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※上記につきましては「1株当たり当期純利益に関する会計基準」
などに基づき、これまでに実施した株式分割に伴う希薄化を修
正・調整した数値で表示しております。

ネット求人広告専業No.1のエン・ジャパンは設立

主力の「[en]社会人の転職情報」は、過去最高の
売上高を達成。

「[en]派遣のお仕事情報」が前年比72.3%増。
業界トップクラスに躍り出る。

有効求人倍率が1.00倍を回復するなど、企業の
採用意欲はますます旺盛に。求人広告のネット化
も加速傾向が進む。

1
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POINT

POINT

※[en] キャリアエクゼクティブは、2003年に[en] 社会人の転職情報
に統合し、エグゼクティブへの挑戦コーナーとしてリリースしました。
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株主の皆様へ

以来5年連続の増収増益を達成いたしました。

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお

慶び申し上げます。平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申

し上げます。第6期（2005年1月1日から2005年12月31日まで）

の事業報告書をお届けするにあたり、ご挨拶申し上げます。

第6期の業績は、企業の採用意欲が強まってきたことを背

景に、売上高114億91百万円（前期比64.6％増）、経常利益

38億26百万円（同69.7％増）と好調に推移いたしました。主

力の「[en]社会人の転職情報」の売上高が引き続き拡大した

ことに加え、「[en]派遣のお仕事情報」も当初を大きく上回る

業績を残しました。また、2005年2月に立ち上げた「[en]本気

のアルバイト」は、正社員登用があるアルバイトの求人情報

のみを伝える、画期的なサイトとして注目を集めております。

当社は、求職者と求人企業の双方に真に喜ばれるよう、

質的No.1を目指し正直かつ詳細な求人情報をお届けしてま

いりました。その結果、ネット求人広告専業No.1の地位を確

立するに至り、直近の好業績につながっております。また、求

人広告のネット化はますます急速に進展しており、短期的な

景気の変動にかかわらず市場は拡大すると考えております。

今後も一層の業績向上のため成長市場で事業を展開して

いくとともに、「株主重視」の経営を維持してまいります。株主

の皆様には、一層のご支援とご理解をお願い申し上げます。

2006年3月

代表取締役社長　

越智通勝
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景気拡大を映し、有効求人倍率が13年ぶりに1.00倍を回

復するなど、企業の採用意欲は大いに高まっています。また、

求人広告市場は従来の紙媒体中心から、インターネット中心

に急速に移行しつつあります。加えて、団塊世代の退職や少

子化問題、転職率の増加など雇用をめぐる課題は数多く残

されています。

当社の特性は100％自社取材の求人広告です。総じて求

人企業（クライアント）任せであった広告の原稿作成を、自社

のスタッフが取材をして書き、ネットで公開するという手法を、

他社に先駆けて導入しました。また求職者の立場に立った

視点で仕事のやりがいや厳しさを正直に書くことで、より客

観的な職場の雰囲気を伝えることができ、加えて全ての求人

広告に動画も配信するようにしました。

97.6
%求
職 者満 足

度

ネット市場規模 

紙媒体 
市場規模 

1,200億円 
18.5%

3,000億円 
74.1%

5,300億円 1,050億円 

2005年 2010年（予想） 

求人広告市場全体におけるインターネット市場見込み 独自の商品により、質的No.1を目指してきた結果、求人サ

イトは、クライアント満足度86.4％、求職者満足度97.6％と

いう高い評価を受けました（2005年12月末当社調べ）。また、

会員数は100万人を突破し、掲載社数も増加し社会人サイト

では2005年11月に1300社を達成しました。求人広告のネッ

ト化はまだまだ始まったばかりで、今後一層、市場の拡大が

予想されます。当社はネット求人広告業No.1企業として、更

なる成長を目指します。

86.4
%ク

ラ

イ
アント満

足
度

市場環境と独自の商品が
更なる成長の原動力です。

エン・ジャパンの今

（当社推定）
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インターネットサイト 

求職者 
一般企業 
人材紹介会社 
人材派遣会社 

求人情報提供 
スカウト代行 
レジュメ・コーチ 

企画・提案 
取材・求人広告制作 

無料 求人広告掲載料 

登録 
応募 

企業情報 
求人情報 
スカウト 

［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］学生の就職情報［en］本気のアルバイト

●全ての情報を1社1社独
自に取材・撮影

●求職者の立場に立った
正直かつ詳細な求人
情報

●全情報に企業取材時の
職場風景を動画で掲載

●人材紹介会社の情報及
び求人情報掲載

●業界初、ユーザーによる
人材紹介会社の5段階
評価

●キャリアをもつプロフェッ
ショナル向けの「ハイク
ラス求人情報」

●人材派遣会社の情報及
び求人情報掲載

●「派遣Q&A」で派遣に
関する不安を解消

●独自の検索項目に「こだ
わりINDEX」

●質と量を兼備した日本最
大級の就職情報サイト

●仕事をありのままに伝え
る独自企画「プロの仕事
研究」

●正社員登用専門のアル
バイトサイト

●正社員登用のプロセス
とメリットを明示

● 100％独自取材・撮影に
よる詳細な企業紹介

人と人、人と物事を結びつける不思議な力やめ
ぐり合わせを「縁」といいます。［en］とは、「縁」に
由来しています。Employment Netの略称と一致

したのも、一つのめぐり合わせだと感じています。
私達は、創業以来、転職市場におけるベスト・
マッチングを支援しています。

「縁（en）」への思いを込めて

商品ラインアップとビジネスモデル
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社長インタビュー

第６期の事業環境と業績についてお聞かせください。

有効求人倍率が13年ぶりに1.00倍を回復したことに象徴

されるとおり、企業の採用意欲は非常に高まっています。求

人広告業界全般が追い風を受けるなか、求人広告の紙媒体

からインターネットへの移行も着実に進展しています。すで

に新卒求人広告市場は、ほぼ100％がネットに移行しており、

紙媒体はわずかに残るのみです。当社の主力サイト「[en]社

会人の転職情報」は、中途求人広告市場をターゲットとして

いますが、こちらは紙媒体が依然高い比率で残っています。

これがインターネットに急速に移行することが、ネット求人広

告専業の当社にとって、追い風となっています。

事業環境の改善に加え、「独自性」と「社会正義性」にこだ

わった当社ならではの取り組みが支持され、第６期の業績は、

売上高が前期比64.6％増収の114億91百万円、経常利益が

同69.7％増益の38億26百万円、当期純利益が同75.8％増

益の22億03百万円と、大きく伸長しました。サイト別では、

前期比51.3％の増収となった「[en]社会人の転職情報」と、

同72.3％増収となった「[en]派遣のお仕事情報」が、売上・利

益の両面で大きく貢献しました。

「独自性」と「社会正義性」について、詳しくお聞かせください。

「独自性」と「社会正義性」は当社の経営理念であり存在意

義だと考えています。特に「社会正義性」という考え方は社

会に対して正しいことを行い社会に役立つ存在でありたいと

いう思いが込められています。当社は100％自社制作の原稿

にこだわってきました。その背景には、求職者に徹底的に尽

くし真に役立つ求人サイトを提供したいという思いがあるか

らです。総じて、求人広告は企業側の立場で書かれており、

求職者が知りたい情報と必ずしも一致しない面があります。

当社の求人サイトでは、募集の背景や具体的な仕事内容、

仕事のやりがいはもちろんのこと、仕事の厳しさも正直に伝

えています。これは当社の社員が取材をし、原稿を書くから

こそできることです。さらに、取材者が第三者の目で見た印

象を伝えるとともに、写真や動画も掲載し、職場の実際の雰

囲気を求職者に感じていただけるものにしています。これら

は全て当社の経営理念を追求した結果です。求職者の立場

に立った求人広告を提供し、それによって求人企業が適正

な人材を採用するという循環が生まれれば、求職者と求人

企業の双方が大きな満足を得られます。当社はこの良い循

環を提供したいのです。

また、ニートやフリーターと呼ばれる人が増える昨今の状

況は、決して好ましいことではありません。当社は2005年

2月に「[en]本気のアルバイト」を立ち上げました。ここでは正

社員登用があるアルバイトの求人情報のみを掲載していま

す。原稿は当社の社員が取材をして書いたもので、正社員

になる条件なども明示されています。このサイトを通じて、

真に喜ばれるサービスの
追求がお客様からの高い
支持につながっています。

設立以来、高成長を続けるエン・ジャパ

ン。決して収益至上主義に陥ることなく、

質的No.1にこだわり続け、真摯に事業に

取り組んできました。[ ]



フリーターやニートが一人でも多く正社員になることを、強

く望んでいます。

中期計画を公表されていますが、その内容を教えてください。

ネット求人広告ビジネスという本業のみで、2008年～

2009年にはいよいよ経常利益100億円が視野に入ったと考

えています。具体的には、第７期（2006年1月1日から2006年

12月31日）に売上高154億円、経常利益47億円を達成し、第

９期（2008年1月1日から2008年12月31日）には売上高281億

円、経常利益93億円を目指します。当社の推定では、求人

広告市場6,500億円のうち、インターネットの求人広告は

1,200億円と18.5％を占めるに過ぎません。これが2010年

頃には、紙媒体の求人広告が急速に減ってネットに置き換

わり、3,000億円が、ネット求人広告になるでしょう。また、

2006年12月期は当社の人員を積極的に増やし、もう一段の

成長に耐えうる強い組織を構築する方針です。

現在の業界での位置づけについて教えてください。

当社は質的No.1にこだわってきた結果、いよいよ総合転

職サイトのなかで2強の地位を確立するまでに至りました。

[en]転職コンサルタントは業界1位、[en]派遣のお仕事情報

はトップグループと、主力3サイトは全て1位か2位の位置づ

けとなっています。[en]本気のアルバイトは他社にはない当

社独自のサイトですし、[en]学生の就職情報は3年目で高い

成長を見せています。これは常に当社をご利用いただく求

職者、企業の様皆様のお役に立つことを一番に考えた結果

の証です。

最後に株主の皆様に向けたメッセージをお願いします。

エン・ジャパンは設立以来、収益を大切にしつつも、一貫

して「独自性」や「社会正義性」にこだわり、真摯に事業に取

り組んできました。株主の皆様には、ぜひともそれをご理解

いただき、もし当社の進む方向が「独自性」や「社会正義性」

から外れてきたときは、きついお叱りを頂戴したいと思いま

す。株主の皆様と、中長期でエン・ジャパンを成長させてい

く所存ですので、引き続きご支援とご理解をお願いします。
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お二人の業務内容を教えてください。

今井「私たち営業の役割は、企業がど

のような人材を採用したいのかを把握

し、具体的な提案をすることです。営

業が徹底的に取材をして、第三者の視

点で企業の特徴や求める人材を当社

のサイトで表現できるように、日々の仕

事に打ち込んでいます」

根津「営業が取材してきた内容をもと

に、具体的な原稿を書くのがコピーラ

イターの仕事です。求人広告企業の多

くは、外注のコピーライターを使うこと

が多いのですが、当社は自社スタッフ

が行います。したがって当社のサイトは、

100％自社制作なのです」

今井さんは2005年に入社して、その年

の新人賞を受賞されたそうですが、仕

事をする上で常に念頭に置いている

ことは何ですか。

今井「採用成功を常に意識しています。

求人広告は、それを見て応募した求職

者が、実際に採用されることで、真の

価値を生みます。採用成功すると、リ

ピートオーダーも期待できます。ほとん

どの営業スタッフは採用された求職者

に対し、原稿のどの部分に惹かれた

か、サイトは使いやすかったかなどを

聞き、今後のサービスの改善に活かし

ています」

根津さんは詳細原稿のコピーライ

ターとしてご活躍とのことですが、心が

けていることがあれば教えてください。

根津「私も同様に採用成功を念頭に

置いていますが、特に求職者の立場に

立つことを一番に考えています。営業

スタッフは求人企業サイドに立った話

を聞いてきます。それを元にコピーライ

ターは求職者の視点で原稿を作成し

ます。この関係が実際の原稿に程よい

バランスを生み、求職者と求人企業の

双方の立場に立った正直な求人情報

として生きてくると考えています」

今井「求人企業から“経験者を採用し

たい”と要望があっても、鵜呑みにせ

ずに求める人材像を詳しく聞くと、む

しろ未経験者を一から育成する方が

良い場合もあります。そういうときは、

“未経験者を採用しましょう”と提案し

たりもします」
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企業様とユーザーの皆様
からの大きな支持が私た
ちの活力源です。

中途採用カンパニー

企画営業グループ

今井 真理子

求職者と求人企業の双方が高い満足度

を示す、エン・ジャパンの主力サイト「［en］

社会人の転職情報」。営業現場と制作現

場の精鋭が、その強みを熱く語ります。[ ]
運営サイトの強みと特色
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根津「以前に規模は小さいものの、優

れた技術を持つ会社の原稿依頼があ

りました。その会社は、“規模が小さい

と書かないで欲しい”と言ってきました

が、求職者のためにはむしろお伝えし

たほうが良いと考え、その要請はお断

りしました。最終的には採用が成功し

ており、自分の判断は正しかったと考

えています」

辛いことや厳しいと感じることもある

かと思いますが、どのようなやりがいを

感じていますか。

根津「一般的な商品広告と異なり、

ネット求人広告は、閲覧数、応募数、

採用数などでシビアに評価されますか

ら、自己満足では仕事ができません。

評価が低ければ、お客様を失うことに

なります。反面、広告効果がはっきりと

測定できますから、やりがいもあります」

今井「当社のサイトに求人広告を出し

たものの、応募数が少ないとか、採用

ができないと不満を持たれているお客

様もいらっしゃいます。そういうお客様

に、もう一度連絡を取って、改善策を

提案するのは楽ではありません。しか

し、それをやり抜くことが、真の顧客満

足につながると考えています」

最後に一言お願いします。

今井「これからも、やはりエン・ジャパ

ンが一番いいとより多くの求人企業様

におっしゃっていただけるよう、質の高

いサービスを求めて頑張っていきたい

と考えています」

根津「今後も採用成功率の向上を考

えながら、求職者にとって企業の魅力

が良く伝わり、なおかつ正直路線の原

稿作成に努めていきたいと考えていま

す。そして求職者と企業の双方からの

支持を高めていきたいです」

コピーライター

根津 貴央

T O P I C S
[en]派遣のお仕事情報が利用者
満足度1位に
2005年4月に実施されましたインター

ワイヤード社による「人材派遣サイト利

用実態調査」にて、当社の[en]派遣の

お仕事情報が利用者満足度の総合ラ

ンキング1位に選ばれました。その他、

「訪問率」「登録率」「就業経験率（実際

の就業へつながった割合）」の項目で

も1位に選ばれています。

日本証券アナリスト協会による、
「ディスクロージャー優良企業」に
『証券アナリストによるディスクロー

ジャー優良企業選定（平成17年度）』

の、新興市場部門における優良企業

に選ばれました。今回の結果は、経営

陣のIRに対する積極的な姿勢、IR部

門の体制、開示資料などの内容を評

価されての受賞となります。

個人投資家向け会社説明会開催
個人投資家の皆様を対象に、当社

に対する一層のコミュニケーションの

機会とご支援を賜り、より良いコミュ

ニケーションの機会を設けることを目

的として、2005年4月と12月の2回にわ

たり、個人投資家説明会を開催いた

しました。今後も更なるIR活動の充実

を図ってまいります。
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財務諸表

貸借対照表
科目 第6期 第5期

資産の部
流動資産 � ¥7,368,735 ¥5,726,851
現金及び預金 5,565,531 4,569,364
受取手形 10,433 14,633
売掛金 1,473,310 990,165
貯蔵品 10,738 8,810
前払費用 163,666 50,869
繰延税金資産 136,135 92,489
その他 25,546 11,112
貸倒引当金 △16,626 △10,593

固定資産 � 2,580,821 1,340,520
有形固定資産 756,243 284,814
建物 119,856 －
建物付属設備 － 89,796
器具及び備品 597,749 195,017
建設仮勘定 38,637 －

無形固定資産 307,222 172,161
商標権 3,090 2,140
ソフトウェア 160,584 73,381
ソフトウェア仮勘定 142,195 95,287
電話加入権 1,351 1,351

投資その他の資産 1,517,355 883,545
投資有価証券 25,000 82,400
長期前払費用 271,338 －
繰延税金資産 91,749 43,038
長期性預金 384,140 150,000
保険積立金 413,235 408,175
敷金保証金 331,890 199,930

資産の部　合計 ¥9,949,557 ¥7,067,372

科目 第6期 第5期

負債の部

流動負債 � ¥2,963,360 ¥1,950,604

買掛金 62,730 12,542

未払金 1,023,714 705,511

未払費用 69,748 160,319

未払法人税等 1,174,419 701,065

未払消費税等 123,675 95,459

前受金 364,860 239,138

預り金 42,831 34,299

賞与引当金 100,350 －

その他 1,029 2,266

負債の部　合計 2,963,360 1,950,604

資本の部

資本金 806,379 783,002

資本余剰金 1,272,950 1,249,573

資本準備金 1,272,950 1,249,573

利益余剰金 4,906,867 3,061,894

任意積立金 2,000,000 －

別途積立金 2,000,000 －

当期未処分利益 2,906,867 3,061,894

その他有価証券評価差額金 － 22,296

資本の部　合計 � 6,986,197 5,116,767

負債及び資本の部　合計 ¥9,949,557 ¥7,067,372

（単位：千円）（単位：千円）

�流動資産
流動資産の増加は事業収益の順調な進展により
回収された手元資金の増加によるものです。現
金及び預金が996百万円、及び売掛金が483百
万円増加しております。

�固定資産
固定資産の増加は東京本社増床に係るビル内フ
ロアの移動に伴い施工した内装工事や備品の取
得、サーバー増設のインフラを整備した結果によ
るものです。また、サイトのリニューアルやオー
プンに伴うソフトウェアに係る支出も増加して
おります。

�流動負債
流動負債の増加は好業績による税額増加に伴い
未払法人税等が増加したことに加え、チケット制
の売上代金回収による顧客からの前受金が増加
したことによるものです。
�資本の部
ストックオプションの行使により資本金及び資本
剰余金が増加したほか、収益増加による利益剰
余金が増加したことにより1,869百万円増加いた
しました。

上場以来5期連続の増収増益を達成いたしました。
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損益計算書
科目 第6期 第5期

売上高 � ¥11,491,772 ¥6,980,678

売上原価 1,097,051 572,105
売上総利益 10,394,720 6,408,573

販売費及び一般管理費 � 6,603,000 4,163,222
営業利益 3,791,720 2,245,350

営業外収益 34,852 10,513
受取利息 7,880 1,091
受取配当金 － 800
受取手数料 3,593 6,758
為替差益 18,537 －
雑収入 4,840 1,864

営業外費用 450 1,192
新株発行費 － 1,179
固定資産除却損 450 －
雑損失 － 12

経常利益 3,826,122 2,254,671
特別利益 81,308 －

投資有価証券売却益 81,308 －
特別損失 96,147 －

固定資産除却損 66,171 －
事業所移転費用 29,976 －

税引前当期純利益 3,811,282 2,254,671
法人税、住民税及び事業税 1,685,000 1,096,015
法人税等調整額 △77,053 △94,618

当期純利益 � 2,203,336 1,253,275
前期繰越利益 703,531 1,808,619

当期未処分利益 ¥2,906,867 ¥3,061,894

キャッシュ・フロー計算書
科目 第6期 第5期

営業活動によるキャッシュ・フロー ¥2,621,183 ¥2,009,528

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,314,189 △480,770

財務活動によるキャッシュ・フロー △310,984 △269,694

現金及び現金同等物に係る換算差額 157 －

現金及び現金同等物の増加額 996,167 1,259,063

現金及び現金同等物の期首残高 4,569,364 3,310,300

現金及び現金同等物の期末残高 ¥5,565,531 ¥4,569,364

利益処分
区分 第6期 第5期

当期処分利益 ¥2,906,867 ¥3,061,894
これを次のとおり処分
いたしました。

利益配当金 � 553,127 358,363

任意積立金

別途積立金 － 2,000,000

次期繰越利益 ¥   2,353,740 ¥   703,531

（単位：千円） （単位：千円）

（単位：千円）

�売上高
積極的な広告活動の結果、求職者及び求人企業
の認知度が向上、景気回復に伴い企業の採用意
欲の高さが影響し顧客開拓が進み大幅な売上増
加となりました。
�販売費及び一般管理費
[en]ブランドの浸透のため積極的に使用した広
告宣伝費及び人員増加に伴う人件費・旅費、業
務拡大に伴う業務委託費などです。

�当期純利益
当期純利益は前期の1,253百万円から950百万円
増加し、2,203百万円（対前年比75.8%増）となり
ました。

�利益配当金
内部留保の拡充と安定した財務体質と経営基盤
の強化を図るとともに、株主の皆様に適切な利
益配分を実施することを方針としております。当
期は1株につき2,300円の配当を予定しておりま
す。これは前期比較で1.5倍を超える年間配当金
となっております



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 〒163-1320

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 8億637万円
従 業 員 数 538名
事 業 内 容 1. インターネットを活用した求人求職情報サービス

2. 人材採用から社員教育、人事評価制度までのコンサル
ティング

役員
代表取締役社長 越智　通勝 取 締 役 山路　不二子
取 締 役 川本　剛 取 締 役 河合　恩
取 締 役 鈴木　孝二 常勤監査役 柬理　正道
取 締 役 林　毅 監 査 役 小川　秀俊

監 査 役 齋藤　舜也

事業所
大　阪 大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30
名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅4-5-27
横　浜 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5
千　葉 千葉県船橋市本町7-11-5
埼　玉 埼玉県さいたま市大宮区下町2-55
福　岡 福岡県福岡市中央区天神2-12-1
神　戸 兵庫県神戸市中央区明石町30

株主メモ
決算期日 12月31日
定時株主総会 3月
基準日 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5号

三菱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5号

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
同取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社　全国各支店
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
載をして行います。

公告掲載URL http://corp.en-japan.com/
貸借対照表および損益計算書については下記URLにて掲載しています。
http://corp.en-japan.com/IR/release.php

株式の状況
●会社が発行する株式の総数 936,000株
●発行済株式の総数 240,490株
●株主数 5,264名
●大株主（上位10名）

株主名 持株数（株） 持株比率(%)
越智　通勝 58,752 24.43
有限会社エムオー総研 23,800 9.90
有限会社えん企画 22,400 9.31
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）

17,196 7.15

株式会社日本ブレーンセンター 12,372 5.14
越智　幸三 10,440 4.34
越智　明之 9,940 4.13
信託管理サービス信託銀行株式会社（信託口） 7,056 2.93
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,232 1.76
チェースマンハッタンバンクエヌエイ
ロンドンエスエルオムニバスアカウント

3,675 1.53

● 所有者別株式分布

●当社株価推移（分割調整後）
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100,000

0

株価（円） 

04/1 05/1 05/12

金融機関 33,575株 
15名（13.96%） 

証券会社 474株 
10名（0.20%） 

その他法人 59,641株 
57名（24.80%） 

外国法人など 39,573株 
79名（16.45%） 

個人・その他 107,227株 
5,103名（44.59%） 

エン・ジャパン株式会社 ●問い合わせ先 〒163-1320 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-japan.com

● ホームページ http://corp.en-japan.com/

会社概要及び株式情報（2005年12月31日現在）

※%は株式総数240,490の百分率とします。


