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（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 ％

2023年９月期第１四半期 1,782 △14.3 △301 － △419 － △536 －

2022年９月期第１四半期 2,080 11.3 △214 － △243 － △881 －

（注）包括利益 2023年９月期第１四半期 △549百万円（－％） 2022年９月期第１四半期 △969百万円（－％）

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

2023年９月期第１四半期 △53.22 －

2022年９月期第１四半期 △87.98 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年９月期第１四半期 11,187 4,532 39.2

2022年９月期 12,437 5,035 39.4

（参考）自己資本 2023年９月期第１四半期 4,388百万円 2022年９月期 4,899百万円

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

2022年９月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2023年９月期 －

2023年９月期（予想） － － － －

１．2023年９月期第１四半期の連結業績（2022年10月１日～2022年12月31日）

（注）「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であ

るため記載しておりません。

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

２．当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日にお

ける配当予想額は未定であります。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年９月期１Ｑ 10,165,270株 2022年９月期 10,070,470株

②  期末自己株式数 2023年９月期１Ｑ 6,954株 2022年９月期 6,954株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年９月期１Ｑ 10,084,812株 2022年９月期１Ｑ 10,020,316株

３．2023年９月期の連結業績予想（2022年10月１日～2023年９月30日）

業績予想につきましては、2023年９月期第１四半期決算発表時の公表を目指し検討を進めてまいりましたが、現在も精

査中であり、決定次第速やかに公表いたします。

※  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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

新規  －社  、除外  －社

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

（注）詳細は、添付資料Ｐ．８「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事

項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（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）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

（将来に関する記述等についてのご注意）

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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注

意事項等については、添付資料Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報　（３）連結業績予想などの将来予測

情報に関する説明」をご覧ください。
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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１四半期連結累計期間の当社グループの経営成績は、売上高1,782,101千円（前年同期比14.3％減）、営業

損失301,338千円（前年同期は営業損失214,678千円）、経常損失419,958千円（前年同期は経常損失243,970千

円）、親会社株主に帰属する四半期純損失536,753千円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失881,602千

円）となりました。

当第１四半期連結累計期間においては、テストセンター事業とAI事業で売上が前年並みとなった一方で、テスト

等ライセンス事業、教育プラットフォーム事業、テスト運営・受託事業での売上減少により、前年同期比減収とな

りました。また、ソフトウェア開発投資等の売上原価は減少したものの、内部統制強化や臨時的な経理体制構築及

び監査対応費用にかかる業務委託費等による販売管理費の増加や為替差損の発生等により、営業損失および経常損

失は前年同期比で拡大しました。一方で、ソフトウェア等の減損損失や特別調査委員会費用の縮小により、親会社

株主に帰属する四半期純損失は縮小しました。

　セグメント別の経営成績は、次のとおりです。

①　テスト等ライセンス事業

　テスト等ライセンス事業においては、英語スピーキングテストに伴うライセンス収入やCASEC売上減少等によ

り、当該セグメントの売上高は235,538千円（前年同期比29.1％減）、セグメント損失は26,615千円（前年同期比

はセグメント利益73,272千円）となりました。

②　教育プラットフォーム事業

　教育プラットフォーム事業においては、広告事業が順調に推移した一方で英語学習サービスのライセンス収入が

受験者数の減少にともない売上減少となり、当該セグメントの売上高は555,675千円（前年同期比6.1％減）、セグ

メント利益は119,196千円（前年同期比同9.7％減）となりました。

③　テストセンター事業

　テストセンター事業においては、テストセンター利用者数は順調に増加しているものの、CBT配信受託業務の一

部契約終了に伴い、当該セグメントの売上高は687,597千円（前年同期比0.8％減）、セグメント利益は29,004千円

（前年同期68.3％減）となりました。

④　AI事業

　AI事業においては、手書き文字認識「DEEP READ」ライセンス収入が安定して推移し、売上高は前年並みとなり

ました。費用面では、減価償却費や自習室事業にかかる販売管理費の減少等により利益率が改善し、当該セグメン

トの売上高は73,363千円（前年同期比2.9％減）、セグメント利益は1,151千円（前年同期はセグメント損失

145,086千円）となりました。

⑤　テスト運営・受託事業

　テスト運営・受託事業においては、前年度に単独で受託した文部科学省による全国学力・学習状況調査（小学校

事業）を今年度は再委託機関として受託したこと等により、当該セグメントの売上高は238,013千円（前年同期比

38.7％減）、セグメント損失は48,307千円（前年同期はセグメント損失61,212千円）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて829,220千円減少し、8,261,977千円となりました。これは、現金及び預

金474,651千円、売掛金及び契約資産499,857千円の減少などによります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて420,195千円減少し、2,922,295千円となりました。これは、ソフトウェ

ア207,304千円、投資その他の資産159,782千円の減少などによります。

　繰延資産は、前連結会計年度末に比べて513千円減少し、3,690千円となりました。

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1,249,928千円減少し、11,187,963千円となりました。

（負債）

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて559,034千円減少し、4,859,462千円となりました。これは、短期借入金

が267,999千円、契約負債が223,781千円減少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188,715千円減少し、1,795,535千円となりました。これは、長期借入金

が179,713千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747,749千円減少し、6,654,998千円となりました。

（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて502,179千円減少し、4,532,965千円となりました。これは、利益剰余

金が536,753千円減少したことなどによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想については、2023年９月期第１四半期決算発表時の公表を目指し検討を進めてまいりましたが、現

在も精査中であり、決定次第速やかに公表いたします。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,053,510 5,578,859

売掛金及び契約資産 1,591,198 1,091,340

商品 276,769 227,135

仕掛品 18,001 22,865

その他 1,151,719 1,341,777

流動資産合計 9,091,198 8,261,977

固定資産

有形固定資産 135,887 126,701

無形固定資産

ソフトウエア 1,401,240 1,193,936

ソフトウエア仮勘定 316,054 288,371

その他 245,940 229,700

無形固定資産合計 1,963,236 1,712,008

投資その他の資産 1,243,367 1,083,584

固定資産合計 3,342,490 2,922,295

繰延資産 4,203 3,690

資産合計 12,437,892 11,187,963

負債の部

流動負債

買掛金 292,994 358,573

短期借入金 1,538,499 1,270,500

１年内償還予定の社債 159,576 130,272

１年内返済予定の長期借入金 1,395,186 1,310,186

未払法人税等 12,887 20,791

契約負債 935,628 711,846

受注損失引当金 5,910 30,263

特別調査費用引当金 170,770 170,770

その他 907,044 856,259

流動負債合計 5,418,496 4,859,462

固定負債

社債 107,300 107,300

長期借入金 1,787,017 1,607,304

事業整理損失引当金 14,000 14,000

その他 75,933 66,931

固定負債合計 1,984,250 1,795,535

負債合計 7,402,747 6,654,998

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,279,458 5,297,376

資本剰余金 5,631,620 5,649,537

利益剰余金 △5,632,335 △6,169,088

自己株式 △19,506 △19,506

株主資本合計 5,259,237 4,758,319

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,133 △14,815

為替換算調整勘定 △361,826 △355,401

その他の包括利益累計額合計 △359,693 △370,216

非支配株主持分 135,600 144,863

純資産合計 5,035,144 4,532,965

負債純資産合計 12,437,892 11,187,963
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（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年10月１日
　至　2021年12月31日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年10月１日
　至　2022年12月31日)

売上高 2,080,255 1,782,101

売上原価 1,564,984 1,320,218

売上総利益 515,271 461,882

販売費及び一般管理費 729,949 763,221

営業損失（△） △214,678 △301,338

営業外収益

受取利息 34 2,593

為替差益 24,035 －

契約解約益 12,852 68,750

その他 10,476 8,075

営業外収益合計 47,399 79,418

営業外費用

支払利息 11,992 14,155

為替差損 － 119,347

投資事業組合管理費 37,056 43,267

持分法による投資損失 8,674 1,414

その他 18,968 19,853

営業外費用合計 76,691 198,038

経常損失（△） △243,970 △419,958

特別利益

事業整理損失引当金戻入額 12,600 －

投資有価証券評価益 － 25,416

特別利益合計 12,600 25,416

特別損失

減損損失 302,013 70,018

投資有価証券評価損 161,047 －

特別調査費用引当金繰入額 203,324 －

上場契約違約金 48,000 －

訴訟関連損失 － 39,058

特別損失合計 714,386 109,077

税金等調整前四半期純損失（△） △945,756 △503,619

法人税等 13,639 22,332

四半期純損失（△） △959,396 △525,951

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
△77,793 10,801

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △881,602 △536,753

（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１四半期連結累計期間）

- 6 -

株式会社EduLab（4427）
2023年９月期　第１四半期決算短信



（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年10月１日
　至　2021年12月31日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年10月１日
　至　2022年12月31日)

四半期純損失（△） △959,396 △525,951

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 27,639 △17,171

為替換算調整勘定 △37,423 △6,518

その他の包括利益合計 △9,784 △23,689

四半期包括利益 △969,180 △549,641

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △912,092 △547,276

非支配株主に係る四半期包括利益 △57,088 △2,364

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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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）

当第１四半期累計期間において、新株予約権の権利行使により、資本金が17,917千円、資本剰余金が17,917千円増

加しました。 この結果、当第１四半期会計期間末において、資本金が5,297,376千円、資本剰余金が5,649,537千円

となっております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四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。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書において、追加情報に記載した新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する仮定

について重要な変更はありません。
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（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

テスト等
ライセンス

事業

教育
プラット
フォーム

事業

テスト
センター

事業
AI事業

テスト運営
・受託事業

計

売上高

顧客との契約から生

じる収益
332,416 592,082 692,147 75,542 388,067 2,080,255 － 2,080,255

その他の収益 － － － － － － － －

外部顧客への売上高 332,416 592,082 692,147 75,542 388,067 2,080,255 － 2,080,255

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 853 － － 853 △853 －

計 332,416 592,082 693,000 75,542 388,067 2,081,109 △853 2,080,255

セグメント利益

又は損失（△）
73,272 132,064 91,377 △145,086 △61,212 90,416 △305,094 △214,678

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2021年10月１日　至　2021年12月31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並びに収益の分解情報

（注）１．セグメント利益又は損失（△）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．セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。

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

（固定資産に係る重要な減損損失）

前第１四半期連結累計期間に「テストセンター事業」セグメントにおいて174,158千円、「AI事業」セグメン

トにおいて117,520千円、「テスト運営・受託事業」セグメントにおいて10,335千円の減損損失を計上しており

ます。
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（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

テスト等
ライセンス

事業

教育
プラット
フォーム

事業

テスト
センター

事業
AI事業

テスト運営
・受託事業

計

売上高

顧客との契約から生

じる収益
235,588 555,675 679,459 73,363 238,013 1,782,101 － 1,782,101

その他の収益 － － － － － － － －

外部顧客への売上高 235,588 555,675 679,459 73,363 238,013 1,782,101 － 1,782,101

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 8,138 － － 8,138 △8,138 －

計 235,588 555,675 687,597 73,363 238,013 1,790,239 △8,138 1,782,101

セグメント利益

又は損失（△）
△26,615 119,196 29,004 1,151 △48,307 74,429 △375,768 △301,338

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2022年10月１日　至　2022年12月31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並びに収益の分解情報

（注）１．セグメント利益又は損失（△）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．セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。

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

（固定資産に係る重要な減損損失）

当第１四半期連結累計期間に「テストセンター事業」セグメントにおいて12,316千円、「AI事業」セグメント

において57,701千円の減損損失を計上しております。
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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