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会社概要
商号
設立
本社所在地

資本金
従業員数

エン・ジャパン株式会社（en-japan inc.）
2000年1月14日
〒163-1335
東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー
11億9,499万円
1,365名（連結 ： 2,534名）

関連会社
主要連結子会社 エンワールド・ジャパン株式会社 

株式会社シーベース 
株式会社アイタンクジャパン
株式会社ゼクウ
en world Singapore Pte. Ltd. 
en world Australia Pty. Ltd. 
Navigos Group Vietnam Joint Stock Company 
en world Recruitment (Thailand) Co., Ltd. 
New Era India Consultancy Pvt. Ltd.　　他

持分法適用会社 英才網聯（北京）科技有限公司
役員（2018年6月26日現在）
代表取締役会長
代表取締役社長
取　　締　　役
社 外 取 締 役
社 外 取 締 役
常 勤 監 査 役
社 外 監 査 役
社 外 監 査 役

越　智　通　勝
鈴　木　孝　二
河　合　　　恩
久須美　康　徳
齋　藤　和　紀
淺　田　耕　治
吉　田　篤　生
井　垣　太　介

株式の状況
発行可能株式総数
発行済株式の総数
株主数

187,200,000 株
49,716,000 株

5,362 名
大株主
株主名 株数（株） 持株比率（％）
越智　通勝
有限会社えん企画
有限会社エムオー総研
一般財団法人 エン人材教育財団
越智　幸三
越智　明之
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
ステート ストリート バンク アンド　トラスト カンパニー　
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン エスエー/エヌヴィ 10

5,341,800
5,298,000
4,798,000
3,060,000
1,475,200
1,475,200
1,315,500
1,282,000
1,119,088
962,186

11.74
11.64
10.55
6.73
3.24
3.24
2.89
2.82
2.46
2.11

Corporate Data/Stock Information 会社概要・株式状況 （2018年3月31日現在）

（注）1. 第5順位の資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）所有の
当社株式2,399,000株（J-ESOP）と、第6順位の当社所有の自己
株式 1,816,803株は、上記から除いております。

　　2. 持株比率は自己株式（4,215,803株）を控除して計算しております。

株主メモ
事業年度 4月1日～3月31日
定時株主総会 毎年6月
基準日 3月31日
株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社
特別口座管理機関 同上
同連絡先 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4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 https://corp.en-japan.com/
株式所有者別分布

お知らせ
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（三井住友信託銀行株式会社）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、三井住
友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、右記特別口座
管理機関（三井住友信託銀
行株式会社）へお問い合わ
せください。

●口座管理機関
　三井住友信託銀行株式会社

●連絡先
　三井住友信託銀行株式会社
　証券代行部
　〒168-0063
　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
　0120-782-031（フリーダイヤル）

〒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: https://corp.en-japan.com/

金融機関 13.70%
6,811,400 株（23 名）

証券会社 1.02%
507,790 株（27 名）

※自己株式 3.65%
1,816,803 株 （ 1名）個人・その他 23.31%

11,589,578 株（5,007 名）
外国法人等 31.70%
15,764,826 株（255 名）

その他法人 26.60%
13,225,603 株（49 名）

※ESOP分は金融機関に含む
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エン・ジャパン株式会社は、

6月11日をもって東京証券取引所市場第1部に市場変更いたしました。

株主の皆様のご期待にお応えし、

今後も事業の拡大と企業価値の向上に努めてまいります。

エン・ジャパン株式会社
代表取締役会長　越智  通勝
代表取締役社長　鈴木  孝二

　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、2018年3月期の事業報告書をお届けいたします。

　当社は2000年の創業以来、提供するサービスの「クオリティ」にこだわり、事業を展開してまいりました。主要サービス
である求人サイト「エン転職」では、当社の社員が顧客企業を訪問取材し、その企業の強みだけではなく、課題なども求人
広告に反映することで、ミスマッチの少ない転職支援の実現に注力してきました。

　2014年には、サービスを大幅にリニューアルし、業界初となる口コミサイト「カイシャの評判」と「エン転職」の情報連
携を行うなど、求職者目線の情報提供をより一層拡充いたしました。
　また、「エン派遣」、「ミドルの転職」等の求人サイトや人材紹介の「エン エージェント」においても、量だけを追わず、求職
者・顧客企業双方に対して「クオリティ」を重視した商品設計と運用に努めてまいりました。「エン派遣」は2017年の外部
機関調査において、全項目でNo.1の評価を頂きました。

　このようなことから、求職者のサービス利用が促進され、顧客企業に対する満足度も向上するなど、差別化要素を持っ
た競争力の高いサービスへと成長することができました。また、採用サービスと連携する教育評価サービスにおいても、
採用がゴールではなく、「入社後活躍」をゴールとした事業運営の一翼を担うことで、求職者・顧客企業双方の満足度向上
に努めてまいりました。

　サービスの強みと、営業力の強化及び業務効率化の推進等が奏功した結果、2018年3月期は各サービスの売上高が好調
に推移し、グループ全体で前期及び期初計画を大きく上回る業績となりました。
　このことから、2017年5月に公表しました中期経営計画を上方修正し、最終年度である2020年３月期の売上高552億
円、営業利益117億円を目標としてまいります。

　また、この度当社は、6月11日をもって東京証券取引所市場第1部に市場変更いたしました。これもひとえに、株主の皆
様、お客様、お取引先様をはじめとした多くの皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。
　今後も事業の拡大と企業価値の向上に努めてまいりますので、引き続きご支援賜りますようお願いいたします。

　2018年6月

ごあいさつTo Our Shareholders
株主の皆様へ

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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　「エン転職」、「エン派遣」、「エンバイト」、「ミドルの転職」など各求人サイ
トに加えて人材紹介「エン エージェント」、エンワールド・ジャパンも順調
に推移しました。
　要因として、構造的な人手不足等によるマーケット自体の成長、差別化
要素を持ったユーザーファーストなサービスの評価、積極的なプロモー
ション投資などが挙げられます。これらのことがうまく連動し、顧客企業
へ高い応募効果が提供することが出来ており、営業の拡販につながりまし
た。また、人材紹介では従業員に対する教育体制の強化が奏功し、生産性が
大きく向上いたしました。

　事業規模が大きいベトナムを中心に順当な結果となり
ました。
　海外子会社は「選択と集中」を進めています。具体的に
は、ベトナムとインドを強化しています。これらの国は
高い経済成長に加え若年人口が多く、これから更に人材
サービスの市場拡大が期待できます。また、企業の発展に
伴い、管理職クラスのニーズも増えるとみており、ベトナ
ムのナビゴスでは昨年「PRIMUS」というハイクラス向け
サービスをスタートいたしました。
　今後もエン・ジャパンが日本で培ったノウハウなどを
積極的に導入し、成長につなげてまいりたいと思います。

　はい。おかげさまで中期経営計画初年度の2018年3月
期は、当初想定を上回る結果となりました。この実績や今
後の見通しを踏まえて、中期経営計画最終年度の売上高
を前回比＋53億円の553億円、営業利益を前回比＋17
億円の127億円に設定いたしました。
　既存のサービスに加えて、将来に向けた新規事業につ
いても投資をしながら、目標の達成に向けて注力してま
いります。

2018年3月期は売上高407億円（前期比+28.3%）、
営業利益96.3億円（前期比+40.5％）、純利益63.6
億円（前期比+59.0％）となり、順調な結果でした。

海外展開の状況はいかがでしょうか。
2017年5月に策定した中期経営計画
の上方修正をしました。

1

2 3

2016年3月期

（百万円）

2017年3月期 2018年3月期

売上高
営業利益

26,135

31,719

40,710

5,118

6,856

9,631

Top Interview
トップインタビュー

代表取締役社長
鈴木  孝二

■海外業績推移（シンガポール、オーストラリア、ベトナム、タイ、インド）

2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期

-8

838
106

1,842 285

2,743

336

2,822
407

3,267

売上高（百万円） 　　営業利益（百万円）

●ベトナム子会社ナビゴスの
　ハイクラス向けサービス「PRIMUS」
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　人材サービスとその周辺領域を特に強化しています。
2016年にリリースした無料のクラウド型採用支援ツー
ル、「engage」は既に8万社を超える企業に導入いただい
ています。企業の採用ホームページを高クオリティ且つ
簡単に作成できるもので、多くの中小企業が持つ課題（更
新の手間、コスト等）を解決するサービスとして利用いた
だいております。「engage」を軸に企業の人事における
プラットホームとしての役割を担い、将来的に本格的な
マネタイズも視野にいれております。
　また、空前の採用難である現在、採用した社員を辞めさ
せないことの重要性が高まっています。このようなこと

から、昨年12月には早期離職防止ツール、「HR Onboard」
をリリースしました。中途採用した人材は、入社後1年間
において適切な対応を直ぐに行えるかが重要です。このた
め、「HR Onboard」は、毎月いくつかのシンプルな質問を
中途入社者に送り、スタンプのような形で回答してもらい
ます。会社側には各社員の経過を天気マークで毎月示し、
推移を見ることができるため、いち早く社員の変化を認識
し、対処につなげることが可能となります。
　まだトライアル段階ではありますが、導入企業様では
目に見えた効果も確認出来ており、今後本格的に広げて
いきたいと思います。

新規事業はどのようなものを強化しているのでしょうか。

採用事業

教育・評価事業

求職者及び企業の就職・転職支援を目的にインターネットを活用した
求人広告・人材紹介事業を展開しております

人材活躍を支援する各種サービスを提供しております

2018年3月期通期売上高 39,739 百万円

2018年3月期通期売上高 1,083 百万円

売上高構成比 　　　　　 97.3 ％

総合転職情報サイト

人材紹介会社集合サイト

人材派遣会社集合サイト

アルバイト求人情報サイト

ベトナムNo.1の総合求人情報サイト

人事評価システム
アンケートシステム

評価リンケージ型
社員教育サービス 適性テスト

エン・ジャパンの求職者データベース
を活用した人材紹介サービス

日本国内のグローバル企業を対象と
した人材紹介サービス

現地企業・グローバル企業を対象と
した人材紹介サービス

売上高構成比 　　　　　 2.7 ％

4

　はい。前回の中期経営計画において、最終年度の2020
年3月期に配当性向40％を目標とし、状況をみながら段
階的に引き上げていく方針を立てました。将来に向けた
成長投資は続けていきますが、現在の業績や財務状況を
踏まえて、2018年3月期は配当性向35％、2019年3月期
は37％予定とさせていただきました。業績成長による1
株利益の成長と、配当性向の向上により、引き続き株主の
皆様への還元を強化してまいりたいと思います。

　まずはこの数年、各サービスを強くすることに注力し
てきました。この結果、順調に結果が出ており、市場を上回
る業績成長にもつながりました。このことから、企業規模
の拡大に合わせて、ガバナンス体制の強化、株主層の拡充
による株式流動性の向上などを目的に、東証一部への変更
を目指してまいりました。株主の皆様、お客様、お取引先様
をはじめとした多くの皆様のご支援により、市場変更を果
たすことができましたこと、心より御礼申し上げます。
　今後も、当社の成長にご期待いただき、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。

配当性向の引上げなど、株主還元
方針の強化も行いました。

最後に、東証一部へ市場変更しまし
たが、なぜこのタイミングだったの
でしょうか。

5 6

Business Model of en-japan Group
エン・ジャパングループのビジネス

求人サイト

教育・評価

人材紹介

など

など

など

※セグメント別売上高及び売上高構成比は、連結調整前の数字をベースとして記載
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差別化要素を持った質の高いサービスとプロモーション

年度を通じてTVCMを積極展開 連動した交通広告も過去最大級で実施

●放映エリア：関東、東海、関西、福岡の主要各局

●100%取材・正直・詳細な原稿
●担当者名、顔写真入りの責任原稿

エン派遣エン派遣
2017年、オリコン
日本顧客満足度日本顧客満足度
ランキングNo.1ランキングNo.1

●業界初、クチコミサイトと求人広告の連動
●企業からの口コミに関するコメント機能

強みの源泉

新規人材サービス ‒ engage ‒

新規人材サービス ‒ HR Onboard ‒

engageは利用社数8万社突破
今後は利用社数拡大に加えて、導入企業の活用度を高める

従業員の離職リスクを早期に可視化
迅速なフォローを実施
早期離職を防ぐ

中途採用数の多い顧客を中心に導入強化

入社者が簡単なアンケートに回答 人事が入社者の状態を定点的に把握
● 推奨アクション提示
● コンサルティング

クラウド型採用支援ツール

早期離職防止ツール

10,000 20,000
30,000

80,000

2016年8月 2016年12月 2017年3月 2018年3月

エンゲージ

改善実施

 2017年12月　リリース

利用企業
8万社突破

サービス開始

ンン

新たなHR-Techサービスの開発強化

オンボード



■売上高 

■経常利益

■親会社株主に帰属する当期純利益     

■純資産／総資産／自己資本比率

■ROE（自己資本利益率）

■１株当たり配当額 

16,755
19,623

26,135
31,719

40,710

3,747
4,259

5,047

6,848

9,736

2,789 2,531 2,756

4,005

6,368

12.25
16.0 17.25

27.6

46.5

17.3

13.8

13.6

18.0

24.5

17,135
19,775 21,112

23,642
28,628

74.8 77.9 73.4 71.5 70.3

22,733
25,241

28,558
32,900

40,492

2014年
3月期

2015年
3月期

2016年
3月期

2017年
3月期

（単位：百万円） （単位：百万円／％）■純資産　■総資産 　　自己資本比率

（単位：百万円） （単位：％）

（単位：百万円） （単位：円）

2014年
3月期

2015年
3月期

2016年
3月期

2017年
3月期

2014年
3月期

2015年
3月期

2016年
3月期

2017年
3月期

2014年
3月期

2015年
3月期

2016年
3月期

2017年
3月期

2014年
3月期

2015年
3月期

2016年
3月期

2017年
3月期

2014年
3月期

2015年
3月期

2016年
3月期

2017年
3月期

2018年
3月期

2018年
3月期

2018年
3月期

2018年
3月期

2018年
3月期

2018年
3月期

（注）2016年4月に1対2の株式分割を実施しており、2016年３月期以前の配当額はこの影
響を加味し、修正しております。
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Financial Highlight 財務ハイライト

Medium Term Management Plan
中期経営計画

売上高　 553 億円 （前回公表比 ＋約53億）
営業利益 127 億円 （前回公表比 ＋約17億）

2018年5月、中期経営計画数値の上方修正をいたしました。
既存事業、新規事業への投資を行いつつ、

計画達成に努めてまいります。

2020年3月期
計画

2018年3月期
（実績）

2019年3月期
（前回計画）

2019年3月期
（今回計画）

2020年3月期
（前回計画）

2020年3月期
（今回計画）

407
445

93.6

500

110
96

485

107

552.7

127.3

売上高（億円）　
営業利益（億円）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /JPXEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /JPXEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c80020003a6a196e963067753b8cea67009ad8005d002030d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


