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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第５期

第３四半期連結
累計期間

第６期
第３四半期連結

累計期間
第５期

会計期間
自2018年10月１日
至2019年６月30日

自2019年10月１日
至2020年６月30日

自2018年10月１日
至2019年９月30日

売上高 （千円） 4,357,539 5,209,226 6,272,130

経常利益 （千円） 460,002 557,974 1,190,914

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（千円） 289,840 387,024 787,394

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 274,647 354,338 771,350

純資産額 （千円） 6,229,469 7,255,645 6,792,101

総資産額 （千円） 12,403,497 14,853,294 12,853,778

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 34.81 43.58 93.35

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） 31.31 40.11 84.22

自己資本比率 （％） 50.0 48.1 52.4

 

回次
第５期

第３四半期連結
会計期間

第６期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自2019年４月１日
至2019年６月30日

自2020年４月１日
至2020年６月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 23.89 37.41

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．当社は、2018年11月12日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いましたが、第５期の期首に当

該分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益を算定しております。

４．当社は、2018年12月21日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、第５期第３四半期連結累計期間の

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は新規上場日から2019年６月末までの、第５期の潜在株式調整後１

株当たり当期純利益は新規上場日から2019年９月末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しており

ます。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

なお、非連結子会社でありましたDoubleYard Inc.、JIEM INDIA PRIVATE LIMITED及びKyoshi Education Pvt.

Ltd.は重要性が増したため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。また、2020年４月１日付

で、当社を株式交換完全親会社、株式会社教育デジタルソリューションズを株式交換完全子会社とする株式交換を行

い、当第３四半期連結会計期間より、同社を連結の範囲に含めております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大は、今後の経過によっては、当社グループの事業活動及び収益確保に影響

を及ぼす可能性があります。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1）経営成績の状況

　当第３四半期連結累計期間の当社グループの経営成績は、売上高5,209,226千円（前年同期比19.5％増）、営業

利益705,319千円（前年同期比1.2％増）、経常利益557,974千円（前年同期比21.3％増）、親会社株主に帰属する

四半期純利益387,024千円（前年同期比33.5％増）となりました。

　当第３四半期連結累計期間においては、e-Testing/e-Learning事業は引き続き順調に売上が拡大しました。一

方、テスト運営・受託事業は、文部科学省の令和２年度全国学力・学習状況調査（小学校第６学年の児童を対象と

した調査）の中止等の影響により前期比で売上が減少しました。費用面で、人員増等に伴う人件費の増加、ソフト

ウエア開発投資等に伴う減価償却費の増加、事務所移転による地代家賃の増加等が発生しましたが、営業利益は前

期比増益となりました。その結果、経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益も増益となりました。

 

　セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。

①　e-Testing/e-Learning事業

　e-Testing/e-Learning事業においては、ライセンス収入の増加、英ナビ！広告や多教科プラットフォーム利用収

入の増加が英ナビ・スタディギアの売上拡大に貢献しました。また、オンラインで完結する英語試験に対するニー

ズが高まり、企業・学校向け英語能力判定テストの「CASEC」の受注・販売が順調に推移しました。更に、６月よ

り本格的にサービスを開始したテストセンター事業の立ち上がり、手書き文字認識「Deep Read」関連ソフトウエ

ア利用に伴うライセンス収入の増加等によりテストシステム提供等の収益が拡大し、当セグメントの売上高は

3,709,561千円（前年同期比61.7％増）となりました。費用面では、人員増等に伴う人件費及びAI関連を含むソフ

トウエア開発投資等に伴う減価償却費の増加等が発生しましたが、セグメント利益は1,358,960千円（前年同期比

36.0％増）となりました。

 

②　テスト運営・受託事業

　テスト運営・受託事業においては、主に文部科学省の令和２年度全国学力・学習状況調査（小学校第６学年の児

童を対象とした調査）が４月に中止が決定されたことにより、当セグメントの売上高は1,499,665千円（前年同期

比27.3％減）となりました。また費用面では、人員増等に伴う人件費及びソフトウエア開発投資に伴う減価償却費

の増加等の影響で、当該セグメントのセグメント利益は217,837千円（前年同期比50.0％減）となりました。

 

(2）財政状態の分析

（資産）

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて537,188千円増加し、9,697,033千円となりました。これは、現金及び預

金が1,769,177千円増加、受取手形及び売掛金が1,051,918千円減少したことなどによります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて1,467,154千円増加し、5,146,755千円となりました。これは、ソフトウ

エア仮勘定が346,412千円、無形固定資産のその他（のれん及び顧客関連資産）が317,188千円、ソフトウエアが

306,496千円、有形固定資産が277,442千円、投資その他の資産（敷金）が154,923千円それぞれ増加したことなど

によります。

　繰延資産は、前連結会計年度末に比べ4,826千円減少し、9,505千円となりました。

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1,999,516千円増加し、14,853,294千円となりました。
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（負債）

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて442,383千円減少し、4,057,242千円となりました。これは、短期借入金

が1,000,000千円、１年内償還予定の社債が300,000千円それぞれ減少し、また流動負債のその他（前受金及び預り

金）が577,448千円、１年内返済予定の長期借入金が442,852千円それぞれ増加したことなどによります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて1,978,355千円増加し、3,540,406千円となりました。これは、長期借入

金が2,214,435千円増加、社債が294,308千円減少したことなどによります。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1,535,971千円増加し、7,597,649千円となりました。

 

（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて463,544千円増加し、7,255,645千円となりました。これは、主に株式

会社教育デジタルソリューションズを当社の完全子会社とする株式交換の実施などにより資本剰余金が415,725千

円増加したことによります。

 

(3）経営方針・経営戦略等

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

(6）従業員の状況

　第１四半期連結会計期間より非連結子会社でありましたDoubleYard Inc.、JIEM INDIA PRIVATE LIMITED及び

Kyoshi Education Pvt. Ltd.を連結の範囲に含めたことなどにより、当社グループの従業員数は前連結会計年度末

の136名から第２四半期連結会計期間末においては216名へと増加しております。さらに当第３四半期連結会計期間

より株式会社教育デジタルソリューションズを連結の範囲に含めたことなどにより、当社グループの従業員数は当

第３四半期連結会計期間末においては234名へと増加しております。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 24,480,000

計 24,480,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2020年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2020年８月７日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 9,001,170 9,025,770
東京証券取引所

（マザーズ）

単元株式数

100株

計 9,001,170 9,025,770 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2020年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

2020年４月１日（注）１ 141,370 8,994,370 － 2,352,430 395,411 2,926,958

2020年４月１日～

2020年６月30日（注）２
6,800 9,001,170 4,137 2,356,567 4,137 2,931,096

（注）１．当社を株式交換完全親会社、株式会社教育デジタルソリューションズを株式交換完全子会社とする株式交換に

よる増加であります。

２．新株予約権の行使による増加であります。

３．2020年７月１日から2020年７月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が24,600株、資本

金及び資本準備金がそれぞれ6,663千円増加しております。

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ＥｄｕＬａｂ(E34544)

四半期報告書

 5/17



（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することが出来ないことから、直前の基準日（2020年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

    2020年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,851,500 88,515 －

単元未満株式 普通株式 1,400 － －

発行済株式総数  8,853,000 － －

総株主の議決権  － 88,515 －

　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式が含まれております。なお、直前の基準日（2020年３

月31日）における当社保有の単元未満自己株式は29株でしたが、当第３四半期会計期間において、単元未満株式

の買取請求および会社法第163条の規定に読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得した

ため、当第３四半期会計期間末の当社保有の自己株式数は15,775株、うち単元未満自己株式数は75株でありま

す。

 

②【自己株式等】

    2020年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社EduLab

東京都渋谷区道玄坂

一丁目21番１号　　

渋谷ソラスタ14階

100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00

　（注）単元未満株式の買取請求による自己株式46株の取得及び会社法第163条の規定に読み替えて適用される同法第156

条の規定に基づく子会社からの自己株式15,600株の取得により、当第３四半期会計期間末現在の自己株式数は

15,775株になっております。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020

年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年10月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2019年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,179,295 7,948,472

受取手形及び売掛金 2,029,242 977,323

仕掛品 157,459 65,074

その他 796,223 706,162

貸倒引当金 △2,375 -

流動資産合計 9,159,845 9,697,033

固定資産   

有形固定資産 196,238 473,680

無形固定資産   

ソフトウエア 1,857,531 2,164,028

ソフトウエア仮勘定 197,354 543,767

その他 100 317,288

無形固定資産合計 2,054,986 3,025,084

投資その他の資産 1,428,376 1,647,990

固定資産合計 3,679,601 5,146,755

繰延資産 14,332 9,505

資産合計 12,853,778 14,853,294

負債の部   

流動負債   

買掛金 309,657 460,952

短期借入金 ※ 2,430,000 ※ 1,430,000

1年内償還予定の社債 630,008 330,008

1年内返済予定の長期借入金 300,000 742,852

未払法人税等 358,976 68,192

その他 470,984 1,025,238

流動負債合計 4,499,626 4,057,242

固定負債   

社債 726,892 432,584

長期借入金 800,000 ※ 3,014,435

その他 35,159 93,387

固定負債合計 1,562,051 3,540,406

負債合計 6,061,677 7,597,649

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,337,961 2,356,567

資本剰余金 2,259,772 2,675,498

利益剰余金 2,152,799 2,199,358

自己株式 △776 △44,082

株主資本合計 6,749,757 7,187,342

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △18,658 △39,921

その他の包括利益累計額合計 △18,658 △39,921

非支配株主持分 61,001 108,224

純資産合計 6,792,101 7,255,645

負債純資産合計 12,853,778 14,853,294
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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３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第３四半期連結累計期間

(自　2018年10月１日
　至　2019年６月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2019年10月１日
　至　2020年６月30日)

売上高 4,357,539 5,209,226

売上原価 2,396,216 2,873,865

売上総利益 1,961,323 2,335,361

販売費及び一般管理費 1,264,273 1,630,041

営業利益 697,050 705,319

営業外収益   

受取利息 617 1,336

受取配当金 200 －

為替差益 － 9,457

投資有価証券売却益 67,113 23,211

受託研究収益 － 11,641

その他 193 3,067

営業外収益合計 68,124 48,714

営業外費用   

支払利息 27,212 27,351

為替差損 66,364 －

投資事業組合管理費 79,707 81,749

株式公開費用 34,661 －

その他 97,226 86,959

営業外費用合計 305,172 196,060

経常利益 460,002 557,974

特別利益   

段階取得に係る差益 － 49,016

貸倒引当金戻入額 9,994 －

特別利益合計 9,994 49,016

税金等調整前四半期純利益 469,996 606,990

法人税等 184,300 230,996

四半期純利益 285,696 375,994

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △4,144 △11,029

親会社株主に帰属する四半期純利益 289,840 387,024
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第３四半期連結累計期間

(自　2018年10月１日
　至　2019年６月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2019年10月１日
　至　2020年６月30日)

四半期純利益 285,696 375,994

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △11,049 △21,655

その他の包括利益合計 △11,049 △21,655

四半期包括利益 274,647 354,338

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 278,337 365,761

非支配株主に係る四半期包括利益 △3,690 △11,422
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

前連結会計年度において非連結子会社でありましたDoubleYard Inc.、JIEM INDIA PRIVATE LIMITED及びKyoshi

Education Pvt. Ltd.は重要性が増したため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

また、2020年４月１日付で、当社を株式交換完全親会社、株式会社教育デジタルソリューションズを株式交換完

全子会社とする株式交換を行い、当第３四半期連結会計期間より、同社を連結の範囲に含めております。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益または税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計

算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に

は、法定実効税率を使用する方法によっております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※　当座貸越契約及び貸出コミットメントについて

　当社及び連結子会社（株式会社教育測定研究所）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

10行（前連結会計年度は取引銀行９行）と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。こ

れらの契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

（2019年９月30日）
当第３四半期連結会計期間

（2020年６月30日）

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの

総額

3,300,000千円 4,500,000千円

借入実行残高 2,430,000 2,798,000

差引額 870,000 1,702,000

 

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 2018年10月１日
至 2019年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2019年10月１日
至 2020年６月30日）

減価償却費 363,660千円 511,674千円

のれんの償却額 － 4,591

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2018年10月１日　至　2019年６月30日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．株主資本の金額の著しい変動

当社は、2018年12月21日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。上場にあたり、2018年12月

20日を払込期日とする公募（ブックビルディング方式による募集）による新株式の発行932,000株により、

資本金が1,371,904千円、資本剰余金が1,371,904千円増加しております。

また、2019年１月23日を払込期日とする第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連し

た第三者割当増資）による新株式の発行216,000株により、資本金が317,952千円、資本剰余金が317,952千

円増加しております。

この増資等により、当第３四半期連結会計期間末において、資本金が2,321,065千円、資本剰余金が

2,242,873千円となっております。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2019年10月１日　至　2020年６月30日）

１．配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

2019年12月26日

定時株主総会
普通株式 201,937 利益剰余金 23 2019年９月30日 2019年12月27日

（注）１株当たり配当額23円は、創業20周年記念配当であります。

 

２．株主資本の金額の著しい変動

当社は、2020年４月１日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社教育デジタルソ

リューションズを株式交換完全子会社とする株式交換を行いました。また、2020年５月21日開催の取締役会

決議に基づく自己株式の取得を行いました。これらを主因として、当第３四半期連結累計期間において、資

本剰余金が415,725千円、自己株式が43,306千円それぞれ増加し、当第３四半期連結会計期間末の残高は資

本剰余金が2,675,498千円、自己株式が44,082千円となっております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2018年10月１日　至　2019年６月30日）

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２ 

e-Testing／
e-Learning事業

テスト運営・
受託事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 2,294,497 2,063,042 4,357,539 － 4,357,539

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － －

計 2,294,497 2,063,042 4,357,539 － 4,357,539

セグメント利益 999,153 435,341 1,434,494 △737,444 697,050

（注）１．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属

しない販売費及び一般管理費であります。

２．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2019年10月１日　至　2020年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２ 

e-Testing／
e-Learning事業

テスト運営・
受託事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 3,709,561 1,499,665 5,209,226 － 5,209,226

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － －

計 3,709,561 1,499,665 5,209,226 － 5,209,226

セグメント利益 1,358,960 217,837 1,576,797 △871,478 705,319

（注）１．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属

しない販売費及び一般管理費であります。

２．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

当社は、2020年４月１日付で当社を株式交換完全親会社、株式会社教育デジタルソリューションズを株式

交換完全子会社とする株式交換を行い、当第３四半期連結会計期間より、同社を連結の範囲に含めておりま

す。これにより、のれんを報告セグメントの「e-Testing／e-Learning事業」で110,205千円計上しておりま

す。

 

（企業結合等関係）

（株式交換による完全子会社化）

当社は2020年２月20日開催の取締役会において、株式会社教育デジタルソリューションズを当社の株式交換完全

子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、同日付で株式交換契約を締結い

たしました。その後、効力発生日となる2020年４月１日に株式交換を実施いたしました。

 

(1) 企業結合の概要

①　被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　株式会社教育デジタルソリューションズ

（以下、「教育デジタルソリューションズ」といいます。）

事業の内容　　　　教育と学習に特化したデータ分析を通じた教育関係者・学習者支援事業

②　企業結合を行った主な理由

当社は、中期的な成長戦略として教育プラットフォーム事業の強化を推進しております。教育デジタルソ

リューションズは国内最大規模の大学受験情報サービスである「大学受験パスナビ」を株式会社旺文社と共

同運営しており、特に大学入試広報領域におけるメディア事業に大きな強みを持っております。本株式交換

により、当社は大学入試広報領域におけるメディア事業を強化するだけでなく、今後当社の教育プラット

フォーム会員370万人のデータベースとAIレコメンドエンジン「CAERA（※）」を掛け合わせた、付加価値の

高い新たなサービスを創出していく予定です。すでに先行した取り組みとして、当社と教育デジタルソ

リューションズは大学受験パスナビにおける大学出願情報表示の個別最適化をCAERAを使って行うプロジェ

クトを共同で実施しており、CAERA導入後のクリック数が昨年対比で255％増加（2020年２月13日現在）とい

う実績が出ております。また、本株式交換により、教育デジタルソリューションズの既存株主である株式会

社旺文社との関係がさらに強化されることが期待され、今後３社が緊密に連携して新たな学習サービス、教

育プラットフォームの構築を推進して参ります。

（※）当社が開発したAIベースの汎用レコメンドエンジン。アダプティブ・ラーニング、広告配信、コンテンツレコメンドのほ

か、マーチャンダイジングの最適化など、幅広い業種における効率化に適用可能

③　企業結合日

2020年４月１日

④　企業結合の法的形式

当社を株式交換完全親会社、教育デジタルソリューションズを株式交換完全子会社とする株式交換

⑤　企業結合後の名称

変更はありません。

⑥　取得した議決権比率

本株式交換直前に所有していた議決権比率          12.99％

本株式交換により追加取得した議決権比率          87.01％

取得後の議決権比率　　　　　　　　　　　       100.00％

⑦　取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が教育デジタルソリューションズの議決権の100％を取得したものであり、当社を取得企業としてお

ります。

 

(2) 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

2020年４月１日から2020年６月30日まで

 

(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

本株式交換直前に保有していた教育デジタルソリューションズの

普通株式の企業結合日における時価 　　　　　   59,016千円

企業結合日に交付した当社の普通株式の時価　 　 395,411千円

取得原価　　　　　　　　　　　　　　　　　　 454,428千円
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(4) 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数

①　株式の種類別の交換比率

当社の普通株式１株：教育デジタルソリューションズの普通株式211株

②　株式交換比率の算定方法

独立した第三者算定機関であるEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社に株式交換比率

の算定を依頼し、提出された報告書に基づき当事者間で協議の上、算定しております。

③　交付した株式数

141,370株

 

(5) 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額

段階取得に係る差益　　 49,016千円

 

(6) 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等　 39,542千円

 

(7) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

①　発生したのれんの金額

110,205千円

②　発生原因

取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回ったため、その超過額をのれんと

して計上しております。

③　償却方法及び償却期間

６年間にわたる均等償却

 

(8) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産             619,211千円

固定資産             492,317千円

資産合計           1,111,528千円

 

流動負債             692,244千円

固定負債              75,060千円

負債合計             767,305千円

 

(9) のれん以外の無形資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに償却期間

種類 金額 償却期間

顧客関連資産 217,000千円 10年
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下

のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2018年10月１日

至　2019年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2019年10月１日
至　2020年６月30日）

 (1)１株当たり四半期純利益 34円81銭 43円58銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 289,840 387,024

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益（千円）
289,840 387,024

普通株式の期中平均株式数（株） 8,327,259 8,880,056

 (2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 31円31銭 40円11銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） 929,155 768,299

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前

連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

　（注）当社は、2018年11月12日付で普通株式１株につき２株の株式分割を実施しております。前連結会計年度の期首に

当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定

しております。

 

（重要な後発事象）

（合弁会社の設立）

当社は2020年５月21日開催の取締役会において、株式会社旺文社と合弁会社を設立することを決定し、2020年７

月１日に株式会社旺文社EduLab EDGe Schoolを設立しました。

 

(1) 合弁会社設立の目的

教育サービス事業を展開する当社は、次世代型オンラインスクールの設立を推進するため、株式会社旺文社

と合弁会社を設立し、「第５世代型オンライン教育プラットフォーム」を構築し、そのプラットフォーム上で

スクール事業を展開してまいります。

 

(2) 合弁会社の概要

 ① 会社名　　　　　　株式会社旺文社EduLab EDGe School

 ② 所在地　　　　　　東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号　渋谷ソラスタ14階

 ③ 資本金　　　　　　150,000千円

 ④ 出資比率　　　　　株式会社旺文社　50％

 　　　　　　　　　　 株式会社EduLab　50％

 ⑤ 取得する株式の数　1,500株

 ⑥ 取得価額　　　　　150,000千円

 ⑦ 事業内容　　　　　オンライン教育プラットフォームの開発、スクール事業の企画、開発、運営

 ⑧ 設立年月日　　　　2020年７月１日

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2020年８月７日

株式会社EduLab

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 神宮　厚彦　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐藤　和充　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社EduLab

の2019年10月１日から2020年９月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020年６月30

日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年10月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠

して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社EduLab及び連結子会社の2020年６月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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