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株主名
持株数
（株）

議決権比率
（％）

越智　通勝 44,119 18.90

有限会社えん企画 23,800 10.19

有限会社エムオー総研 20,800 8.91

資産管理サービス信託銀行
株式会社（信託E口） 12,000 5.14

株式会社日本ブレーンセンター 11,800 5.05

越智　幸三 10,566 4.52

ステート ストリート バンク アンド 
トラスト カンパニー 10,189 4.36

越智　明之 10,066 4.31

メロン バンク エヌエー トリーテイー 
クライアント オムニバス 7,500 3.21

ビービーエイチ フオー フイデリテイー 
ロープライス ストツク フアンド 6,100 2.61

大株主

会社概要・株式状況 （ 2010年12月31日現在）

会社概要 商号 エン・ジャパン株式会社（en-japan inc. ）

設立 2000年1月14日

本社所在地 〒163-1335
東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー

資本金 9億7,092万円

従業員数 617名（連結：714名）

関連会社 連結子会社 ウォールストリートアソシエイツ株式会社

役員 代表取締役会長 越智  通勝

代表取締役社長 鈴木  孝二

取締役 川本  剛　　　　河合  恩

常勤監査役 戸次  正三

監査役 久須美  康徳　　大島  信衛

事業所 横浜 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1

静岡 静岡県静岡市葵区栄町1-5

名古屋 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-13

大阪 大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30

神戸 兵庫県神戸市中央区明石町30

福岡 福岡県福岡市中央区西中洲12-33

株式の状況 発行可能株式総数 936,000 株

発行済株式の総数 245,838 株

株主数 6,152 名

株主メモ　
事業年度 1月1日～ 12月31日
定時株主総会 毎年3月
基準日 12月31日
株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座管理人　 同上
同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
公告の方法 電子公告により行います。ただし、電子公告によること

ができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたと
きは、日本経済新聞に掲載して行います。

公告掲載URL　 http://corp.en-japan.com/

〒163-1335 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー
TEL : 03-3342-4506 FAX : 03-3342-4507
E-mail : ir-en@en-japan.com
URL: http://corp.en-japan.com/

1株～9株　
12,218株（5,290名）

10株～99株
16,361株（778名）

100株～999株
16,340株（59名）

1,000株～9,999株
45,079株（16名）

10,000株以上
155,840株（9名）

自己株式
24,500株（2名）

金融機関
8,309株（10名）

金融商品取引業者
932株（16名）

その他法人
58,861株（55名）

外国法人等
50,124株（61名）

個人・ その他
103,112株（6,008名）

所有株式数別分布 所有者別分布

63.39％

9.97%

3.38%
0.38%

41.94% 23.94%

20.39%

4.97％

6.65％

6.65％

18.34％

2O1O年 12月期

当社は、平成22年2月19日取締役会において、「株式給付信託（J-ESOP）」を導入するこ
とを決議いたしました。この導入に伴い、平成22年4月1日付けで自己株式12,000株を
資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）へ拠出しております。なお、自己株式数
については、平成22年12月31日現在において信託E口が所有する当社株式（12,000株）
を自己株式数に含めております。

株式分布状況

報告書
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　　2010年は雇用環境が緩やかに回復しま

したが、エン・ジャパンの売上高は前年（2009

年）を下回りました。その要因について教えて

ください。

　　主力の「[en]社会人の転職情報」は、市場環境

同様に回復しました。一方で、「[en]転職コンサル

タント」「[en]派遣のお仕事情報」は、顧客である人

材紹介会社や人材派遣会社の経営環境は厳しい状

況が続きました。このため、この2サイトについては

減収となり、全社として前年を下回る結果になりま

した。

　　一方、営業利益は前年を40.9％上回る結

果となりました。

　　地代家賃・人件費を中心にコスト削減が進

み、新しい事業への投資やプロモーション強化を

実施したにもかかわらず、増益とすることができま

した。

2008年6月に代表取締役社長に就任して以来、厳しい事業環境の中で企業力を強化すべく取組んでいる鈴木社

長に、今後の経営方針について聞きました。

株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご支援、ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　ここに、2010年12月期の業績及び今般発表させていただきました中期経営計画などをご説明す
る報告書をお届けいたします。

　2008年の秋以降、世界的な金融・経済危機により雇用情勢も低迷しました。有効求人倍率
は2009年5月に底を打ったものの、景気の先行き不透明感が強く、回復に向けては一進一退を繰
り返す状況が続きました。
　このような厳しい事業環境の中、当社は社内体制の再整備を図るとともに、従来から大切にしてい
た顧客パートナー主義の徹底を更に推進したことにより、主力の「[en]社会人の転職情報」では
2008年よりもマーケットシェアを拡大することができました。ようやく求人市場にも回復の兆しが見え始め、
「[en]社会人の転職情報」は3期ぶりの増収となりました。
　また、新たな展開にも積極的に挑み、少しずつではありますが、成果も出始めています。今回の報告
書では新たに策定した3ヵ年の中期経営計画をご紹介させていただきました。3年後の売上高は230
億円、営業利益は42億円という目標になっておりますが、この中期経営計画の進捗状況につきましては、
逐次ご報告させていただきます。
　尚、2011年度より、お客様企業の決算期は3月が大半であること、及び昨今の事業環境の変
化を受けて、決算期を12月から3月に変更させていただくことにいたしました。そのため、2011年度は
15ヶ月の変則決算となりますので、ご了承ください。

　より一層皆様のご期待にお応えできるよう努めてまいる所存ですので、何卒倍旧のご理解とご支援を
賜りますようお願い申し上げます。

2011年3月
代表取締役会長 越智 通勝
代表取締役社長 鈴木 孝二
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強固になった収益構造をベースに
中長期での成長を目指します

Q

A

［en］社会人の転職情報

［en］転職コンサルタント

［en］派遣のお仕事情報

［en］本気のアルバイト

［en］学生の就職情報

教育 ・ 評価事業

ウォールストリートアソシエイツ社

その他※

※ その他：中途・新卒関連その他、新規事業

※ 2010年12月期売上高は、2010年8月に子会社化した
 ウォールストリートアソシエイツ社を連結の範囲に
 含めているため、連結売上高となっております。

売上高
売上高

4,308

844

1,745

817

1,006

291

717

261

（百万円）

2010年
12月期
（連結）

2010年12月期

2009年
12月期
（単独）

6.0％増

37.3％減

24.3％減

9.6％増

27.9％減

61.5％増

̶

55.5％増

前期比

10,209 9,991

トップインタビュー

Q

A
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国人採用にも抵抗のない企業が増加しています。い

よいよ日本でも人種のボーダレス化が本格化してき

たように感じています。

　こういったマーケットの変化に対応するため、企

業の採用活動を効率化するサーチ型採用ソリュー

ション（SSS）という求人広告の成功報酬モデルを

スタートさせたり、バイリンガル人材の人材紹介を

メインに行っているウォールストリートアソシエイ

ツ社（WSA社）を買収したりしました。

　また、企業では、既存社員のレベルアップにも従

　　その新しい事業の進捗状況はどのような

感じですか。

　　2009年12月にオープンした「[en]グリーン･

ウエディング」は、順調に掲載件数を増加させてい

ます。オープン時は無料であった掲載料も、2010

年4月から有料化を開始し、課金化も進んでいます。

しかし、ユーザー獲得のためのプロモーションを積

極的に行ったことから、期初計画よりも赤字額が大

きくなりました。

　また、人事トータル支援シ

ステム「FINE」は2010年2月

から営業を開始し、2011年2

月に初受注いたしました。今

後、更なる受注に向け営業を

強化していきます。

　　既存事業においてもサービスを強化され

ました。人材に関わるマーケットのニーズは

変化しているのでしょうか。

　　リーマンショック前と比較すると、明らかに求

人企業のニーズは変化しています。求職者に求め

られる能力が高くなっており、該当する人には内定

がいくつもでるけれども、内定が取得できない人は

全く取得できないという傾向が強くなっています。

また、英語力を求められる案件が増加しており、外

来以上に注力するようになっています。そのため、

教育評価事業においても、企業向けの定額制研修

サービス「エンカレッジ」を開始しました。

　　成果はいかがですか。

　　SSSについては、2010年3月のサービス開

始ですが、9ヶ月間で50人以上の入社成功となりま

した。成功報酬モデルに関する情報やノウハウもこ

の9ヶ月間で蓄積されましたので、期待できる成果

はこれからだと思ってい

ます。

　エンカレッジは、会員

企業数が300社近くとな

り、延べ受講者数は1万人

を突破しました。エンカ

レッジで受講した内容を

実務に活かす方がとても

多いようで、経営者の方

からも感謝のお言葉をい

ただいています。

3333333333333333333333333333333333333333333333
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出所： 社団法人全国求人情報協会『求人広告掲載件数』（2010年12月）

2009年5月を底に回復基調

掲載件数は順調に増加Q

A

Q

Q

A

A



●会社の取組み
●サイト運営の取組み
●出資・資本業務提携等の取組み
●新規事業の取組み

エン・ジャパンは、1995年にインターネットの求人情報サイトをオープンして以来、
  「収益性」「独自性」「社会正義性」という考え方のもと、事業を展開してまいりました。

の皆様にご心配、ご迷惑をお掛けしていることを申

し訳なく思っております。

　この2年間は、逆風下の経営環境をいかに乗り越

えるか、次の成長への準備をするか、ということに

腐心してきました。当社はようやく創立10周年を

迎えたばかりの企業です。成長期待及び実現によ

り、企業価値を株価に反映させていくためのステー

ジにあると考えています。

　今回発表した中期経営計画を確実に実行し、こ

れにより企業価値の向上を図ってまいりたいと考

えておりますので、ご理解くださいますようお願い

申し上げます。

　株主の皆様への還元につきましては、配当性向

30％を目処に継続的に実施してまいる所存です。

　冒頭のご挨拶でもご報告いたしました通り、

2011年度は決算期の変更に伴い15ヶ月の変則決

算となります。配当につきましては、15 ヶ月決算

に対する配当性向30％を実施する予定でおります。

　今後とも、変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますよ

う宜しくお願い申し上げます。
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　　WSA社は好調なようですね。

　　はい、おかげさまで。もともとのメイン顧客で

ある外資系企業は景気に合わせて人員を増減させ

ます。足元では景気が回復傾向にあることから、人

材採用ニーズが旺盛で、その恩恵を受けています。

また、日系企業もグローバル化を推進していること

から、バイリンガル人材のニーズがとても高くなっ

ています。

　しかし、WSA社については、国内はもちろんの

こと、海外展開にも積極的に取組んでいきたいと

思っています。今回の特集にあります中期経営計

画の中でも、当社の成長戦略において重要な位置づ

けとなっています。具体的な内容については、年内

にお知らせできる予定です。

　　業績が低迷する中でも黒字を確保し、新

たな事業への着手を始める一方、株主に対す

る還元が十分でないという意見もあります。

　　一時期と比較すると株価が大きく下がり、株主

  7月●株式会社日本ブレーンセンター デジタルメディア事業部として総合転職情報サイト「縁］エンプロイメントネットの運用を開始

  1月● 株式会社日本ブレーンセンターのデジタルメディア事業部が同社より分離・独立。インターネットを利用した
求人求職情報サイトの企画・開発・提供並びにそのシステムの運営を目的としてエン・ジャパン株式会社を設立

  2月●「[en]転職コンサルタント」をオープン
  7月●「[en] 派遣のお仕事情報」をオープン
12月●年収1000万円の転職情報 「[en] キャリアエグゼクティブ」をオープン

  6月●ナスダックジャパン（現JASDAQ）市場へ上場

10月●経営者・人事担当者向け会員制サービス「[en]パートナーズ倶楽部」開始

  5月●「[en]キャリアエグゼクティブ」 を「[en]社会人の就職情報」 に統合

  6月●株式会社日本ブレーンセンターの新卒採用、教育・評価事業を統合

  2月●「正社員登用あり」専門のアルバイトサイト「[en]本気のアルバイト」をオープン
10月● 「[en]学生の就職情報」2007年度版オープン

就職サイト初のロボット型検索エンジン「ジョブポータル」を搭載し、日本最大級のサイトに

  7月●中国のネット求人広告会社「英才網聯（北京）科技有限公司」に出資（初の海外進出）

  2月●総合アルバイト情報サイト「[en]本気のアルバイト」をオープン

  7月● 株式会社ファーマネットワークと資本業務提携
安定成長を続けるCSO*業界との連携強化

  9月● ラクラス株式会社と資本業務提携

10月●定額制研修サービス「エンカレッジ」を開始

  1月●事業理念『「人」、そして「企業」の縁を考える。』を制定

   2月●人事トータル支援システム「FINE（ファイン）」販売開始

    3月● 結婚式場情報サイト「[en]グリーン・ウエディング」グランドオープン

  12月● アルバイト、派遣、正社員の求人情報をまとめて
探せる求人サイト「[en]チャレンジ！はた☆らく」をオープン

これまでのエン・ジャパンの歩み

1995
2000

2001
2002
2003
2004
2005

2006
2008

2009

2010

Q

Q

A

A

* CSOとは 自 社 で採 用・
教育したMRを製薬メー
カーや医療機器メーカー
に派遣し、営業やマーケ
ティングを受託する事業

更なる成長に向け、中期経営計画を策定
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[en]チャレンジ！はた☆らく

[en]派遣のお仕事情報

[en]転職コンサルタント

Wall Street Associates

[en]学生の就職情報

教育評価
エンカレッジ

[en]社会人の転職情報

成功報酬

エグゼクティブ

社会人
（ハイクラス）

社会人
（ミドルクラス）

社会人
（若年層・第二新卒）

学生・主婦・フリーター・シルバー

2011年

（単位：億円）

■ 売上高
■ 営業利益

2013年2012年2011年

20 30

125

173

230

42

中期経営計画
当社は、新しい成長戦略として、3ヵ年の中期経営計画を策定しました。
景気の先行き不透明感は強く、一進一退を繰り返す状況が続いていますが、景気に左右されない強固な事業
基盤を構築するとともに、成長著しいアジア市場へ進出し、更なる成長を目指してまいります。

　単なる入社支援だけにはとどまらない
サービスを提供することで、確固たる地位
を築いてきたエン・ジャパン。今後は日本
だけでなく、世界でも同様のサービスを展
開します。これにより、コア領域である人
財関連事業を再び成長軌道に乗せ、収益の
最大化に向け取組みます。
　また、人財関連事業により築いた「エン」
ブランド、多くの顧客企業及びユーザーと
いう資産を保有しています。これらを最
大限に活かして、新たな事業の柱を早期に
立ち上げ、安定収益基盤を構築します。

中期経営計画
数値目標

成長軌道への回帰と安定基盤の構築を実現する。
1) 求人情報サイトを中心とした既存事業の強化により収益の最大化を図る
2) 人材紹介事業等の新たな人財関連事業をグローバル展開し、収益を拡大する
3) 人財関連事業以外の「第二の柱」となる事業を早期育成し、新たな収益基盤を構築する

国内における人財関連事業領域

　2010年8月に子会社化した人材紹介会社ウォー
ルストリートアソシエイツ、2010年12月にオープ
ンした総合求人情報サイト「[en]チャレンジ！はた
☆らく」により、あらゆる求職者のニーズに対応で
きる体制が整いました。今後は「入社後の活躍」を

これらのサービスを海外展開

中期方針

基本施策

2013年

支援するため、新入社員の早期戦力化を実現する
商品や、エンカレッジも更に強化します。

より多くの働く人へ、
より良いサービスを

中期経営計画

Ⅰ.   「入社後の活躍」にこだわり、
サービスの高付加価値化を図る。

Ⅱ.  「エン」ブランドで築いた資産を活用し、
第二の柱となる事業を立ち上げる。
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　当社では、インターネット上に求人広告を掲載する求人情報サイトを運営するとともに、顧客企業における採用活動と人材育成を
支援する教育・評価事業を行っています。
　入社した企業で定着し、活躍していただくために、当社は求職者の立場に立った情報を提供することで、求職者と企業から高い支
持を獲得しています。

エン・ジャパンのビジネス

●株主様の各種お手続きについて

株主様の住所変更、配当金振込指定書そ

の他各種お手続きにつきましては、口座を

開設されている証券会社等にお問い合わ

せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信

託銀行株式会社）ではお取り扱いできませ

んのでご注意ください。なお、未受領の配

当金につきましては、三菱UFJ信託銀行株

式会社の本支店でお支払いいたします。

●特別口座について

特別口座に記録された株式に関するお手

続き（株主様ご本人名義の証券会社口座

への振替請求・住所変更・配当金の振込先

指定等）につきましては、下記特別口座管

理機関（三菱UFJ信託銀行株式会社）へお

問い合わせください。なお、特別口座に記

録された株式に関するお手続きにつきまし

ては、三菱UFJ信託銀行株式会社の全国

各支店でもお取り次ぎいたします。

お知らせ

口座管理機関
三菱UFJ信託銀行株式会社

連絡先
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
0120-232-711（通話料無料）

ユーザー
（求職者）

エン・ジャパン

中途採用事業

[en]社会人の転職情報

[en]転職コンサルタント

[en]派遣のお仕事情報

[en]チャレンジ！はた☆らく

人材紹介
連結子会社

【ウォールストリート
アソシエイツ株式会社】

新卒採用事業
[en]学生の就職情報

その他事業

人事システム
給与計算アウトソーシング

[en]グリーン・ウエディング

● 求人情報提供

● 求人情報提供

● 転職支援

● 結婚式場情報提供

ユーザー

● 取材・求人広告制作

● 広告掲載料

●求人広告掲載料

●人材紹介

●人材紹介手数料

●サービス提供

●システム利用料
代行料

●求人広告掲載料

●取材・求人広告制作

●コンサルティング料
研修実施料

●サービス提供

●取材・広告制作

企業

システム
サービス

サイト運営 その他

コン
サル

教育評価コンサルティング
エンカレッジ

教育・評価事業

人材
紹介

　1999年設立のウォールストリートアソシエイツ株
式会社（以下WSA）は、外資系企業を中心にバイリ
ンガル人材の人材紹介事業を展開してきました。近
年では、日系企業もグローバル化を推進しているこ

職縁人力資源(上海)
有限公司

徐罡総経理

ウォールストリート
アソシエイツ株式会社

ニック・ジョンストン社長

　2010年より開始した新サービスを含め、新たな
取組みによる売上高を、2013年度には全社売上高
の3割とします。

人財関連事業領域における新規展開
アジアでの本格展開

新規事業・新領域への進出

　2011年1月にエン・ジャパン株式会社と上海申
才択業信息中心（以下「申才」）の合弁会社として『職
縁人力資源（上海）有限公司』が設立されました。
申才は1997年より上海で人材紹介事業を行って

とから、取引が増加傾向にありま
す。今後は、WSAが保有する、
グローバル展開している外資系
企業とのリレーション及び人材紹
介の手法を活かして海外進出を図
ります。株主の皆様のご期待に沿
えるよう尽力してまいります。

きた老舗企業です。エン・ジャパ
ンの人材ビジネスの経験、経営管
理手法と、申才の顧客基盤、紹介
事業のノウハウを組み合わせ、中
国市場において大きな成長を遂
げていきたいと思います。
　今後の発展に是非ご期待ください。

職縁人力資源(上海)有限公司

2011年1月：上海において合弁会社設立
職縁人力資源(上海)有限公司

2011年以降：WALL STREET 
ASSOCIATESによるアジア展開

0

50

100

150

200

250
新規事業
アジア
ＷＳＡ
ＦＩＮＥ
ウエディング
エンカレッジ
教育評価
[en]学生の就職情報
[en]チャレンジ！はた☆らく
[en]派遣のお仕事情報
[en]転職コンサルタント
[en]社会人の転職情報

2013年

20.3%

27.6%

31.3%

2012年2011年

新
規
事
業

（億円）

ウエディング事業の早期育成
事業理念に基づき複数の事業化
を推進

商品別売上高
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中国向けサイトをオープン！

2010年 11月

結婚式場情報サイト
「[en]グリーン・ウエディング」

　中国からの訪日者数が増加を続ける中、日本での挙式
に対する関心も高まりつつあるようです。そこで、人や
環境とのつながりを意識した結婚式スタイルを提案する

結婚式場情報サイト「[en]
グリーン･ウエディング」は、
2010年11月に中国向けの
サイトをオープンしました。
　今後は、中国語対応が可能
な会場がますます増加するも
のと思われます。サイトの充
実を図り、掲載会場の増加に向けて取組んでまいります。

2010年 4月

平成21年度「環境goo　Web広告部門賞」
を受賞！
　「環境goo大賞」は、NTTレゾナント株式会社が運営す
る日本国内最大の”環境情報ポータルサイト”環境gooが
消費者のエコライフ推進や、企業の環境経営や環境保全
活動、CSR（企業の社会的責任）への取組み促進、行政機
関・独立行政法人・国立大学法人・NPO・NGOの持続可
能性に関する情報発信を支援することを目的に開催され
ています。

　[en]グリーン・ウエディングは、「環境goo大賞」第10回
を記念して創設された「環境goo　Web広告部門賞」を
受賞いたしました。
　これからも、「[en]グリーン・ウエディング」ならではの情
報提供を行うとともに、ユー
ザビリティの向上を図り、これ
から結婚する方たちに新しい
価値観と夢を与えられるよう
取組んでまいります。

学生向け就職情報サイト
「[en]学生の就職情報」

2010年 10月

　企業と学生、双方により良
い出会いを実現してもらえ
るよう、商品力の向上及びサ
ポート強化に取組んでまい
ります。

「[en]学生の就職情報」の特長
● 力のある中堅・中小・ベンチャー企業に特化した求人
情報を掲載
　 力のある中堅・中小・ベンチャー企業（資本金10億円
未満または従業員数3,000名未満）のみの求人情報を
掲載

● 企業規模や知名度では計れない企業の「力」がわかる
　 企業を5つの力（人財育成力、独自力、収益性、社会貢
献力、正直力）の観点から、最大三ツ星で表示し、企業
の強みを可視化。

　2012年卒業予定学生向けの就職情報サイト「[en]学
生の就職情報2012」を2010年10月にグランドオープ
ンいたしました。
　昨今、大学生の就職内定率の低さが問題となっていま
す。一方で、採用意欲がありながら知名度が低かったり、
規模が小さかったりするために、新卒学生を採用できな
い企業も多くあるという現象も見受けられます。
　このミスマッチを解消すべく、当社は「[en]学生の就
職情報」において、「力のある中堅・中小・ベンチャー企業」
に特化することにいたしました。
　学生に対する啓蒙活動やサイトプロモーションの効果
もあり、サイトオープン後の学生のエントリー数は昨年
を大幅に上回る結果となっております。

　総合アルバイト情報サイトとして運営していた「[en]
本気のアルバイト」を一新し、チャレンジ＆再チャレンジ
をテーマに、アルバイト、派遣、正社員の求人情報をまと
めて探せる総合求人情報サイト「[en]チャレンジ！はた
☆らく」をオープンしました。
　経営環境の悪化により、企業の厳選採用の傾向が強ま
る中、従来以上に新卒未就業者やフリーター、離職した主

2010年12月

婦などは職を得にくい状況
にあります。
　そこで当社は、多様な雇
用形態の求人情報を掲載す
ることで、求職者にチャレン
ジ、再チャレンジする機会を
提供すべく、当サイトをオープンいたしました。また、当
サイトを通じて、自分が働くことで「傍」を「楽」にすると
いう「利他（For You）の精神」を提唱し、「学び・成長」の
機会としての働き方を提案いたします。

「[en]チャレンジ！はた☆らく」の特長
● アルバイト、派遣、正社員の求人情報からまとめて探せる
　 あらゆる雇用形態の中から、条件に合った求人情報に
応募が可能。また、雇用形態にこだわって求職活動を
進めたい方のために、4つの雇用形態別コーナーも開設。

● 特に厳しい状況にある求職者への応援コーナーを設置
　 非正規雇用形態から正社員を目指す方、既卒未就業者、
女性求職者向けの就業支援として、”チャレンジ！応援

コーナー”を設置。特設した「正社員を目指す方」「既卒・
第二新卒者」「女性」のためのページから、求人情報を探
すことが可能。

● 求職者の細かい希望条件にマッチする検索が可能
　 詳細な検索インデックスがあり、希望条件のマッチ度
順に検索結果を表示。

　より多くの求職者に、社会に出て働く機会を提供する
ことができるよう、サイトの充実に取組んでまいります。

総合求人情報サイト
「[en]チャレンジ！はた☆らく」

トピックス
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  連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） 
（単位：百万円、端数切捨て）

科目

前期（単独）
2009.1.1 ～
2009.12.31

当期（連結）
2010.1.1 ～
2010.12.31

増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー △305 3,886 4,192
投資活動によるキャッシュ・フロー 328 △2,502 △2,831
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,466 △1,713 247
現金及び現金同等物に係る換算差額
（△は減少額）

0 0 0

現金及び現金同等物の増減額 △1,442 △329 1,113
現金及び現金同等物の期首残高 7,657 6,214 △1,442
現金及び現金同等物の期末残高 6,214 5,884 △329

 

  連結損益計算書（要旨） 
（単位：百万円、端数切捨て）

科目

前期（単独）
2009.1.1 ～
2009.12.31

当期（連結）
2010.1.1 ～
2010.12.31

増減率

売上高 10,209 9,991 △2.1
　売上原価 1,804 1,636 △9.3
　売上総利益 8,404 8,354 △0.6
　販売費及び一般管理費 7,144 6,579 △7.9
営業利益 1,259 1,774 40.9
　営業外収益 59 92 55.7
　営業外費用 106 63 △39.9
経常利益 1,212 1,803 48.7
　特別利益 84 ̶ ̶
　特別損失 512 206 △59.7
当期純利益 459 875 90.5

  連結貸借対照表（要旨） 
（単位：百万円、端数切捨て）

科目

前期（単独）
2009.1.1 ～
2009.12.31

当期（連結）
2010.1.1 ～
2010.12.31

増減額

資産の部
流動資産 8,706 7,954 △751
　現金及び預金 6,214 6,184 △29
　受取手形及び売掛金 980 1,241 261
　その他 1,525 532 △993
　貸倒引当金 △13 △3 10
固定資産 5,357 6,657 1,299
　有形固定資産 541 605 64
　無形固定資産 1,080 2,355 1,275
　投資その他の資産 3,735 3,696 △39
資産合計 14,064 14,612 547

負債の部
流動負債 1,086 2,226 1,140
　買掛金 38 49 10
　その他 1,048 2,177 1,129
固定負債 15 50 35
負債合計 1,101 2,277 1,176

純資産の部
株主資本 12,821 12,115 △706
　資本金 968 970 2
　資本剰余金 1,435 1,437 2
　利益剰余金 12,455 13,144 688
　自己株式 △2,038 △3,438 △1,399
評価・換算差額等 141 169 27
　その他有価証券評価差額金 141 169 27
純資産合計 12,962 12,334 △628
負債・純資産合計 14,064 14,612 547

財務諸表財務ハイライツ

  売上原価╱販売費及び一般管理費

前期より引き続きコスト削減を推進した結

果、7.3億円減少しました。

  当期純利益

新規事業への投資を行ったものの、経費削

減を推進したこと、また前期は特別退職金

の費用を計上していたこともあり、当期純

利益は90.5%増の8.7億円となりました。

  投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社化したWSA社株式取得による支出

等により、投資活動に使用した資金は25.0

億円となりました。

 株式給付信託（J-ESOP）の導入

　当社では、従業員のインセンティブプ

ランの一環として米国で普及している従

業員向け報酬制度のESOPを導入いた

しました。

　本制度は予め当社が定めた株式給付規

定に基づき、当社の従業員が退職した場

合に当該退職者に対し当社株式を給付す

る仕組みです。

① 従業員に将来給付する株式を予め取得するため
に、信託銀行に金銭を信託し、信託銀行は当社
株式を取得します。
② 「株式給付規定」に基いて従業員に対し、成果に
応じてポイントを付与します。
③ 従業員は退職時に、信託銀行から累積したポイ
ントに相当する当社株式の給付を受けます。

  自己株式の取得

前期 4.8億円 （5,500株）

当期 13.9億円（12,000株）

2010年
12月期

2009年
12月期

89.4億円

地代家賃
△3.1億円

広宣 ・ 販促費
△2.1億円

その他
△2.1億円

7.3億円削減

82.1億円

2010年
12月期

4.5億円
8.7億円

2009年
12月期

対前期増減率
90.5%増

信託銀行

当社株式

当社

従業員

退職者

①

②

③

※ 当期の自己株式取得（12,000株）は株式給付信託
（J-ESOP）の導入によるものです。

※ 2010年8月にウォールストリートアソシエイツ株式会社（WSA社）を子会社化しているため、当期より連
結の範囲に含めた連結財務諸表となっております。前期との比較を記載しておりますが、前期は単独財務
諸表ですので、当期の単独財務諸表を記載している招集ご通知も併せてご確認ください。

［株式給付信託の概要］


