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成長性の源泉はクライアントとユーザーの満足を追求するパワー。

全社員の6割を占める私たち営業の業務は、

新規開拓から、採用状況のヒアリング、企画提

案、取材･撮影まで広範囲です。掲載後の広告

効果の検証や満足度の確認を踏まえて、次回の

提案に繋げていくアフターケアも欠かせませ

ん。信頼性が顧客満足に直結するとの考えから、

こうした日々の業務の精度を高めていくことを

顧客満足度向上として意識しています。

また、極力クライアントへの接触を密にして、クライアントが抱え

ている問題に気付き、その解決に向けてスピーディーに動くことも顧

客満足として重要。例えばヒアリングの場では、クライアント自身も

把握しきれていない採用課題をこちらで分析･整理し、効果的な採用

戦略を提供する能力が求められるのです。

社内では毎週、企業の採用成功とユーザーの転職成功を喜ぶための

発表を行っています。これは「真の採用･転職」によるクライアント･

ユーザーの満足を私たち社員が意識するための大事なイベントです。

当社の事業は単なる広告販売ではなく、「サービス」という目に見

えないものを売っているわけで、その満足度を高めるために追求すべ

きことは、まだたくさんあると考えています。

顧客満足こだわり委員会は代表取締役･越智

通勝を委員長とした社長直轄プロジェクトです。

昨年12月に発足したばかりですが、サイトや

営業に対しての要望やご意見などを気軽に寄せ

ていただくための窓口としての機能を中心に、

顧客満足度向上に向けての活動を行っています。

クレーム対応的なことがらが多いと思われる

かも知れませんが、「営業担当者を変えないでほしい」といったうれ

しい要望をいただくこともあります。

社内に伝えるべきお客様の声に対する「収集力」を高めていきたい

と考えています。

さらなる顧客満足のために情報提供力を充実。
[en]パートナーズ倶楽部を開設。

[en]パートナーズ倶楽部は、エン・ジ

ャパンが保持する社内外のリソースを集

約し、企業の経営者・人事担当者に中途

採用のソリューションを提供する無料会

員制サービス。ネット求人広告の有効な

利用方法から人材エージェントの有効活

用法まで提供しています。

当社の主力サイトである[en]社会人の就職情報では、2002年12月現在517社の企業を紹介しています。その中で「エン･ジャ
パンを利用してよかった」と回答されるクライアント（求人企業）の割合＝顧客満足度は現在77％。当社の好業績はこの数字に
支えられているといっても過言ではありません。この現状に甘んじることなく、常に現在形で追求している「顧客満足」について、
社内外の様々な声を集めてみました。

通常、制作部の作業は営業担当の取材による

ヒアリングシートをもとに、職種や企画内容、

スケジュール等の確認を行うところから始まり

ます。営業との打合せの中で、クライアントが

伝えたい内容を広告表現として設計していく作

業が行われるのですが、制作のスタンスとして

重視しているのは、ユーザーの視点に立った情

報提供ということ。時にクライアントに対し心情的に肩入れしがちな

営業との間で、客観的かつ正直な、ユーザーが本当に必要としている

情報について意見を戦わせることもあります。

こうした姿勢と表現におけるクォリティー維持において、常に顧客

満足度向上を意識している私たちに対し、ユーザーからのレスポンス

は「応募数」としてストレートに返ってきます。それだけに、採用に

結びつかなかったクライアントに、リニューアルという形で広告表現

の再設計をさせていただき、結果を生むことができた時などは、クラ

イアント･ユーザー双方の喜びを自分のものとして共有できる感動が

ありますね。

営業と制作が「二人三脚」で顧客満足を追求している点が、当社に

しかない優位性を生み出していると自信をもっていえます。

営業の現場から
企画営業グループリーダー 宮原 淳

原稿制作の現場から
クリエイティブディレクター　早川 博通

顧客満足こだわり委員会
事務局　山田 美由紀



クライアント（求人企業）の評価

ユーザー（求職者）の評価
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取材特集●顧客満足

当社は2000年1月に社員10名で創業したベン

チャー企業です。即戦力の投入が当時の最優先課題で

したが、まだビジネスの実績がなく、当社の事業であ

る「ネットリサーチ」という新しいビジネスモデルへ

の理解も浸透していない状況の中で、採用活動は難航

していました。

エン･ジャパンへの掲載依頼によって当社に提示さ

れたのは、事業の特長、将来性、ビジョンを具体的に説明し、ビジネス上の

優位性の高さをわかりやすく説明していく提案でした。また、実際の掲載内

容は他社サービスと比較して 1.群を抜いた情報量（文章量･写真点数）2.必

要な機能（自社サイトへのリンクなど）の標準パック化 3.きめ細やかなサ

ポート、といった点で優れており、結果的に高いコストパフォーマンスで高

い確度の成果をあげることができました。

今や当社の採用戦略に不可欠な存在になっています。

私はエン･ジャパンのサイトを利用して現職につき

1年余りになります。かつてはユーザーとして、そし

て希望どおり人事担当となった現在はクライアントと

して、エン･ジャパンを利用しているというわけです。

求職者としていくつかのサイトを比較した経験から

いえば、エン･ジャパンのサイトは、自分が求める情

報にアクセスしやすい点が優れていると思います。他

社のサイトには、ターゲットとしている職種になかなかたどり着けないもの

や、エントリーシートへの入力に関して使い勝手の悪いものなどが目立ちま

した。

エン･ジャパンのサイトには「取材者の印象」という、企業の雰囲気を伝

えるコラムがありますが、実際にその企業を訪れると、コラムに表現されて

いるとおりの様子を納得、ユーザーの視点での取材に感心しました。

クライアントとなった今、エン･ジャパンの印象を一言でいうと「頼りが

いのある会社」ですね。

株式会社ライフコミューン 総務人事部
人事採用課主任 浅輪 哲司 様

株式会社マクロミル
代表取締役 杉本 哲哉 様

代表取締役社長　

越智通勝

株 主 の 皆 様 へ

株主の皆様にはますますご清祥のこととお慶

び申し上げます。また、平素より格別のご高配

を賜り、厚く御礼申し上げます。

当期のわが国経済全般および雇用環境におい

ては依然として低迷状態が続く中、おかげさま

で当社は「営業の概況」として後述させていた

だきますとおり、当初予想を上回る増収増益を

達成することができました。

つきましては、株主の皆様に感謝の意を表し、

１株につき１万円の期末配当を実施させていた

だきました。

当社は今後とも株主の皆様に対し、できる限

りの還元をさせていただくとともに、情報開示

および IRコミュニケーションの点においても、

これを一層充実していく所存でおります。その

一環として、今回は「株主様アンケート」を同

封させていただきました。

お手数ではございますが、このアンケートを通

じて皆様の率直なご意見をお寄せいただき、今

後の経営に活かしてまいりたいと考えておりま

すので、何卒ご協力のほどお願い申し上げます。
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[en] 社会人の就職情報 ®

技術系から事務系、サービス関連職に至る様々な職種の採用

を実現する総合転職情報サイトです。

このサイトの特長は、掲載企業全社にわたって「詳細な求人

情報」を発信している点です。1社1社独自の取材・撮影を行

い、企業の魅力や特長を的確にかつ正直に伝える求人広告を作

成。転職希望者は、企業の規模や知名度だけではなく、独自性

や理念、社内風土などから自分に適した企業を選ぶことができ

ます。

また、ユーザー（求職者）のキャリアと、

求人企業が求めるキャリアを自動的にマッ

チングさせる「キャリアマッチ検索」サー

ビス（ビジネスモデル特許出願済）では、

自分のキャリアや現有スキルがどのような

企業に求められているのかを、ユーザー自

身が知ることができ、「キャリアを活かし

た仕事」や「職種転換が可能な仕事」の検

索を可能としています。

さらに、ユーザーのスキル・キャリアを

匿名公開し、当サイトに参画している企業

からのアプローチを受けられる「スカウト

機能」サービスがあります。ユーザーは匿

名性が保たれるのでリスクを抑えた転職活

動が可能。同時に匿名登録しておいた自分

のスキル・キャリアに対する外部からの評

価を知ることができます。

求人企業には、採用状況の一元管理が可

能な「クライアント用管理ページ」を用意

しています。この管理ページでは自社への

応募者数・応募者履歴の閲覧、選考の進捗

状況の管理などを行えます。

企業の魅力を伝え、求職者の心をつかむノウハウを満載した４つのサイト。

総合転職情報サイト
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他社に先駆け動画配信による企業紹介を実現！

また、このサイトでは2002年7月から動画配信による情

報提供機能が全求人情報に付加されました。

これは「取材者が撮影した職場風景」というコーナーを設け、

求人企業の社内風景や社員のコメントなどを動画（15秒間･約

500MB）によって閲覧できるようにしたもの。ユーザー側の

パソコンの動作環境については基本ソフト（OS）の指定や特

別な制限がありません。

従来以上に求人企業のたたずまいや職場の雰囲気をリアルに

伝える動画配信機能は、応募先の選定の決め手となることも多

く、ユーザー･クライアント双方から非常に大きな評価を得てい

ます。

[en] 転職コンサルタントTM

全国の人材紹介会社約190社と転職希望会員ユーザー約13万

人をデータベース化した人材紹介会社集合サイトです。

ユーザーは各社の特徴と約2万件の求人案件を横断的に検索で

きます。また、自分のレジュメ（履歴書・職務経歴書）を匿名で

公開し、コンサルタントからの打診を受けることが可能です。

「匿名公開」を利用することにより、キャリアを活かせる転職先

企業の紹介を受けたり、外部から見た自分のコアコンピタンスや

市場価値を知ることができます。

一方、人材紹介会社は、匿名公開されたレジュメを検索し、タ

ーゲット人材に直接アプローチすることができます。また、「ユ

ーザーからの人材紹介会社評価」を導入。ユーザーは自分と同じ

立場にある転職者の、各人材紹介会社に対する「評価」を知るこ

とができます。人材紹介会社にとっては、自社のサービスに対す

る評価を得られることで、サービスの改善を図ることが可能とな

りました。

人材紹介会社集合サイト

運営内容の紹介
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[en] 派遣のお仕事情報TM

仕事選びの利便性を実現するカスタマイズ機能を備えた派遣

会社集合サイトです。

勤務地、仕事内容、時給、勤務時間・期間など、ユーザーの

希望就業条件に合致した求人情報が表示される「MYページ」

や「仕事情報配信メール」などによるマッチングを図っていま

す。このサイトの特長は、「掲載情報の即時更新」「仕事情報が

毎日配信」されるという点にあります。

急なオーダーに対応したい派遣会社と短期間のうちに仕事を

発見したいユーザー、双方にとって利便性が高いサイトです。

ユーザーには、複数の派遣会社から自分の希望条件にあった仕

事情報だけがメール配信されるので、比較検討しながら効率的

に仕事を選ぶことができます。派遣会社は、専用管理画面によ

って仕事情報の入力・更新が24時間可能。ここから入力され

た仕事情報はサイトに掲載されるとともに、希望条件に合致し

たユーザーに直接メール配信されます。

[en] キャリアエグゼクティブ ®

年収1,000万円クラスの転職情報のみを掲載する「マネー

ジャー」「スペシャリスト」向けの会員制求人・転職情報サイ

トです。

従来このクラスの人材採用は、ヘッドハンティングなどを介

して行われてきたため、クライアント側もユーザー側も、ごく

限られた範囲の情報から取捨選択するしかありませんでした。

当サイトでは会員制をとり、求人・求職情報をオープンにす

ることで、クライアント・ユーザー双方がより広い範囲の情報

の中から、より良い選択を可能にしました。また、専門スタッ

フによる事務局がクライアント・ユーザー双方をサポートし、

求人・求職にかかる労力やリスクの軽減を実現しています。

派遣会社集合サイト 年収1,000万円クラスの転職情報

運営内容の紹介
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決算ハイライト

評価と信頼が、収益力を持続的に拡大。

（百万円）�

0

300

600

900

1,200

1,500

'00/12 '01/12 '02/12 '00/12 '01/12 '02/12

249

898

1,283

［en］社会人の就職情報�
 2,069（66.6％）�

［en］転職コンサルタント�
 636（20.5％）�

［en］派遣のお仕事情報�
 376（12.1％）�

［en］キャリアエグゼクティブ�
 24（0.8％）�

（百万円）�

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,500

3,000

1,876

620

'00/12 '01/12 '02/12

3,107

（百万円）�

0

200

400

600

800

132

464

663

売上高の推移

経常利益の推移 当期利益の推移



7

■ 全般的概況
本年のわが国の経済情勢は米国経済の減速、世界的な景気低迷傾向

の中で、個人消費の停滞などからデフレ経済の様相を強めてまいりま

した。また金融機関の不良債権問題、株価の低迷、雇用情勢の不安な

ど極めて厳しい状況下で推移しました。今後も引き続きこのような状

況が変わらないものと予想されております。

当社の事業であります「求人広告業界」も景況に不透明感が増すな

か、求人広告掲載件数も減少傾向が続いております。

このような厳しい経営環境ではございましたが，当社の業績は引き

続き順調に推移し、売上高は3,107百万円（対前期比65％増）と大

幅な伸びを示しました。これは、求人広告におけるインターネット媒

体の認知度が高まり、紙媒体からの移行が進んでいること、高品質の

サービスを適正価格で提供する当社のサイトに対する信頼の高まりに

よるものであります。

これまで当社は求人企業の情報・特長を的確かつ正直に伝えるため、

一社ごとに独自の取材・撮影を行い求人広告の掲載を行ってまいりま

した。平成14年8月にはサイトをリニューアルし、掲載内容をさら

に充実させることといたしました。これは求人情報内に「取材者が撮

影した職場風景」という動画コーナーを設置し、オンライン上で生の

職場（社内風景や先輩社員の様子）を擬似体験することができ、自分

にあった会社選びができるようになりました。その結果、雇用のミス

マッチが低減され、採用成功確率が上がり、高い顧客満足度を得るこ

とができました。

さらに、会員制サービス「［en］パートナーズ倶楽部」を開設いた

しました。当社の有する社内外のリソースを集約し、企業の経営者・

人事担当者に中途採用のソリューションを提供することを目的として

おります。この倶楽部を有効活用していただくことにより、クライア

ントの採用成功確率をアップさせることで、更なる事業の拡大を図っ

てまいります。

この結果、当期の売上高は3,107百万円（対前期比65％増）、経

常利益は1,283百万円(対前期比42％増)、当期利益は663百万円

（対前期比42％増）となりました。

■ 商品別の売上概況
まず当社の主力サイトである「［en］社会人の就職情報」は2,069

百万円(対前期比50％増)となりました。前述のリニューアル効果に

加え、営業人員の増員･育成により、営業力が強化されたためでありま

す。また、関西・中部地区においても首都圏同様、順調に拡大してお

ります。

「［en］転職コンサルタント」（人材紹介会社の集合サイト）は掲載

社数日本一を維持し、“効果の高いサイト”として認知され、636百万

円(対前期比118％増)となり、好調に推移しています。

「［en］派遣のお仕事情報」は376百万円（対前期比110％増）

となりましたが,これは平成14年1月のリニューアルにより、クライ

アントとユーザーの利便性が高まり, 商品力が強化されたことによるも

のです。

「［en］キャリアエグゼクティブ」は24百万円（対前期比3％減）

と伸び悩みました。これは景気低迷の中、企業が年収を低く押さえる

傾向が顕著となり、ターゲットであるエグゼクティブ層の採用を手控

える企業が多く、その影響を強く受けております。

■ 会社が対処すべき課題
今後の雇用情勢の見通しは、引き続き先行き不透明な経済情勢の影

響を受け、リストラの進行や高水準の失業率など厳しい状況が続くも

のと予想されます。

厳しい環境下ではありますが、当社はクライアントおよびユーザー

の皆様方により一層満足していただけるサービスを提供するため、継

続して競合サイトとの差別化を進めてまいります。

インターネット利用の求人広告へのシフトによる、マーケット拡大

に対応するため、優秀な人員の確保が必須であり、積極的な採用活動

を行い、加えて効率化を進め、生産性の向上を図っていく所存です。

当社は株主の皆様への利益還元の一環として、平成14年2月20

日付で1株を3株にする株式分割を行いました。この結果発行済み株

式数は19,500株となりました。

今後ともでき得る限り、株主の皆様への還元ができるよう、検討し

てまいります。

引き続き格別のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

第3期における営業の概況
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要約財務諸表

■ 貸借対照表 ■ 損益計算書

■ キャッシュ・フロー計算書

営業活動によるキャッシュ・フロー 662,736 561,830
投資活動によるキャッシュ・フロー △428,464 △120,111
財務活動によるキャッシュ・フロー ─ 1,128,000
現金及び現金同等物の増加額 234,271 1,569,719
現金及び現金同等物の期首残高 2,328,370 758,651
現金及び現金同等物の期末残高 2,562,642 2,328,370

科　目 第3期 第2期

（単位：千円） （単位：千円）

資産の部
【流動資産】 3,119,574 2,627,807
現金及び預金 2,562,642 2,328,370
受取手形 3,201 ─　
売掛金 467,759 276,022
前払費用 19,237 9,433
繰延税金資産 31,464 19,018
その他の流動資産 42,395 326
貸倒引当金 △ 7,126 △ 5,363

【固定資産】 592,900 144,464
有形固定資産 107,762 18,314
建物附属設備 36,687 5,224
器具及び備品 71,074 13,090

無形固定資産 41,864 15,066
商標権 1,983 338
ソフトウェア 39,622 14,498
電話加入権 259 230

投資等 443,272 111,082
繰延税金資産 15,230 6,692
長期性預金 150,000 ─
保険積立金 218,004 55,526
敷金保証金 60,038 48,863

資産の部 合計 3,712,474 2,772,271

負債の部
【流動負債】 739,342 462,394
買掛金 6,530 588
未払金 268,624 141,246
未払費用 30,216 17,631
未払法人税等 372,685 244,037
未払消費税等 39,014 46,082
前受金 11,875 4,715
預り金 10,206 8,094
その他の流動負債 190 ─

負債の部 合計 739,342 462,394
資本の部
【資本金】 747,500 747,500
【法定準備金】 965,500 965,500
資本準備金 965,500 965,500

【剰余金】 1,260,132 596,876
当期未処分利益 1,260,132 596,876
（うち当期利益） (663,255) （464,285）
資本の部 合計 2,973,132 2,309,876

負債及び資本の部 合計 3,712,474 2,772,271

科　目 第3期 第2期

経常損益の部
営業損益の部
営業収益 3,107,491 1,876,910
売上高 3,107,491 1,876,910
営業費用 1,802,089 943,219
売上原価 54,520 25,378
販売費及び一般管理費 1,747,568 917,841
営業利益 1,305,402 933,691
営業外損益の部
営業外収益 2,425 722
受取利息 1,171 657
雑収入 1,254 64
営業外費用 24,534 36,318
新株発行費 3,646 14,366
固定資産除却損 500 20,021
雑損失 20,387 1,931
経常利益 1,283,294 898,094
税引前当期利益 1,283,294 898,094
法人税、住民税及び事業税 641,023 445,212
法人税等調整額 △20,984 △ 11,402
当期利益 663,255 464,285
前期繰越利益 596,876 132,591

当期未処分利益 1,260,132 596,876

■ 利益処分（第3期） （単位：円）

区　分 金　額

当期未処分利益 1,260,132,119
これを次のとおり処分いたします。
株主配当金 195,000,000

（一株につき10,000円）
次期繰越利益 1,065,132,119

科　目 第3期 第2期

（単位：千円）



9

事業拡大に効果的なコンテンツ提供を積極展開。

当社は従来より、多くの閲覧者数を誇る有力サイトに就職情報

コンテンツを提供し、効果的なアクセスの誘導を行っています。

2002年においては、下記3サイトへのコンテンツ提供を開始

しました。今後も積極的な業務提携により、ユーザーの利便性

を向上させ、事業の拡大を図ってまいります。

『成功する最強の転職実践ガイド』発売される。

当社監修による転職活動ガイドブック『成功する最強の転職実

践ガイド』が2002年10月上梓されました。

転職を希望してから内定・出社までを、転職活動の過程に沿

って見開きで解説。職務経歴書の書き

方、面接での答え方などについては職

種や自分の立場に応じて参考にできる

実例を豊富に収録し、採用側の意図ま

でわかります。もちろん転職サイトを

運営する当社の監修として、インター

ネット転職についても完全対応した内

容となっています。

転職情報サイトランキングNo.1に格付け。

2002年4月、eコマース専門のリサーチカンパニーGomez

（http://www.gomez.co.jp/）による「2002年春 転職情報サ

イトランキング」において「[en] 社会人の就職情報」が総合1

位に格付けされました。

評価ポイントとして「募集詳細情報の量と質、その編集･構成

がすばらしい。求人企業一社一社を丁寧に取材し、できるだけ

その会社の特色をサイト上で伝えていこうとする姿勢が感じら

れる」「募集要項や会社概要だけではなく、実際に記者が取材し

た印象や職場の雰囲気がわかるような職場風景写真など、転職

希望者にはありがたい情報」とのコメントをいただきました。

当社が上場いたしました「ナスダック･ジャパン市場」は

2002年12月16日より「ニッポン･ニュー・マーケット

《ヘラクレス》」に名称変更いたしました。

市場は大阪証券取引所により継続して運営されており、

株主･投資家の皆様には、当社株式についてもこれまでと全

く同様に売買していただけます。

TOPICS ２００２

★お知らせ★

《出版社》高橋出版
《本体価格》1,200円（税別）
《判型･頁数》A5判192頁
《商品コード》21263

2002年春　転職情報サイトランキング�

1位�

2位�

3位�

4位�

5位�

6位�

7位�

8位�

9位�

10位�

[en]社会人の就職情報（エン・ジャパン）�

リクルートナビキャリア（リクルート）�

イーキャリア（イーキャリア）�

メガキャリア（ディジットブレーン）�

＠type（キャリアデザインセンター）�

毎日キャリアナビ（毎日コミュニケーション）�

日経BPエキスパート（日経BP）�

DaiJob.com（ダイジョブ・ドットコム）�

U2B（学生援護会）�

JOBMAIL（ピーエイ）�

位�順�合�総�

●「Lycosキャリア／人材派遣情報」
http://career.lycos.co.jp/temporary/

●「MSN就職転職チャンネル」
http://career.msn.co.jp/staff.htm

●「AOLキャリアチャンネル」
http://www.aol.co.jp/career/index.html
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会社および株式の情報（2002年12月31日現在）

■ 会社概要

商　　　号 エン・ジャパン株式会社

英 文 社 名 en-japan inc.

設立年月日 2000年1月14日

本社所在地 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 7億4,750万円

従 業 員 数 103名
事 業 内 容 1. 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

2.人材採用および就職に関するコンサルティング

■ 役　員

代表取締役社長 越　智　通　勝

取　　締　　役 川　本　　　剛

取　　締　　役 鈴　木　孝　二

常 勤 監 査 役 柬　理　正　道

監　　査　　役 小　川　秀　俊

監　　査　　役 倉　岡　英　雄

■ 事業所

本　　　　　社 東京都新宿区

名 古 屋 支 社 愛知県名古屋市

大　阪　支　社 大阪府大阪市

横　浜　支　社 神奈川県横浜市

■ 株式の状況

● 会社が発行する株式の総数 78,000株

● 発行済株式の総数 19,500株

● 株主数 1,552名

● 大株主

株 主 名 持株数(株) 持株比率(%)

越智　通勝 6,796 34.85

有限会社エムオー総研 1,800 9.23

有限会社えん企画 1,800 9.23

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口） 1,119 5.73

越智　幸三 720 3.69

越智　明之 720 3.69

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口） 672 3.44

株式会社日本ブレーンセンター 576 2.95

野村信託銀行株式会社(投信口) 549 2.81

ビービーエイチフォーフィデリティー
ジャパンスモールカンパニーファンド 431 2.21

■ 所有者別株式分布状況

金融機関 3,002株�
13名（15.40％）�

個人・その他 10,997株�
1,503名（56.39％）�

その他法人 4,403株�
26名（22.58％）�

外国法人など 1,071株�
9名（5.49％）�

証券会社 27株�
1名（0.14％）�

期中における増減
平成14年2月20日付で所有株式1株を3株に株式分割いたしました。
これにより増加した株式数は13,000株であります。



株主メモ

決　算　期　日 12月31日

定時株主総会 3月

基　　準　　日 毎年12月31日

名義書換代理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号

UFJ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号

UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

同事務取扱所 東京都江東区東砂七丁目10番11号

UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

同　取　次　所 UFJ信託銀行株式会社　全国各支店

公告掲載新聞 日本経済新聞

エン・ジャパン株式会社

● お問合せ先 〒163-1322 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー

TEL：03-3342-3386 FAX：03-3342-3505 E-Mail：ir@en-japan.com

● 会社ＨＰ http://www.en-japan.com/company/


