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社員主体経営の確立を！
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新たな顧客満足経営へ
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１．私たちは、ITを活用した新しい未来づくりをサポートする

ことで、中小企業の存在価値を最大化し、クリエイティブで豊

かな地域づくりに貢献します。

２．私たちは、お客様の描く未来を明るく、ワクワクするもの

にするために、最も身近なITサポーターとして存在し続けます。

３．私たちは、ひとりひとりが在りのままの存在を認め合い、ノ

ウハウを集結することで、共に高め合える関係性を築いていき

ます。

経営理念
（2018年11月全面改正）

創業の精神

お客様の魅力発見業
私たちはお客様の魅力を探し、形にし、広く伝えるお手伝いをします。

最も身近なITサポーター



第4次産業革命、時代の変化をチャンスに！

企業IT化のパートナーとして事業革新を！

2018年に入って戦後最長といわれた景気回復も踊り場を迎え、令和元年の今、経営を

取り巻く環境は一層厳しさを増しています。中国の景気減速、アメリカの保護主義政策、

米中貿易摩擦、英国のEU離脱など、国際情勢も波乱含みで先行きは不透明。国内にお

いては、少子高齢化による国内市場の縮小、企業の人材不足、経営者の高齢化・後継

者不足などが構造的な問題となり、回復の兆しが見えてきません。

さらに、4月より順次施行されている働き方改革法案、秋に予定されている消費増税、

キャッシュレス決済の普及、外国人雇用など、企業経営においては、新たな問題、不安材

料が山積し、一層、先行き不透明感が漂っています。

私たちIT業界は、昨年同様、インターネット市場拡大が続き、通信の5G時代の到来ととも

に、AI、IoT、スマート化などの新技術が、いよいよサービスとして実用段階を迎えています。

このようなITを中心とした第4次産業革命は世界的な規模で進展しており、私たちは日毎

に世界が変わっていく、まさにその渦中を、当事者として関わっていることを自覚する必要が

あります。同時に、これから世界がどう変わっていくか？どう便利になっていくか？あるいはどん

なリスクが隠れているか？など、他人事ではなく、当事者として予測し、日々の仕事に取り組

んでいこうと思います。

変化は最大のチャンスです。景気後退、事業承継、新規事業開拓などの経営課題解決に

はWEBマーケティング、働き方改革、労働生産性向上にはグループウエアやITツール導

入、人材採用・定着率向上には、求人サイト最適化、社内委員会運用サポート、東京オ

リンピックを控えて情報セキュリティの強化など、お客様の経営課題の解決のために、当社に

は20年の実績を経て培われた独自のIT化ノウハウがあります。

本年度こそ、お客様の様々な課題解決に全力で対応し、企業のIT化をお手伝いできる

最も身近なパートナーとなれるよう実績を積み重ねていくとともに、社長交代を機に、数年

来取り組んでいる社員主体経営を確立していきましょう。

外部環境 DIK事業計画2019



AI時代、企業の財産は技術からデータへ！

中小企業の新たな価値づくりへ貢献しよう。

日本が提唱する未来社会のコンセプト「Society 5.0」。それは、「狩猟社会」「農耕社

会」「工業社会」「情報社会」に続く、人類史上5番目の新しい社会のこと。IoT、ロボット、

人工知能（AI)、ビッグデータといった先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、経

済発展と社会的課題の解決を両立することを目的に、国が昨年より重点施策として推進

しているものです。

＜具体的には？＞

・次世代モビリティ（自動運転）・次世代ヘルスケア（健診・診療・投薬情報化）

・エネルギー転換・脱炭素化に向けたイノベーション

・ FinTech／キャッシュレス化 ・ 農林水産業のスマート化

・まちづくりと公共交通・ICT活用等の連携によるスマートシティ

・中小・小規模事業者の生産性革命の更なる強化（IT、ロボット）など・・・

＜AIは業務のデータ化が命＞

21世紀のデータ駆動型社会では、経済活動の最も重要な「糧」は、良質、最新で豊富

な「リアルデータ」。ものづくり、医療、輸送など、現場にあるリアルデータの豊富さは、日本の

最大の「強み」。デジタル時代の価値の源泉である「データ」や、その「データ」と新しい「アイ

デア」で新たな付加価値を生み出す「人材」を巡る国際的な争奪戦が繰り広げられていま

す（内閣府より引用）。

DIK事業計画2019企業使命

DIKの使命・役割

技術からデータへ！新たな価値創造のサポーターとなる！

AI時代、企業の財産は技術からデータに移行します。中小企業が持つ職人技、接客

や販売のテクニック、社員教育のノウハウなど、従来アナログで人から人に伝承された

「技」をデータ化し、デジタル化することがAIの本来のゴールであり、それが企業（学

校、団体、自治体、地域も同様）にとって最大の財産となるのです。

しかしながら、多くの中小企業はIT化が進んでいません。ネットに詳しい人材は不足し、

WEBやソーシャル活動は不十分。業務指示系統はアナログのまま属人化し、効率化も

ままならず、常に情報セキュリティの脅威にさらされているという現状があります。

この状況を改善し、IT化の土壌を耕し、AI時代の価値づくりをサポートすること。それ

が私たちDIKに課せられた企業使命と考えます。WEB制作を入り口に、顧客と向き合

い、1社1社、全力で成果アップに邁進することを通して、地域社会の新しい価値づくり

に貢献します。

DIK事業計画2019



令和元年、記念すべき年に、当社は20周年を迎え、新たな21期への出発を果たしました。

この20年でスタッフは8名体制となり、ホームページ制作を土台に、Googleパートナーとして

WEB広告の取り扱い、アクセスデータ解析、グループウエアをはじめ各種ITツール導入のお

手伝い、そして、経営革新計画承認事業として、WEBサイトの更新、改善を社内委員会

で行うための社員教育研修、チームビルディング支援など、サービスの領域は拡大し、2名の

管理職（室長・チーフ）のもと、それにともなう人材も確実に育ってきています。その結果と

して、20期決算では、売上116％アップ、経常利益5.6％、資本金100万円に対して純

資産1,240万円、自己資本比率56.2％という決算を達成することができました。

人事面においては、大きな課題も残しました。新卒採用を開始して4年間、退職者がゼロ

で推移したのですが、昨年度、続けて3名の退職者を出してしまいました。新卒含め2名を

増員したものの、採用計画の1名純増は達成できず、組織化が大きく後退する結果となり

ました。これは100％経営陣の責任です。

また、昨年度は、IT導入補助金を順風に大きく売上拡大を図りましたが、キャパシティが不

足し、一部のお客様に不満を残す結果となってしまいました。これもすべて経営陣の責任と

自覚し、対策を講じていきます。

今後、新たな事業を展開し、10年ビジョン（社員30名、年商3億円）を実現するために、

今、なすべきことは組織活動の基盤づくりです。そのためには、社員１人1人の自主性、主

体性が発揮できる風土づくり、制度づくりが決定的に重要となります。

本年6月に、専務取締役の中川怜子が代表取締役社長に就任しました。金子は同じく

代表取締役会長に就任。新たな経営体制のもと、社員主体経営をさらに推進し、磨き上

げ、社員と経営者がともに学び、育ち、成長発展できる環境を作ります。

社長交代、新たな風の中で、
社員主体経営の確立を！

DIK事業計画2019内部環境 DIK事業計画2019



創業20周年 「社員中心経営」の確立

「作業」から 「ノウハウ業」への転換

１．テーマ

第20期（2018年度）、DIKは「社員中心経営の確立」として管理職の育成、各種教

育、制度づくりを実施。また、「作業からノウハウ業への転換」をテーマに、「まず自社で実践

し、成果の出た活動をお客様に勧める」という方針を打ち立て、委員会運営・社員教育研

修などのコンサルティング事業をスタートしました。

２．目標

売上目標 7,200万円

社員 7名

経常利益 7％

３．実績

売上 67,820,715円 前年比116％アップ

社員 7名 ※全社員正規雇用へ

経常利益 3,791,140円（5.6％）

自己資本比率 56.2％

４．主な取り組み

＜マーケティング＞

・IT導入補助金制度活用

・WEB担当者教育開始

・金融機関・商工会議所、中小企業診断士との連携

＜マネジメント＞

・確定拠出年金導入準備

・新卒1名を採用

・中小企業家同友会の共同求人活動開始

・パートの正規雇用、全社員社会保険加入

・契約書見直しのための社内研修

・チャットワーク導入

・同友会社員研修

＜セキュリティ＞

・UTM導入

・監視カメラ導入

DIK事業計画2019前年度2018総括 DIK事業計画2019



テーマ「IT接客元年」

～新たな顧客満足経営へ～

＜基本方針＞

地域いちばんの実践的ITサポーターとしてのブランド確立

まず自社でWEBサイトを中心に、各種ITツールを活用してみよう。成果が出たら顧客にノ

ウハウとともにツール活用を勧めよう。顧客が増えるほど地域のIT化が進み、地域の価値向

上に貢献します。

１．顧客との接触率を高め、なおかつ業務効率化を同時に実現しよう。

①ITサービスの商品化（WEB制作を土台にマーケティング、人材採用、労働生産性向

上、セキュリティなど経営課題別にITサービスをリストアップし、商品化、販売していく）

②顧客窓口の拡大（セミナー、個別相談会、サポート窓口などを計画的に実施し、訪問

型から来店型に接客方針を切り替え、業務効率化と満足度アップを図るとともに、社員の

接客力、コンサルティング力を向上させる）

③ITツールの活用（テレビ会議システム、説明ツール、グループウエアなどをお客様に提案

し、ともに活用しながら、訪問せずに顧客満足度を高めるノウハウを蓄積する。

④通販ショップ開設（当社サービス、セミナー等の申し込み、支払いをWEBで完結。受

注業務の無人化、集金の効率化・キャッシュレス化を図るための実験を行う）

２．社員の自主性を尊重し、自ら計画し、問題解決できる能力を高めよう。

DIKは組織運営をベースにした自主的、民主的、社員主体の会社づくりを目指しています。

今年はその基盤をつくるために、以下に挑戦していきます。

①経営理念、使命を理解自覚し、正しい判断ができる力を身につけよう。

②会議上手になろう。短時間で話し合い、結論が出せるようになろう。

③室長、チーフ、委員会委員長を中心に、自主的な組織運営を行う基盤を作ろう。

④社員各自のキャリアプランが描ける仕組み、体制、社内風土をつくろう。

DIK事業計画2019本年度基本方針 DIK事業計画2019



年商１億円への確かなジャンプ台をつくる！

１．業績推移

２．本年度の目標数値

＜基本方針＞

・自社がITを上手に活用し、顧客にとって有益な情報を提供しよう。

→自社の集客・接客にITを活用しよう。

→顧客のWEB活動を定期的に確認し、定期的なサポートをしよう。

→保守に加入している「会員向けサービス」を確立し、大切な顧客を優遇しよう。

＜数値目標＞

①売上 7,200万円／月600万円

②粗利益率 88％ 6,336万円

③社員数 8名（来期4月までに新卒1名採用）

④1人当たりの利益額 792万円

③労働分配率 60％ 475万円

④経常利益率 7％ 504万円
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月商600万円 売上構成内訳

１．既存事業

①ホームページ制作・・・360万円

オリジナル・・・80万円×3件＝240万円

定形(WP)・・・40万円×3件＝120万円

②メンテナンス契約 60万円

既存契約・新規追加

③ホームページのスポット修正（ちょこっとリニューアル）・・・40万円

10万円×4件＝40万円

計460万円

２．教育研修事業（昨年度からの新規事業）・・・80万円

ホームページ運用（販売促進、採用活動）、SNS活用（LINE、インスタ等）、ITツー

ル導入（業務効率化、労働生産性向上）、セキュリティ（社内規定づくり、社内運用、

機器導入など）

初期費用10万円×4件＝40万円

月額コンサルティング契約 5万円×4件＝20万円

スポット研修（2時間） 5万円×4件＝20万円

計80万円

３．ITツール活用支援（本年度からの新規事業）・・・60万円

①Googleマイビジネス（集客支援・販売促進）SERPs対策

②Indeed ③Googleお仕事検索（採用活用支援）

③その他、各種設定サービス

初期設定費用

5万円×12件＝60万円

DIK事業計画2019売上構成 DIK事業計画2019



接客頻度を高めながら業務効率化を同時に実現

①持続化補助金によるホームページ制作の受注を促進

商工会議所、商工会、中小企業診断士とのパイプを深め、埼玉北部地域の需要を取り

込みます。

②個別相談会開催（月2回）

本庄市・さいたま市にて月２回個別相談会を実施します。１社２時間以内でお客様の

ホームページ活用、ウェブ活用についての疑問点やお悩みにお答えします。

③会員制度の立ち上げ

ホームページ保守契約をご利用頂いているお客様を会員とし、お得な会員制度をご用意し

ます。個別相談会の無料参加、当社サービスの割引利用を可能とします。

④お客様の定期フォロー(電話・月1回)

当社でホームページを作成したお客様に、定期フォロー(電話)をおこないます。

お客様の現状確認をおこない、HP改善に関する提案、新サービスに関する情報提供をお

こないます。また、最新のウェブ活用に関する情報提供も実施します。

⑤FB・ホームページを活用した集客活動を実施

当社の集客活動の一環として、個別相談会・イベントなどのPRをフェイスブックとホームペー

ジを活用しておこないます。自社自らがウェブを活用した広報活動を続けることで、ノウハウ

を集結します。

⑥テレビ電話による相談窓口開設

お客様のお困りごとにワンストップで対応することができる総合窓口を目指します。

自社で活用している、ビジネス用チャット、グループウェア、Google Appsなどの活用につい

て、通常業務でご不便を感じているお客様が居れば活用提案を行います。

⑦更新カフェイベント開催（不定期開催）

当社にご来店いただき、カフェ風の和やかな接客の雰囲気の中で、ホームページ運用、更

新に関する悩みなど、ご相談をお受けし、修正や更新などを、可能な限り、その場で対応す

るサービスです。個別相談だけでなく、カジュアルなイベント、ミニ研修会、ワークショップなどを

旬なテーマで企画し、集客力を高めます。

DIK事業計画2019マーケティング施策 DIK事業計画2019



経営者と社員が「ともに成長する」環境をつくります。

①全体会議(月１回)

全体会議の中で、自社活動の共有、購入備品の案内、社内ルールの共有を実施します。

合わせて、仕事の進捗確認、委員会の活動報告を実施することで、皆が情報を共有でき

る体制づくりをおこないます。

②個別ミーティング(２ヶ月に１度)

個別ミーティングを実施し、個人の目標の実現やライフワークバランスをサポートします。合わ

せて疑問や課題なども共有いただき、今後の会社運営の参考にします。

③ガイドラインの整備

お客様へ均一なサービスを提供するための、販売ガイドラインやSNS規定などの社内ローカ

ルルールを整備することで安心して働くことができる環境を整備します。

④ 社員主体経営の基礎としての社内委員会活動

社員主体経営を実現するための基礎として、社内委員会活動を継続します。

活動時間／月１人２時間まで(多忙時は実施しない)

ツール開発委員会：竹内(委員長)、新井、安田、金井

広報委員会：北城(委員長)、石原、安田、金井

⑤社内環境整備

・定期的な清掃・整理整頓を心がけ３S活動を実施します。

・２階研修室を掃除、整理整頓し社員の昼休み休憩スペースを確保します。

・健康管理の一環として、インフルエンザ予防接種補助やVDT症候群予防のための午後

休憩(個別に15分、休憩スペースにて実施)

・コアタイムの導入(作業集中を妨げることを防ぐ)

・有給100％消化

⑥IT関連資格取得・教育研修の奨励

個人情報保護、情報セキュリティ、グループウエア、ITツール活用などに関する資格取得、

セミナー受講などを奨励。Eラーニングによる学習、書籍の購入、セミナー受講、試験などの

費用、交通費を会社が負担します。

⑦契約書類の整備・全社で勉強会

昨年度に引き続き、「契約は営業個人ではなく全社の業務」という考えのもと、契約につい

て全社で学び、具体的な契約書づくりに全社で取り組みます。
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代表者の職務分担と管理職の役割

①代表取締役会長（金子）の役割

社内業務としては、経営理念の浸透、情報セキュリティの強化などを担当し、定期的に研

修会を開催。人事評価制度の導入や社員が働きやすい労働環境を整備し、SNS規定

など社内ルールづくりを促進します。対外的には、各種経営者団体や地域活動、ボランティ

ア活動、金融機関、行政、専門家との関係を強化し、営業しやすい土壌づくりを整備しま

す。尚、当面は営業、接客活動の実務も担います。

②代表取締役社長（中川）の役割

経営者として会社のマーケティングとマネジメントを統括し、経営判断と意思決定を行いま

す。経営理念の実践、社員との共育、社員の自主性と創造性が発揮される職場づくりなど

を担います。事業計画を実行する責任者として、最終的な数字、お金のチェックと管理も

行います。

③稟議決済・承認について

稟議に関する決済や承認については金子・中川経営陣の承認によっておこないます。経営

陣両者の承認があって決済・承認というかたちとします。

④リーダーの役割

安田(制作室長)：制作部統括。デザインに関する疑問点、アドバイスが必要な場合は

安田さんに相談してもらいたいです。自社のデザインクオリティの基準づくり。

金井(営業部チーフ)：

プランの明確化。会員制度についてのベースづくりを行い会社の基礎的な販売サービスの

整備をおこなう。集客活動の推進を図る。
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＜サービス展開＞

中小企業のIT総合窓口、café展開！

先端技術をお客様に使いやすく、成果がでるよう提供する。

WEB事業
・HP制作
・マーケティング
・人材教育

事業モデル
IoT

AI

Fintec

その他

＜企業像＞

働きやすさと高収益性を合わせて実現する。
・経営者交代（三代目）

・企業規模

社員30名（正社員15名、パート15名）

年商3億円、粗利益率80％、経常利益率5％

社員1人当たり粗利益960万円（25名で算出）

労働分配率60％（＠576万円）

・就労スタイル

時短（1日7時間勤務を目指す）

有給100％消化（週休2.5日を目指す）
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