
                           

   

        平成 27年５月 12日 

 

各  位 

 
会 社 名 エ ン ･ジ ャ パ ン 株 式 会 社 

（ コ ー ド 番 号 4 8 4 9 ） 

代 表 者 名 代表取締役社長  鈴木  孝二 

問 合 せ 先 執行役員経営企画室長  長谷川 正恒 

（ T E L . 0 3－ 3 3 4 2－ 4 5 0 6） 

 

 

 

中期経営計画策定に関するお知らせ 
 
 

 当社は、2015 年度を初年度とする３カ年の中期経営計画を策定いたしましたので、お知らせいたし

ます。 

 

以 上 

 



中期経営計画
FY2016-FY2018

本資料に掲載された意見や業績予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではございません。

従いまして、実際の業績は様々な要因により当社の予測と大きく異なる可能性が存在することを予めご承知下さい。

2015年5月12日
エン・ジャパン株式会社
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中期経営計画
目標
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中期経営計画 目標

3

売上高 360億円 営業利益 76億円

中期経営計画 最終年度（2018年3月期）

2015年3月期比 ＋84％ 2015年3月期比 ＋93％

*（2007年12月期：75.6億円）

3ヵ年中計最終年度で

過去最高益更新を目指す
*
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中期経営計画 目標-サービス別

4

区分
2015.3期
（実績）

2016.3期 2017.3期 2018.3期

売
上
高

求人サイト 106億円
YonY -1億円

129億円
YonY +23億円

148億円
YonY +19億円

180億円
YonY +32億円

人材紹介
62.5億円 77億円 87億円 100億円

YonY +13.5億円 YonY +14.5億円 YonY +10億円 YonY +13億円

海外
18.4億円 25.5億円 33.5億円 41億円

YonY +10億円 YonY +7.1億円 YonY +8億円 YonY +7.5億円

その他 9.1億円
YonY +0.5億円

13.5億円
YonY +4.4億円

23.5億円
YonY +10.0億円

39億円
YonY +15.5億円

連結合計
196億円 245億円 292億円 360億円

YonY +28.5億円 YonY +49億円 YonY +47億円 YonY +68億円

営業
利益

連結合計
39.5億円 40億円 55億円 76億円

YonY +5億円 YonY +0.5億円 YonY +15億円 YonY +21億円

*15.3期は新卒サイト終了により売上減
*その他は教育・評価事業関連、新規事業、適正テスト等

*

*
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中期経営計画における
注力領域



中期経営計画における注力領域



© en-japan,Inc All rights reserved 7

注力領域の現状と
中期経営計画最終年度へ向けた戦略
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Ⅰ. 求人サイト
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出典：矢野経済研究所「人材ビジネスの現状と展望 2014」

（億円）

ネット転職情報サービスの売上高見通し

市場環境の見通し

2017年度には2014年度比
約30％のマーケット成長が見込まれる
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求人サイト
2018年3月期

売上高 177億円

営業利益 42億円

 主力サイト、「エン転職」がグロースドライバー

 他のサイトについても安定的な成長を果たし、

収益に貢献

マーケットを大きく上回る成長を目指す

業績計画
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求人サイト強化のねらい

求人サイト強化のねらい

Ⅱ：エンエージェントの成長に寄与

 人材紹介 エンエージェントはエン転職の求職者DB活用が強み

 このため、エン転職の成長がエンエージェントの強化につながる

Ⅰ：今後3年間の成長が
将来のサイトポジションを決める

 サイトリニューアル、営業体制強化により足元の業績は非常に好調

 エン転職が好調な今こそ投資を行い、大きな飛躍につなげる機会



© en-japan,Inc All rights reserved 12

生産性の向上

 新卒社員を中心とした営業人員数の拡大

 直販を強みにしつつ、販売力強化のため代理店制導入

 取材に基づいた詳細原稿は変えず、高いクオリティを維持

 1営業人員あたりの業務工程を分業化し、営業に集中
生産性の向上へ

主要サイト エン転職の成長戦略

営業体制の強化

人
員
増

代
理
店

プロモーション強化

 オンライン・オフラインプロモーションを強化
更なるサイト価値向上を図る
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Ⅱ.人材紹介
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出典：矢野経済研究所「人材ビジネスの現状と展望 2014」

（億円）
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人材紹介サービスの売上高見通し

市場環境の見通し

2017年度には2014年度比
約10％のマーケット成長見込み

安定成長が続く
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エンワールド・ジャパンと
エンエージェント 等で

売上高 100億円を目指す

人材紹介
2018年3月期

売上高 100億円

営業利益 20億円

業績計画
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人材紹介強化のねらい

Ⅰ：マーケット規模の大きさと回復スピード

Ⅱ：採用ビジネス内のポートフォリオ安定

 人材紹介のマーケット規模は転職サイトよりも大きい

 求人サイトと比べ単価が下落しておらず、マーケットの
回復スピードが早い

 求人サイト単独で多様化する採用ニーズを満たすことは困難

 人材紹介も景気リスクはあるが、サービスラインアップの
拡充によりビジネスの安定化へつなげる。

人材紹介強化のねらい
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求人サイト・人材紹介市場規模推移
（ホワイトカラー・正社員）

出典：矢野経済研究所「人材ビジネスの現状と展望 2014」を元に一部弊社推定にて作成
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EWJの現状

 外資系企業・グローバル人材領域でトップクラスの規模

 採用・転職をする際に第一想起されるブランド力

 候補人材の集客手段としてエン転職コンサルタントを有効活用

 更なる成長には人員・システムの強化が必要

 独自の教育システムにより、競合他社と比べ人員増を優位に進める

 日系グローバル企業への拡販（新たな成長領域）

 システム関連への投資により更に高いフィッティングを実現

18.3期へ向けた戦略

人材紹介の現状と戦略 - エンワールド・ジャパン -
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エンエージェントの現状

 エン転職の求職者DBを活かし、短期間で一定の規模へ成長

 先行投資期間のため、収益面での貢献はこれから

18.3期へ向けた戦略

 16.3期に黒字化を実現。生産性を向上し、利益貢献へ

 エン転職の高成長がシナジーを生み、エンエージェントの
成長へ寄与

 18.3期において営業利益率20％を目指す

人材紹介の現状と戦略 - エン エージェント -
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Ⅲ. 海外



2011年5月設立

en world Singapore

人材紹介サービス

シンガ
ポール

en world Korea

2012年12月設立

人材紹介サービス

韓国

2013年4月出資

求人サイト運営

人材紹介サービス

ベト
ナム

人材紹介サービス

2012年6月出資オー
スト
ラリ
ア

2013年12月出資

人材紹介サービス

タイ

英才網聯（北京）

2006年7月出資

求人サイト運営

中国

職縁人力資源(上海)

2011年1月設立

人材紹介サービス

中国

2014年6月出資

人材紹介サービス

イ
ン
ド

※英才網聯は持分法適用関連会社
※職縁は非連結子会社

en world Thailand

en world Australia

海外進出状況

アジアを中心に7カ国へ進出

http://www.800hr.com/
http://www.800hr.com/
http://www.ensc.cn/index.asp
http://www.ensc.cn/index.asp
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海外
2018年3月期

売上高 33億円

営業利益 6億円

15.3期比で売上高倍増

のれん控除後も利益貢献へ

業績計画



海外展開のねらい

今後、アジアにおいて国境を越えた就業が広がっていく見通し
グループ各国間において、顧客企業や候補人材の連携を強化

アジア全体での事業成長を目指す

http://www.ensc.cn/index.asp
http://www.ensc.cn/index.asp
http://www.800hr.com/
http://www.800hr.com/
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海外の現状

 海外全体での黒字化を実現

 現地企業・外資系企業へ現地人材の転職を支援

18.3期へ向けた戦略

 日系企業のアジア進出活発化に伴い、日系企業向けサービスを
新たな成長機会にする

 進出国だけではなく、アジア市場全体での成長を目指すため
グループ各国の連携を強化。共通のシステム導入など
インフラ面の整備も進める。

海外子会社の現状と今後の戦略
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en world Thailand

タイ：バンコク商工会議所会員数、ベトナム：ベトナム日本商工会、ホーチミン日本商工会、ダナン日本商工会会員数合計、
インド：外務省、JETRO発表日系進出企業数

※

※

インドベトナムタイ

＜当社子会社＞ ＜当社子会社＞ ＜当社子会社＞

( 社 ) ( 社 )( 社 )

アジア地域への日系企業の進出は年々増加
エン・ジャパングループ各国において、日系企業向けサービスを強化

【日系企業数の推移】

(参考）日系企業のアジア進出状況
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 ベトナム国内シェアNo.1の子会社 Navigos のブランド力
 ベトナム国内における日本語対応人材の70％が登録

“Japan works”（ベトナム）

（参考）日系企業向けサービス事例
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Ⅳ. 新規事業
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新規事業のねらい

新規事業のねらい

 主力事業の採用事業は景気変動の影響が大きい

市場環境の見通しが良好である今後数年の内に

・採用事業のラインアップ拡充
・採用以外の新規事業創出

を行い、事業ポートフォリオの安定化を目指す
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不満買取センター

消費者から買い取った「不満」をDB化
し、事業や商品開発に役立つ商品として
企業へ販売

将来的にはマーケティングリサーチの市
場規模が大きい米国での展開も

エンカレッジのオンライン化推進
（シェアウィズ社：資本業務提携）

社会人向けオンライン学習コンテンツ
を提供する「シェアウィズ」とエン・
ジャパンの集合型研修サービス「エン
カレッジ」との連携により、コンテン
ツ拡充とオンライン化を推進

パート中心の女性向けスマホ求人サイト
勤務エリア・職種を軸にした仕事探し

若年層向けの就職支援サービス
育成型の人材紹介

日系企業の経営層に特化した人材紹介

従来の大量母集団形成ではなく、スカウトを
軸にした新卒優秀人材のマッチング

新規事業例

上記の他、今後も新たな事業を生み出す

【採用事業】

（買収により子会社化）

【採用事業以外】
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主な投資項目
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15.3期 16.3期 17.3期 18.3期

人件費 広告宣伝費 新規事業

エン転職を中心に競争力をもう一段高め、
マーケット内でのシェア向上を確実なものとする

主力事業は景気変動に大きく左右されるビジネス
持続可能な成長に向け、新規事業の開発に投資

サイト競争力
もう一段アップ

新規事業の
開発

新規事業の
開発

広告宣伝費

主な投資項目

人件費 注力領域である求人サイト、人材紹介の高成長を支えるため、
人員を増強
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（再掲）中期経営計画 業績目標

32

売上高 360億円 営業利益 76億円

中期経営計画最終年度（2018年3月期）

2015年3月期比 ＋84％ 2015年3月期比 ＋90％

*（2007年12月期：75.6億円）

3ヵ年中計最終年度で

過去最高益更新を目指す*
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株主還元
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株主還元方針

34

株主還元方針

 配当性向 30％

*連結純利益ベース

*

（ご参考）中計最終年度 配当見込み 約 60円

15.3期（予定） 32円



エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IRグループ
TEL：03-3342-4506 Mail: ir-en@en-japan.com   URL:http://corp.en-japan.com/

本資料に掲載された意見や業績予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではございません。

従いまして、実際の業績は様々な要因により当社の予測と大きく異なる可能性が存在することを予めご承知下さい。
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