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イベント概要 

 

[企業名]  株式会社学情 

 

[企業 ID]  2301 

 

[イベント言語] JPN 

 

[イベント種類] 決算説明会 

 

[イベント名]  2022 年 10 月期決算説明会 

 

[決算期]  2022 年度 通期 

 

[日程]   2022 年 12 月 12 日 

 

[ページ数]  44 

 

[時間]   16:00 – 16:47 

（合計：47 分、登壇：30 分、質疑応答：17 分） 

 

[開催場所]  インターネット配信 

 

[会場面積]   

 

[出席人数]   

 

[登壇者]  3 名 

代表取締役社長   中井 大志（以下、中井） 

管理部 ゼネラルマネージャー 野嶋 稔彦（以下、野嶋）  
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登壇 

 

野嶋：皆さん、こんにちは。株式会社学情、2022 年 10 月期の決算説明会にお集まりいただきまし

て、ありがとうございます。本年もコロナの影響等もありまして、オンラインでの開催とさせてい

ただきますので、よろしくお願いします。 

まず、資料に沿っての説明に先駆けまして、当社代表取締役社長の中井よりご挨拶させていただき

ます。 

中井：この度は、株式会社学情の決算説明にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。

おかげさまで、学情も 45 期を無事終了することができました。このコロナ禍、全社とすれば、新

商品の開発であったり、イベントに強い学情という強みを生かしながら、Web への切り替えとい

うところを重点にやってまいりました。 

そこで、Web 商品であったり、新商品の売上高を順調に伸ばすことができましたし、イベントに

関しましても、途中段階から、コロナ禍もある程度の先行きが見えたということで、下期には急回

復をしてきたという状況になっております。 
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お手元の資料のように、会計基準が変わった影響がありますので、今の新会計では 67 億 7,000 万

円という売上高になっていますが、旧会計で計算をすると 72 億円と、前年同月比の 115.8%を計

上することができました。 

現在も様々な事業に力を入れているわけですが、例えば、Re 就活につきましては、11 月段階で、

会員数が 200 万人を突破いたしました。学情は、このリソースを生かしながら、様々な事業の業

績拡大、売上拡大に努めてまいります。 

例えば、Re 就活に関しては、会員数が増えることによって、どういった効果が出るのかというと

ころを少しお話ししますと、Re 就活の会員が増えれば、Re 就活の掲載企業への応募が増えますの

で、そこで採用できる企業が増えます。採用ができたという企業の率が増えると、リピートで掲載

をいただくという件数が増えますので、Re 就活の売上につなげることができます。 

また、Re 就活の登録が増えれば、Re 就活エージェントも、45 期に関しては、昨年より 144.2%

と、大幅に売上を伸ばしたわけなんですけれども、登録人数が増えると、その 20 代の求職者を 1

人でも多くクライアントに紹介することができますので、エージェント事業部へも貢献をすると。 
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そして最後に、弊社はイベントでも、20 代の転職希望者だけを集めた転職博というイベントを開

催しているわけですが、それも Re 就活の会員が増えれば来場が増えて、面談人数が増えて、そし

て企業が採用できる人数・成功率が上がりますので、そういった相乗効果を見込みながら、業績拡

大に努めてまいりたいと思っております。 

また、お手元の資料に書いてあるように、累計の受注数字も前年同月比の 152.9%と、スタートダ

ッシュとすれば順調に推移しておりますので、ぜひ楽しみにしていただければと思っております。 

詳細な資料に沿っての説明については、担当からご説明させていただきます。 

野嶋：ありがとうございます。では資料に沿いまして、私、管理部の野嶋からご説明させていただ

きます。 

当社のコーポレートサイト、IR ページにも、決算説明資料の PDF を掲載させていただいておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 

まず 1 ページ目をめくっていただきますと、終わった期の 2022 年 10 月期、第 45 期のニュースを

掲載させていただいております。 
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大きなニュースとしましては、8 月にあさがくナビが、オリコン顧客満足度調査、学生満足度

No.1 を獲得しました。 

この効果は非常に大きく、大学や学生の皆さんに PR することによって、実際にあさがくナビの登

録数にも直接的に表れております。先ほど中井からもお話しをさせていただきましたように、ナビ

の直接登録において、前年比約 120%というかたちで推移しております。 

このオリコン顧客満足度 No.1 というのは、我々が選んだというのではなくて、学生さんから支持

していただいてる証ということで、非常にインパクトがあるかたちで、市場からは受け止めていた

だいております。 

 

続きまして、Re 就活です。 

こちらも、近年、プロモーションを行ってきた効果が非常に大きく表れておりまして、5 年でプロ

モーション実施を重ねてくることによって、会員数が大きく伸びてきております。 

厚生労働省発表の 20 代人口は 1,250 万名おります。その中で学情は、あさがくナビのほうで新卒

世代の 40 万名の会員登録があります。それ以外に 200 万名の登録というかたちで、Re 就活に登
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録いただいていますので、20 代の若手 240 万名の会員に対してアプローチしていただけるメディ

アを持っている会社となります。 

 

続きまして、こちらは採用マーケットの現状ということでお話をさせていただきたいと思います。 

現在、生産年齢人口の減少を見据えて、新卒の一括採用から採用の多角化を進めることが、企業に

とって課題になってきております。 

その中で、2022 年度の中途採用が採用計画に占める割合が、初めて 3 割を超えるというニュース

がありました。新卒者と既卒者の採用の割合が、このページのイメージ図をご覧いただきたいので

すが、今までは日本の企業は新卒採用のマルが大きく、通年採用・経験者採用というマルが非常に

小さくて、9 対 1 というかたちの企業様が多かった。それが 7 対 3 ぐらいに、かなり通年採用であ

るとか経験採用であるとかというところに、軸足が移ってきているというかたちになります。 

これは、先ほどから申し上げていますように、若手を採用する上で当社のあさがくナビ、それから

Re 就活をミックスして使っていただくことによって、大変効果を上げていただける。当社にとっ

ては非常にいい市場環境に、どんどん移っていっているということになります。 
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続きまして、採用マーケットの、今度は求職者側のアンケートについてでございます。 

こちらも、25 歳から 34 歳の 5 人に 1 人は転職を希望しているであるとか、学生の 4 人に 1 人

が、入社した企業で働きたい年数が 5 年未満と回答しています。 

新卒を採用している企業様に聞かれると、ちょっとげんなりする内容ではありますけれども、これ

が今現在の若者の実像だと思います。ですので、若い世代での転職希望者が増えて、転職に挑戦す

る 20 代が増えてくるというのは、当社のビジネスという観点で見ると非常に明るい兆しだと思い

ます。 
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このようなマーケットの環境を得て、ここから数字等の資料になっていきます。、サマリーは先ほ

ど中井がご説明させていただいたことが載っております。 

繰り返しにはなりますが、市場環境は、先ほども言いましたように、企業様の採用意欲が急回復し

ております。採用マーケットが急拡大しているというかたちです。それにより当社の業績は、45

期、2022 年 10 月期を終えまして、おかげさまで増収増益で終わることができました。経常利益で

は増益を果たしております。 

売上高は 67 億 7,000 万円でしたが、先ほどもありましたように、会計基準の変更を行いましたの

で、一昨年までの 44 期と比べる上での従来会計基準で見ますと、前年同期比で 115.8%の 72 億

400 万円の売上高になりまして、こちらは過去最高業績となっております。 

以下、当社の事業ごとのサマリーを書かせていただいています。Web メディア事業では、Re 就

活・あさがくナビの売上高が、従来会計基準では前年同期比の 107.8%で、こちらも順調に伸びて

おります。 

それからイベント事業ですね。就職博というブランドを含めて当社で展開しておりますが、こちら

はコロナの終わりを見据えてというところで、やはりリアルな出会いに対しての期待が高まってお
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りまして、従来会計基準では前年同期比の 126.3%と、売上も伸びておりますし、学生さんならび

に求職者の方々の来場者数も大幅に増えております。 

それから、当社が中期経営計画でもお話しをさせていただいております、エージェント事業を今後

伸ばしていきたいというところですが、こちらの売上高は前年同期比の 144.2%と、高い伸びを示

しております。 

続きまして、公的分野を持っているということで、当社の場合、民間の需要と公的な需要とという

ところでのバランスをとっているわけですが、45 期は民間も伸びていますが、公的分野のほうも

伸びておりまして、売上高は前年同期比の 114.1%となりました。 

2023 年 10 月期に向けては、順調に受注高も伸びてきております。金曜日にもリリースをさせてい

ただきましたが、11 月末での受注累計額は前年同期比 152.9%で、すでに受注がかなり積み上がっ

ているかたちになります。 

 

続きまして、株主の皆様への還元も含めて、業績を説明させていただきます。 
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先ほどから申し上げていますように、2022 年の 10 月期は、実質的には過去最高業績を実現してお

ります。会計基準の変更によりますと、67 億 7,300 万円となりますが、従来の基準でいきますと

72 億 400 万円となっております。 

今始まっております 2023 年 10 月期の予想としましては、80 億円の売上高、それから経常利益は

23 億円と見込んでおりますので、さらに業績を伸ばせるものと確信しております。 

 

こちらは、損益計算書のダイジェストを載せております。 

先ほどから繰り返しになりますが、各数字を見ていただければと思います。こちらでは、売上高

と、それから販管費ですね、こちらの販促費も少し伸ばしております。 

これは良い傾向といいますか、売上のトップラインも伸びていく中で、販促投資をしながらという

ことで、より効果性を上げるメディアを作っていけるというかたちになっております。ですので、

攻めの展開ができているとご理解いただければと思います。 
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四半期別の売上高についてです。 

こちらのグラフで見ていただいておわかりのように、第 4 クォーター、会計基準の変更で心配され

ていましたが、順調に伸ばすことができております。 
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商品別のほうも、見ていただいた通りでございます。 
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株主還元についての考え方です。 

こちらも本日リリースさせていただきましたが、当初 2022 年 10 月期の期末配当金に関しまして

は 19 円と、年間 37 円の通期配当と計画しておりましたが、利益の伸びや業績の伸び等を勘案し

まして、年間配当は 43 円となる 6 円の増配を予定しております。 

こちらは、2023 年 1 月に開かれます当社の定時株主総会において、最終的に決議をいただくかた

ちになっておりますが、取締役会決議で 6 円増配を計画しております。さらに 2023 年 10 月期

は、一株当たりの配当金額を更に増配予定で、48 円とさせていただく予定で発表させていただい

ております。 

 

もう少し細かい BS・PL のダイジェストになりますので、こちらもご覧ください。 
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ここからは、各メディアの状況についてお話しをさせていただこうと思います。まずは、Re 就活

でございます。 

こちらは先ほどから言っていますように、かなり求職者の皆さんの期待を背負っているというか、

大きく登録会員数を伸ばすことができておりまして、その証拠に、20 代が選ぶ、20 代向け転職サ

イトに 4 年連続 No.1 というかたちで、東京商工リサーチさんに調べていただいた結果が出ており

ます。 

登録数が増えれば増えるだけ、やはり効果も伸びておりまして、各企業様からも期待をしていただ

いております。今、採用マーケットの環境からいって、本当に必要な若手人材は採りにくくなって

おります。 

人材が採りにくくなってくるとどういうことが起こるかというと、各企業様が支払う採用コストが

上がってまいります。そうすると、より効果のある媒体に、企業様はシフトしていく。採用効率を

上げていきたいという思いから、会員が集まるメディアにということで選んでいただいている状況

ですので、こちらも順調に業績を伸ばしております。 
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2023 年 10 月期に向けても、すでにスタートダッシュとして、昨年よりも順調な受注高が、こちら

の Re 就活のほうにも入ってきておりますので、こちらも楽しみに、今後見ていただければと思い

ます。 

 

先ほども言いましたように、会員数は伸びております。 

ということで、こちらも実際の利用者の声なんかも拾わせていただいて掲載しておりますので、こ

ちらはまた後ほど、ゆっくりご覧いただければと思います。 
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続きまして、あさがくナビです。 

当社の Web メディア、新卒採用に対するメディアですが、こちらは先ほど申し上げましたよう

に、オリコンの顧客満足度調査の学生満足度 No.1 を獲得することができました。 

新卒採用マーケットについては非常に回復しておりますし、昨今のニュースでも、採用を止めてい

たエアライン関係がまた採用を始めるとか、いろんなニュースが出ておりましたけれども、新卒採

用市場については非常に、採用意欲が旺盛な企業様が多くなっております。 

その中で、学生さんから選んでいただけているところが強みとなって、企業様からの引き合いも非

常に伸びてきている状態でございます。あさがくナビは、会計基準の変更に伴う売上高の計上につ

いては一番大きな影響を受けておりましたので、45 期については途中、ご心配していただいたり

ということがあったかと思いますが、46 期については順調に、伸ばしていけるかと思いますの

で、ご期待いただければと思います。 
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そのあさがくナビの人気を支えておりますのが、JobTube シリーズという、動画をはじめとする

新商品群になります。こちらは非常に引き合いも多くて、2020 年 9 月のサービス開始以来、800

件以上の導入実績が生まれてきております。 

まだまだ新しい、企画の開発を考えておりますので、ご期待いただければと思います。 
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イベントです。 

今、就職市場においてイベントだけ強いという会社はございません。イベントで強くなろうと思う

と、先ほどのあさがくナビや Re 就活といった、Web サイトが強くないと駄目なんですが、当社の

場合、そういった Web サイトの伸びもあって、就職博シリーズも順調に伸びております。 

それから、合同企業セミナーというのは、業界の中で当社がパイオニアとして日本で一番初めに、

合同企業セミナーを開始したというところもありますので、このコロナ禍の中で、多くの同業他社

がイベントを中止をしたりしていく中で、当社は 45 期においても、1 回も中止することなく、予

定をきちんとやり遂げることができました。 

様々な感染対策も打ちながら、そのノウハウが確立できておりますので、ご参加いただく求職者の

方ももちろんですが、企業様においても、学情に頼めば、中止することなくきちんと予定通りにや

ってくれるということで、安心感を持っていただいての引き合いとなっております。 

こちらは、昨今、当社の販売戦略も、様々な施策をとってきております。今までの IR 活動の中

で、お話を聞いていただいた皆様にはご理解いただいてるかと思うんですが、抽選制での販売であ

ったりとか、それからブース位置を選んで、次回のものを先行予約していただくような販売形式な
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んかを取ってきておりますので、開催数は微増であっても、1 回あたりの販売ブース数を上げて売

り切っていくかたちで、こちらも順調に推移しております。 

 

最近行わせていただいた実績です。 

Re 就活の大転職博、それから、あさがくナビのインターンシップ博を昨年の同時期と比べます

と、来場数もと出展企業様のほうも、ぐんと伸びている状況です。 

非常に順調に伸びておりますし、そこの相乗効果で、先ほど言いました、イベントだけ強いという

会社はこの業界にもう存在しなくなっている中で、Web 媒体が強いからこそイベントも強い、イ

ベントが強いからこそ Web 媒体も強いというかたちでの相乗効果を生んでいるかと思います。 
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続きまして、エージェント事業です。 

人材紹介という部分ですが、こちらは、20 代登録比率、2 年連続 No.1 ということもありまして、

若者に限った、Re 就活と同じ対象の 20 代の若者のエージェントとしては、非常に効果を上げてお

ります。 

そこを信頼していただきまして、先ほどから言っておりました、採りにくい状態になってくる中

で、売上も拡大していまして、前年比 144.2%の成長ができております。 

この要因は、当社は東京・名古屋・京都・大阪・福岡という営業拠点で展開しておりますが、今ま

でこのエージェント事業部は、44 期までは、東京と大阪という 2 拠点で展開しておりました。そ

れを 45 期以降、名古屋・福岡・京都と、エージェントの展開拠点を増やしております。 

それに伴いまして、求職者と面談するキャリアアドバイザーの採用強化にも取り組んでおりまし

て、こちらも順調に採用することができておりますので、今後、このペースで伸ばしていける、も

っと加速させることもできるというかたちで、ご期待いただければと思います。 
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主要商品としまして、残りの公的分野商品の部分です。 

こちらも東京都の大型事業など、社会課題のトレンドに即した事業受託が好調に推移しまして、売

上高は前年比の 114.1%となりました。 

最近では、ウクライナ情勢の避難民の方々の就労受入セミナーを手伝わせていただいたり、就職氷

河期世代の支援関連事業であるとか、DX 人材といいますか、デジタル人材のマッチング、それと

新卒のインターンシップ絡みの事業も、たくさんいただけるかたちになっております。 

特に、インターンシップ絡みの事業については、本当に指名発注と言ってもいいほど、学情にノウ

ハウがあるというのを聞きつけて、今まで取引がなかった省庁の皆さんからもお声掛けいただくよ

うになっておりますので、こちらも順調に伸ばしていけるかと思います。 

ここまでで、2022 年 10 月期の業績に対する概略ご説明と、各主要メディアについての状況をご説

明させていただきました。 
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お手元の決算説明資料には、この後、ESG 関連の進捗であるとか、今後の展開というのを載せて

おります。こちらは、かなりざっくりとお話をさせていただこうと思います。 

ESG 関連も環境を中心に、元々そんなに環境に影響を及ぼすような事業は行っておりませんが、

それでもやはり、紙の使用量を減らすとか、そういったところから。それから、やはり若手の人材

を輩出していくお手伝いをするというのは、社会的な意味もあるかと思っておりますので、そうい

ったところで社会性に富んだ事業を、今後も続けていきたいと思っております。 
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今後の展開としまして、中期経営ビジョン、中計経営計画も昨年制定させていただきまして、発表

させていただいております。 

今期は中計経営計画の 2 期目に当たりますので、まずはその中期経営計画に沿ったかたちで戦略を

進めていき、今後、進捗状況によっては、また中計経営計画、早く良い方向での見直しができるよ

うに進めていきたいと考えております。 
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次は、2022 年 10 月期の計画値・実績値が出ておりますので、こちらも掲載させていただいており

ます。 
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こちらのページは、前回、第 3 クォーターの説明のときから皆さんにもお伝えしておりますが、ど

んどん新しい事業・メディア・新しい商品を開発していくというのが学情の DNA でございますの

で、Re 就活のブランドを使った、さらに効果的なサービスを展開しようということで、2023 年

10 月期中には、皆さんにきちんとしたかたちで、ご説明できるときがやってくるかと思いますの

で、こちらもご期待いただければと思います。 
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そういった攻めの商品開発とともに、社内的な構造改革も行っております。 

お客様により喜んでいただける、お客様の効果性を上げていただけるようにということで、新部署

を設置しまして、よりカスタマーサクセスを担う部門を強化していっておりますので、さらなる効

果向上と、それに伴う売上増大を計画しているところであります。 
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今後の市場環境についてです。 

まだまだ 20 代若手の採用をしたい、それから中途採用比率の公表義務化ということで、今まで新

卒中心、先ほども冒頭に申し上げたように、9 対 1 ぐらいで新卒を取っていた企業様が、中途採用

比率を公開することによって、中途採用に力を入れていかないといけない。経団連からは、中途と

いう言い方はどうだということで、経験者採用という言葉が生まれてきたりもしておりますので、

やはり社会的にも産業界の注目している部分でございます。 

そこについては、当社は強みをもったメディアを持っておりますので、どんどんこちらも展開して

いければと思います。 
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今、申し上げたような内容でございますね。 
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資料は以下、会社概要となっていきます。 

当社のパーパス、「つくるのは、未来の選択肢」ということで、こちらを掲げて、全社一丸となっ

て今取り組んでおります。 
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まさに、若手の求職者の方々の未来の選択肢をわれわれが作っていくべく、社会的意義の高い仕事

をしていきたいと思っておりますので、ご期待いただければと思います。 
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当社のことをまだよくご理解いただいてない方は、このページの当社のビジネスモデルもよく見て

いただければと思います。 

当社の場合は、求職者というかたちのユーザーからは基本的に費用を頂戴しないかたちで、クライ

アント側・企業さんから、求人情報の掲載・作成というところで費用を頂戴するビジネスモデルに

なっておりますので、よろしくお願いいたします。 

そんな中で、当社はやはり Web メディアの比率を上げていくということを掲げてやっております

ので、今はそれについてどんどん前向きなな投資もしながら、前に進んでいるかたちでございま

す。 
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当社の沿革でございます。 
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最後に、2022 年 10 月 31 日の基準日を迎えまして、株主総数が 7,622 名になっております。株主

構成比も、こちらにグラフで示させていただいておりますので、ご覧いただければと思います。 

以上、当社の 45 期、2022 年 10 月期の決算説明についてお話しをさせていただきました。 
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質疑応答 

 

野嶋 [Q]：ここからは少し時間をとりまして、質疑応答を受け付けていきたいと思いますので、皆

さん質問をしていただければと思います。 

なかなか決算説明の場では質問しにくいということでしたら、それぞれ個別の決算説明の 1on1 の

ミーティングなんかも、できるだけ対応させていただこうと考えておりますので、そちらのお申し

込みもいただければと思います。 

ありがとうございます。質問が一つ入ってまいりましたので、私から読み上げさせていただきま

す。Re 就活の第 4 クォーターが旧基準ベースで 94.1%と少し弱いですが、どう見ていますでしょ

うかということです。 

中井 [A]：はい。ご質問いただいた件につきましては、会計基準の変更に伴うものが影響しており

ます。ですので、受注自体は予定どおり入っているわけですが、今まで、例えば 10 月に売上がで

たものが、掲載期間を日割りで計算をして売上が立つものですから、そういった意味では、46 期

の売上としての貯金があるということで、ご期待をいただければなと思っております。 

野嶋 [A]：そうですね。転職の場合、やはり季節性というものもありますので、本来ですと、そこ

へ向けて早めに掲載していただいていた企業様の売上なんかが、今までは第 4 クォーターに乗っか

ってきていた分が、正常にと言ったら変ですけども、そういう時期に売上計上がなされていってい

るというところもあるかと思います。 

野嶋 [Q]：次の質問をいただいております。コストの使い方や投資について、前期と今期の方針の

違いについて教えてくださいということですが、社長、お願いできますでしょうか。 

中井 [A]：はい。投資につきましては、引き続き、様々な M&A であったりとかそういったものを

模索しておりますが、直近で特に力を入れてるのはプロモーションの強化です。Re 就活のテレビ

CM であったりとか、Web 広告費を上げていくことによって、会員数が増えております。 

具体的にどれだけ増えているかをご説明しますと、今、中途転職媒体は、新規会員登録をかなり昨

対割れしている他社媒体も出てるという状況です。 

それぐらい人材会社が、いろんな、登録者の獲得のために広告費を上げているという段階ですが、

その中で Re 就活は、2022 年の 10 月期は、昨対と比べて新規会員登録数は 158.6%ということ

で、飛躍的に伸ばしております。11 月に関しても 126.1%ということで、大幅に増やしておりま
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す。こちらの広告費の回収につきましては、例えば、採用ができたということで効果があれば、ま

た 46 期中の Re 就活の追加発注・売上につながりますので、そういった投資を、積極的に、しか

し状況を見ながら、やっていきたいなとは思っております。 

野嶋 [Q]：ありがとうございます。続きまして、今期計画では、売上の伸びが上期と比べて下期は

弱く見えますが、なぜですかというご質問をいただいております。 

中井 [A]：ありがとうございます。こちらも、特に会計基準の変更によって、あさがくナビと Re

就活、こちらも順調に受注を伸ばしたわけなんですけども、どうしても掲載が、Re 就活であれ

ば、2 カ月から 3 カ月、長くて半年から 1 年。あさがくナビも、平均して半年から 1 年ということ

で売上が分散化されますので、その影響が出ているという状況です。 

それにつきましても、46 期上期の、第 1 クォーター、第 2 クォーターなどに受注済み案件が、い

うならば売上の貯金ができているということですので、そちらのほうにはプラスに影響していると

いう状況になっております。 

野嶋 [Q]：ありがとうございます。続きまして、質問をいただいております。2026 年入社の採用

スケジュール変更の影響はどう見ていますかということです。 

中井 [A]：そちらにつきましても、すでに営業活動の中では影響が少し出つつありまして、今まで

インターンシップをあまり取り組まれていなかった企業様が、インターンシップに取り込むという

ご相談を受けていたりとか。 

今の 1、2 年生ですね、こちらについて私たちも会員を獲得しようということで、1、2 年生のうち

からの会員を増やしています。インターンシップで 1,2 年生を含めて接点を増やしたいという相談

を受けておりますので、私たちも 1、2 年生企画という企画を、以前からありましたが、そこの商

品群を増やして、クライアントのニーズにお応えできるような準備をしている段階になっておりま

す。 

野嶋 [A]：そうですね、はい。そういう意味では、もちろんメディアのあさがくナビのほうも、先

ほど社長からご説明させていただいたような施策も取っておりますが、一番顕著に見ていただける

のは、資料の 21 ページのイベントのところなんかも見ていただくと、販売ブースもインターンシ

ップ対象のところが非常に伸びてきております。 

この辺りは、各企業様からもインターンシップに対しての需要といいますか、期待されているとい

うところの表れかと思いますので、そういったニーズについては的確に捉えながら、今後もやって

いきたいと思っております。 
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野嶋 [Q]：続きまして、今期の販売促進費が 5 億 9,300 万円と、前年比 25%伸びますが、主にどう

いったところで使っていこうと考えていますかというご質問でございます。 

中井 [A]：そちらに関しましても、引き続き、テレビ CM であったりとか Web 広告のプロモーシ

ョンを中心に、積極的に新規会員獲得のための投資ということでは考えております。 

野嶋 [Q]：ありがとうございます。もう 1 問お願いいたします。冒頭に若年層のキャリアの自立な

どの傾向をまとめておられますが、こういう中で、御社にとって追い風になる強みはどういったと

ころにありますか。逆に、課題も教えてくださいということでございます。 

野嶋 [A]：そうですね。資料の冒頭のところで、確かにご説明させていただきました。4 ページ

目、5 ページ目あたりですかね。若年層のキャリアの充実といった傾向が強まっているというとこ

ろですけれども。 

当社にとっての追い風という部分で、やはり若年層がキャリアについて詳しく考えているという

か、チャレンジしたいという意気込みですね、今までですと、どうしても 30 代の転職者に比べる

と、20 代はまだまだ経験が浅くて、転職活動において問われたたときに、こういったスキルがあ

ります。ということがなかなか言えないみたいなことで、尻込みされる方も多かったんですが、 

それがやはり DX の時代にもなって、より 20 代が活躍できる土壌が整った。それから、それに伴

っての自分自身のキャリアの設計といいますか、ライフプランも含めて、そういった設計を見直し

たいというか、早く成長したいというかたちで考えている若者が多くなっておりますので、ぜひ、

そういう前向きな転職活動については当社も応援していきたいと思っておりますし、今後もそうい

った若年層、20 代に強い学情というかたちで展開していきたいとは思っております。 

中井 [A]：あとは昨今、人的資本への投資ということが叫ばれていますけども、それでどういった

ことが予測されるかというと、やはり DX・CX に対応できる 20 代、若者の採用をやっぱり積極的

にしていくというところもあります。 

懸念点とすれば、企業側もやっぱり優秀な人材が抜けないように、教育であったりとか待遇面の改

善というところをやっぱり図ってきますので、予測されるのは、例えば 30 代、40 代のキャリア層

の優秀人材の動きが鈍化するという可能性も出てきます。 

その中で、私たちがニーズを拾っているのが、できれば、30 代・40 代以上のキャリア層を取りた

いんだけども、なかなか、エージェントとかヘッドハンティングで依頼をしても良い人が紹介いた

だけない。もしくは、紹介いただいたとしても、年収面で折り合いがつかないというご相談をいた

だいています。 
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ですので、私たちがいつも提案しているのが、でしたら、27 歳から 29 歳ぐらいのキャリアになる

一歩手前、私たちはヤングキャリアということで名称をつけているんですけども、そこを採用し

て、2 年・3 年、4 年・5 年をかけて、ピカピカのキャリアに育てていきましょうという提案で

す。そこの学情の強み、20 代全般に強いという強みをより生かせると、私たちにとっては非常に

チャンスの流れになっていると思っております。以上です。 

野嶋 [Q]：ありがとうございます。もう 1 問お願いいたします。今年の 3 年生、4 年生は、過去 2

年間と比べて就活に不熱心な印象がありますが、いかがでしょうか。業績への影響などはあります

かというご質問をいただいております。 

中井 [A]：本当に、いろんな報道の捉え方だとは思っています。学生の動きは、正直、二極化して

います。1、2 年生、3 年生のうちから、インターンシップに積極的に参加をする学生もおられま

すし、やはり学生にとっては売り手市場、学生に有利な市況に変わったものですから、ちょっとの

んびりしているという学生もいます。 

その中で、私たちがやっぱり学生のことを理解する部分で、今の特に 3 年生の世代というのは、コ

ロナ禍で大学に入った世代です。ですので、学校に行きたくても行けなかった。それで、やっとコ

ロナが少し落ち着きを見せて、今、学園祭であったりとか、いろんな学園生活を満喫している段階

なんです。 

ですので、やっぱり媒体社としては、学生の動きはもっと活発化してほしいなという部分もあるん

ですが、やっぱり、しっかりと学生生活・学業も含めて経験をされて、そして就職活動に臨んだほ

うが、社会で活躍できる若者が増えるとも思っておりますので。私たちはそういう目線で学生の動

きに合わせて、いざ就職活動、これからいろいろと学園生活もある程度満喫できたという段階で、

より支援できるような企画を用意している段階になります。 

野嶋 [Q]：同業他社と比べての御社の強みはどこにありますかというご質問をいただいておりま

す。 

中井 [A]：私どもの強みは、20 代のリスト、Re 就活で 200 万人、そしてあさがくナビで 40 万人

の、240 万人の会員を持っているというところと、リアルに強いというところです。 

40 年前に、初めて合同企業セミナーを開発したのは学情です。そして、コロナ禍でも、2020 年の

4 月、5 月の緊急事態宣言以外は、感染症対策をしっかりとやりながら開催をしてきました。そし

てその効果が、45 期の下期からかなり出始めています。 
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企業側のニーズとすれば、オンラインで面接・応募を受け付けていた企業様が、今年の 23 採用、

4 年生採用では、内定辞退が多発しました。その中で、リアルの合説に出たりであるとか、リアル

面接を途中で 1、2 回入れた企業様は、内定辞退率が低かったというデータもあります。ですの

で、この 24 採用、3 年生の採用は、もっとリアルの比重を増やしていくと。そして、学生の心を

グリップしたいという企業様が増えているというところが現実です。 

ただ、新卒大手媒体社でこのリアルイベントをしっかりと開催しているのは、学情を含めて実は今

は、全国でやっているのは 2 社しかありません。ある同業他社はピンポイントではされていまが、

以前のように、何十回、何百回というものはやめて、オンラインの合同企業セミナーに変えられて

いるということになります。 

ですので、具体的な数字は言えませんが、11 月にイベントの抽選販売受付を行いましたが、去年

の約 2 倍近くの抽選のお申し込みをいただいてるという次第ですので、このリアルの学情の強みを

生かしながら、コロナ禍で育ててきたあさがくナビであったりとか、Re 就活であったりとか、新

しい JobTube、就活サポートミーティングなどの媒体をメディアミックスしていくということ

が、他社にはできない学情の強みですので。それを生かしながら、46 期の業績を力強く伸ばして

いくということを、やっていきたいと思っております。以上です。 

野嶋 [M]：ありがとうございます。ご質問のほうは、いったんこちらで締め切らせていただきたい

と思います。本当にお忙しい中お集まりいただきまして、当社の決算説明をお聞きいただきまし

て、ありがとうございました。 

株式会社学情としましては、2023 年 10 月期の第 46 期も、この好環境と、当社の商品開発力、そ

れから一丸となって今、新しい学情として会社を盛り立てていこうと頑張っております社員の力を

結集して、46 期も業績を伸ばしていきたいと考えておりますので、ぜひ応援していただければと

思っております。本日はどうもありがとうございました。 

以上で、説明会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

中井 [M]：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 

2. 会話は[Q]は質問、[A]は回答、[M]はそのどちらでもない場合を示す 



 
 

 

サポート 

日本   050-5212-7790    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 

41 
 

  



 
 

 

サポート 

日本   050-5212-7790    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 

42 
 

免責事項 

本資料で提供されるコンテンツの信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性等について、

当社は一切の瑕疵担保責任及び保証責任を負いません。さらに、利用者が当社から直接又は間接に

本サービスに関する情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本規約において規定されてい

る内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。 

 

本資料または当社及びデータソース先の商標、商号は、当社との個別の書面契約なしでは、いかな

る投資商品（価格、リターン、パフォーマンスが、本サービスに基づいている、または連動してい

る投資商品、例えば金融派生商品、仕組商品、投資信託、投資資産等）の情報配信・取引・販売促

進・広告宣伝に関連して使用をしてはなりません。 

 

本資料を通じて利用者に提供された情報は、投資に関するアドバイスまたは証券売買の勧誘を目的

としておりません。本資料を利用した利用者による一切の行為は、すべて会員自身の責任で行って

いただきます。かかる利用及び行為の結果についても、利用者自身が責任を負うものとします。 

 

本資料に関連して利用者が被った損害、損失、費用、並びに、本資料の提供の中断、停止、利用不

能、変更及び当社による本規約に基づく利用者の情報の削除、利用者の登録の取消し等に関連して

会員が被った損害、損失、費用につき、当社及びデータソース先は賠償又は補償する責任を一切負

わないものとします。なお、本項における「損害、損失、費用」には、直接的損害及び通常損害の

みならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他間接的、特別的、派生

的若しくは付随的損害の全てを意味します。 

 

本資料に含まれる全ての著作権等の知的財産権は、特に明示された場合を除いて、当社に帰属しま

す。また、本資料において特に明示された場合を除いて、事前の同意なく、これら著作物等の全部

又は一部について、複製、送信、表示、実施、配布（有料・無料を問いません）、ライセンスの付

与、変更、事後の使用を目的としての保存、その他の使用をすることはできません。 

 

本資料のコンテンツは、当社によって編集されている可能性があります。 

 


