円 

（８）総資産 584,659千円 

（９）大株主及び持株比率 フリー株式会社      70.1％ 

鬼頭 政人        29.9％ 

（10）当社との関係等 資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者へ

の該当状況 

該当事項はありません。 

 

4． 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況 

（１）異動前の所有株式数 ０株 （議決権所有割合：０％） 

（２）取得株式数 70,000株 

（３）取得価額 資格スクエアの普通株式    525,000千円 

アドバイザリー費用（概算額） 3,370千円 

合計（概算額）        528,370千円 

（４）異動後の所有株式数 70,000株 （議決権所有割合：70.0％） 



 

 

 

5． 日程 

（１）取締役会決議日 2021年 10月 15日 

（２）契約締結日 2021年 10月 15日 

（３）株式取得日 2021年 12月１日 （予定） 

 

6． 今後の見通し 

本株式取得による当社の 2022年３月期の業績への影響につきましては、現在精査中です。

今後、業績予想修正の必要性及び開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせい

たします。 

 
以上 
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株式会社レアジョブ
株式会社資格スクエアの子会社化に関して
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新設会社の子会社化サマリー

1

概要

株式会社サイトビジットにて、会社分割によ
り資格スクエア事業を承継する新会社「株式
会社資格スクエア」を12月1日に設立予定

新設会社の70%持分を買収し、子会社化
• 株式取得実行日：2021年12月1日（予定）
• 株式取得価額（70%分）：5.25億円

目的

資格スクエア事業取得による、事業領域拡大
• 英会話やグローバルビジネススキル領域

から、汎用的なスキル・資格領域の学び
へ進出

• 事業シナジー
• 資格取得までの最短学習方法のコン

テンツ化ノウハウを英語資格領域に
横展開

• レアジョブグループの顧客基盤を活
用したクロスセル
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承継する資格スクエア事業の概要

2

法律系難関資格における日本最大級のオンライン学習サービスを
展開

対象資格
法律系資格を中心に種々の資格が対象
• 司法試験予備試験/弁理士/G検定 等

提供形態
オンライン講座を提供
• アウトプット重視の動画授業でウェブでの質問受付、電話/web面

談で受講者をフォロー

提供チャネル
B2Cを中心にB2B2Cも展開
• 提携先企業を通じたB2B2Cの形態でも提供
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グループビジョンとサービス展開の大方針

3

Chances for everyone, everywhere.

人々がチャンスをつかむために、
成果を生むサービスを提供していく
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レアジョブ個人向け事業の発展的な展開

英会話を出発点に、人々が活躍するために必要な学びの領域へと
拡大させていく

4

スピーキング以外の
3技能サービス

セルフラーニング
アプリ

英語で学ぶビジネス
スキルプログラム

ミニMBA
留学 ITリテラシー

学習サービス

社会人の習い事
サービス

英語領域

グローバルビジネス
スキル領域

汎用スキル・資格領域
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資格スクエアのレアジョブにとっての戦略的な意義

5

資格スクエアが持つ、資格取得/成果達成への最短距離での学習
コンテンツ化ノウハウを他の資格・スキルにも横展開していく

ITリテラシー
学習サービス

社会人の習い事
サービス

スピーキング以外の
3技能サービス

英語で学ぶビジネス
スキルプログラム

ミニMBA

資格取得/成果達成というゴールへ
の最短距離での学習コンテンツ化

ノウハウ

今後展開を想定するサービス群
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アセスメントデータプラットフォーム戦略への組み込み

6

アセスメントデータプラットフォームに取得した資格データとし
て蓄積される

英語
リーディング
リスニング

ライティング力

英語
スピーキング力

英語以外の
語学力

グローバル
ビジネス
スキル

資格

行動・性格
特性、

非認知能力

アセスメントデータプラットフォーム
PROGOSによるアセスメントデータの蓄積
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レアジョブ既存事業と資格スクエア事業のシナジー

既存領域では、ウェブマーケティングノウハウの共有化による事
業改善を見込み、新規領域で英語関連資格への展開を想定

7

既存領域
新規領域
• 英語関連

資格への
展開

ウェブマーケティングで
のノウハウ共有化で顧客
獲得の効率化を目指す

英語関連資格向け講座を
展開し、レアジョブグ
ループ顧客へのクロスセ
ルも想定
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個人向け事業でアクセスできる市場

英語関連事業でアクセスできた約3,000億円の市場に加え、資格取
得・通信教育市場の約2,500億円の市場にアクセス

8

英会話教室市場1)

約3,000億円

資格取得・社会人向け通信
教育市場2)

約2,500億円

出所:
1) 矢野経済研究所「語学ビジネス徹底調査レポート 2021」（成人向け、幼児・子供向けの合算）
2) 矢野経済研究所「教育産業白書2020年度版」（資格取得、通信教育（社会人向け）の合算）
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注意情報

お問い合わせ先

MAIL：ir@rarejob.co.jp

株式会社レアジョブ IR担当

• この資料は投資家の参考に資するため、株式会社レアジョブ（以下、当社）の現状をご理解いた
だくことを目的として、当社が作成したものです。

• 当資料において提供される資料並びに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking 
statements）を含みます。これらは、現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づく
ものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。

• それらリスクや不確実性には、一般的な業界並びに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一
般的な国内及び国際的な経済状況が含まれます。

• 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通
し情報」の更新・修正を行う義務を負うものではありません。
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