
見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

日本エマージェンシーアシスタンス株式会社
Emergency Assistance Japan Co., Ltd. （EAJ）

2015年1月1日▶2015年12月31日

第13期 報告書

証券コード　6063
平成28年3月25日

株主各位
東京都文京区小石川一丁目21番14号
日本エマージェンシーアシスタンス株式会社

代表取締役社長　吉田　一正
第13回定時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第13回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬　具
記

報告事項
1．第13期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件

2．第13期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）計算書類報告の件
上記1．2．につき、各内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案　剰余金処分の件
　　本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株当たり5円、及びその効力が生じる日は平成28年3月28日とすること
を決定いたしました。
第2号議案　定款一部変更の件
　　本件は、原案のとおり承認可決されました。
第3号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
　　本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に吉田一正、石井弘之、前川義和、千代隆明、
ソル・エーデルスタインの5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第4号議案　監査等委員である取締役3名選任の件
　　本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に榊原牧子、勝田和行、三宅秀夫の3氏が選任され、それぞれ
就任いたしました。
　　なお、勝田和行、三宅秀夫の両氏は、社外取締役であります。
第5号議案　補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
　　本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に久保公雄、岡野秀章の両氏が選任されました。
　　なお、岡野秀章氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
第6号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
　　本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額として年額150,000千円以内
とすることに決定いたしました。
第7号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
　　本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50,000千円以内とすることに決定いたし
ました。

以　上



株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

●第13期事業について
当連結会計年度におけるわが国経済は、政府及び日銀の各種政策の効果により企業収益や雇用情勢が改善され、景気は緩やか
な回復基調で推移いたしました。一方、消費税増税の影響・物価上昇等から消費者の節約志向は強く、不安定な海外経済の動
向も懸念され、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。

当社グループの主要事業の業績に影響を与える海外出国者数につきましては、円安の影響等により2015年の全ての月において
対前年同月比で減少し、2015年全体では16,212千人で前年比4.1％減となりました。
一方、海外からの訪日外客数は、継続的な訪日旅行プロモーションによる訪日旅行需要の拡大、円安による訪日旅行の割安感
の定着等により、前年比47.1％増で過去最高の19,737千人となりました。

以上のような厳しい外部環境の下で当社グループは顧客満足度を最大化するべく努力した結果、当連結会計年度の売上高は、
2,530百万円となり、前期と比べ15.0％の増収となりました。
費用に関しましては、円安による海外センターコストの増加と事業規模の拡大に対応する支出増で前年比では増加しておりま
すが、2015年度の経営目標である「EAJリエンジニアリング」活動により、コストコントロールと効率的なサービス提供体制
の構築を図ることで費用増は一定程度抑制され、当初想定を下回りました。

以上の結果、当連結会計年度の営業利益は135百万円、経常利益は131百万円、当期純利益は89百万円となりました。

当社は、自国外で活躍するお客様に対して、言語や社会制度等が異なり、カルチャーギャップのある海外でも、安心して医療
などの必要なサービスを受けることができるよう、現地インフラとお客様の間に入って、コーディネートする「アシスタンス」
業務を提供する企業です。国際化の進展とともに当社に対するニーズは高まっており、引き続きビジネスを拡大し、当社ミッ
ションである「アシスタンスでお客様の世界を広げる」を継続してまいりたいと思います。

株主の皆様におかれましては、引き続きご支援を賜りますようお願い申しあげます。

ＥＪＦ

ＥＪＵＫ

ＥＪＣ 国内 ＥＪＵＳ

ＥＪＴＥＪＢ

ＥＪＳ

2016年3月
代表取締役社長

吉田　一正

医 療
アシスタンス

ラ イ フ
アシスタンス

海外旅行保険の付帯としての
アシスタンスサービス

事業法人向け
医療アシスタンスサービス

大学向け
医療アシスタンスサービス

国際医療コーディネート
サービス

クレジットカード会員向け
コンシェルジュサービス

海外旅行保険加入者に対して、海
外旅行中や出張中の医療事象発生
時に、様々な医療アシスタンス
サービスを提供

企業や官公庁の海外駐在者や海外
出張者に対して、医療アシスタン
スサービスを提供するとともに企
業の安全対策を支援

留学する学生に対して、海外医療
アシスタンスサービスを提供する
とともに大学の安全対策を支援

日本の高度医療や健康診断を受診さ
れる外国人患者等に対して、日本での
受診を支援する一連のサービスを提
供、日本医療の海外輸出支援も実施

ハイクラスクレジットカード会員
に対して、主に海外でのコンシェ
ルジュサービスを提供

事業 展開する主なサービス概要 2016年の取組み

事業法人向けセキュリティ
アシスタンスサービス

救急救命アシスタンス
サービス

海外でのテロや暴動を含むセキュ
リティ分野の危機管理サービスを
提供

国内外の要医療サービス地域に健
康危機管理、救助・救急及びエ
マージェンシー教育などのサービ
スを提供

シェア拡大に伴う医療アシスタン
ス業務量の増加に対応するため、
オペレーショナルエクサレンスを
追求して顧客満足最大化を目指す。

当社サービス提供実績に対する評
価と海外危機管理意識の高まりを
背景に、新規顧客獲得に力を入れる。

日本に来る外国人留学生の増大に
も対応しつつ、新規顧客獲得に力
を入れる。

医療渡航支援企業としての認知度
と信頼の向上を生かし、外国人患
者受入を増やし、海外への日本医
療紹介を積極的に進める。

既存顧客への着実なサービス提供
を実施するとともに、新規顧客・
新規サービスの提供により規模拡
大を図る。

増加する海外リスクに対し、セ
キュリティアシスタンスを提供し、
医療アシスタンスとともに企業の
トータルリスク低減に貢献する。

救急救命のリソースを生かし、国
内外の医療サービスが必要とされ
る地域に救急救命のサービスを提
供し、お客様の健康管理を推進する。

EAJの現在
◦  7カ国に海外センターを設置、（米国、中国、タイ、

シンガポール、英国、フランス、バングラデシュ）
拠点数は全世界で12カ所

◦グループ要員数は310名
◦医療機関のネットワーク数は11,600社
　提携プロバイダー数は4,400社
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株主の皆様へ 当社事業およびサービスの状況



投資活動により使用した資金は、94百万円となりました。
●高性能電話システムの海外センターへの設置・機能強化、基幹業務シス
テムの改修に係る有形・無形固定資産の取得がありました。

財務活動により使用した資金は、81百万円となりました。
●長期借入金の返済、配当金の支払いがありました。

営業活動により得られた資金は、240百万円となりました。
●税金等調整前当期純利益を127百万円、減価償却費を76百万円計上しま
した。

■ 当期純利益（単位：百万円）

2014年
12月期

2014年
12月期

2014年
12月期

2014年
12月期

2013年
12月期

2013年
12月期

2013年
12月期

2013年
12月期

2015年
12月期

2015年
12月期

2015年
12月期

2015年
12月期

2016年
12月期（予想）

2016年
12月期（予想）

2016年
12月期（予想）

2016年
12月期（予想）

△35

14

89

△26

2,199

△24

1,983

35 25

2,530 135 131
2,735

90 80
55

■ 売上高（単位：百万円） ■ 営業利益（単位：百万円） ■ 経常利益（単位：百万円）

当社の連結ベースの年間売上高は
2,530百万円となり、前年比で15.0％の増収となりました。
▶医療アシスタンス事業の年間売上高は2,111百万円で前年比18.8％の増収となりました。
◦2015年の海外出国者数については全ての月において対前年同月比で減少したもの
の、当社のアシスタンスサービスに関する売上高（ケース売上）は前年を上回った。

◦危機管理意識の高まりにより法人・大学・セキュリティ売上が好調であった。
◦9月に国内で初めて「※医療渡航支援企業」に認定され、外国人患者受入事業で今期
は前年比で売上が増加した。

▶ライフアシスタンス事業の年間売上高は419百万円で前年比で0.6％の減収となりました。
◦売上減はセグメントの変更によるもので事業は順調に推移している。

※「医療渡航支援企業認証制度」は、日本政府の成長戦略の一環として、来日して治療を受けようとする外国人が安心して
医療サービスに関する相談や受診の支援が受けられるよう、一定の基準を満たした質の高い支援サービスを提供でき
る企業に日本政府が「お墨付き」を与える制度である。

費用面は「EAJリエンジニアリング」への取組みにより、人件費を中心に費用増を抑制

◦円安による海外センター費用の増加と人材・ITへの投資費用が増加し、費用総額は増
加した。

◦「EAJリエンジニアリング」への取組みにより、人件費を中心に費用増を一定程度抑
制した。

◦高機能電話システムを用い、アジア、アメリカ、ヨーロッパに設置されている全セン
ターを1つのヴァーチャルな拠点として捉え、お客様からの電話に対して漏れなく
心のこもった対応を効率的に提供できるように社内体制を整備した。

2,199百万円

2014年12月期

2,530百万円

2015年12月期

売上高

前年比
2,530 百万円

15.0％増

営業利益

135 百万円
経常利益

131 百万円
当期純利益

89 百万円

流動資産
1,751

固定資産
296

現金及び預金
732
仕掛品
91

固定資産
305

流動資産
1,690

流動負債
1,255

純資産
668

流動負債
1,211

資産合計
2,048

資産合計
1,995

負債・純資産合計
2,048

負債・純資産合計
1,995

純資産
594

固定負債
189

固定負債
124
長期借入金
107

短期借入金
680
1年内返済予定の
長期借入金
76

長期借入金
184

短期借入金
680
1年内返済予定の
長期借入金
76

現金及び預金
682
仕掛品
78

現金及び
現金同等物の
期首残高

現金及び
現金同等物の
期末残高

641
240

698
△94

△81

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

資産・負債・純資産の状況
資産の部 負債・純資産の部

（単位：百万円）

前期末（2014年12月31日現在） 当期末（2015年12月31日現在） 前期末（2014年12月31日現在） 当期末（2015年12月31日現在）

キャッシュ・フローの状況 （単位：百万円）

当期（2015年1月1日から2015年12月31日まで）

売上高 営業損失 経常損失 当期純損失
△24 △26 △35

2,199

売上高 営業利益 経常利益 税金等調整前
当期純利益

当期純利益

売上原価 1,942
販売費及び一般管理費 453

営業外収益 11 営業外費用 15

127 89

特別損失
3

法人税等
38

2,530

135 131

損益の状況 （単位：百万円）

前期（2014年１月１日から2014年12月31日まで） 当期（2015年１月１日から2015年12月31日まで）
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連結財務データ連結決算ハイライト

連結財務指標の推移



会社名

代表者名

事業内容

設立年月日

従業員数

資本金

本社所在地

発行可能株式総数 8,304,000株
（注）2015年8月14日開催の取締役会決議により、2015年9月1日付で株式分割（1株を2株に分割）

に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は4,152,000株増加しております。

発行済株式の総数 2,450,000株
（注）1．2015年9月1日付の株式分割（1株を2株に分割）により、発行済株式総数は1,224,600株増

加しております。
　 　2．ストックオプションの行使により、発行済株式の総数は12,000株増加しております。

株主数 1,171名

所有者別株式分布状況

大株主（上位10名）

株主名 持株数
（株）

持株比率
（％）

吉田　一正 852,000 34.77

ヴァンタークルーズヘルスサービスインク 294,400 12.01

白水　秀樹 121,200 4.94

日本証券金融株式会社 70,800 2.88

株式会社SBI証券 53,900 2.20

近藤　定典 34,100 1.39

氷鉋　健一郎 33,600 1.37

近藤　仁 27,700 1.13

楽天証券株式会社 20,900 0.85

スティーブ・アール 19,200 0.78
（注）持株比率は自己株式（148株）を控除して計算しております。

日本エマージェンシーアシスタンス株式会社

代表取締役社長　吉田　一正

医療アシスタンス事業　ライフアシスタンス事業

2003年1月

単体：163名

連結：259名

301,108千円

東京都文京区小石川1-21-14

NRK小石川ビル

代表取締役社長

取締役副社長

取締役副社長

取 締 役

取 締 役

吉 田　 一 正

石 井　 弘 之

前 川　 義 和

千 代　 隆 明

ソル・エーデルスタイン

常勤監査等委員

監 査 等 委 員

監 査 等 委 員

榊 原　 牧 子

勝 田　 和 行

三 宅　 秀 夫

当社ホームページでは、IR情報、事業内容等

の最新情報を掲載しています。

ぜひ、当社ホームページをご活用ください。

会社概要（2015年12月31日現在）株式の状況（2015年12月31日現在）

株主メモ

役員（2016年3月25日現在）

EAJ

当社ホームページのご案内
事業年度

定時株主総会

基準日

株主名簿管理人

同連絡先

上場証券取引所

公告方法毎年1月1日から12月31日まで

毎年3月開催

定時株主総会の議決権　毎年12月31日
期末配当金　　毎年12月31日
中間配当金　　毎年 6月30日
そのほか必要があるときは、あらかじめ
公告して定めた日

三菱UFJ信託銀行株式会社

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
電話　0120-232-711（通話料無料）

東京証券取引所JASDAQ市場

電子公告の方法により行います。
ただし、事故その他やむを得ない事由に
よって電子公告をすることができない場
合は、日本経済新聞に掲載しています。
http://www.emergency.co.jp/

（ご注意）
株主様の住所変更、買取請求、配当金の振込指定、その他各種お
手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機
関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設され
ている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱
UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

その他法人 0.37％
金融機関 2.89％
金融商品取引業者 5.52％
外国法人等 13.85％
個人・その他 77.37％

株式数比率

取締役（監査等委員である取締役を除く）

監査等委員である取締役
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