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お客様の魅力発見業

【事業方針】 お客様の魅力を探す会社

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。

【企業使命】 顧客の利益向上に向き合う会社

私たちは、顧客と向き合い、正しい利益を生み出すお手伝いをすること

に誇りを感じ、日々の業務の積み重ねが地域発展につながることを確

信しています。

【行動指針】 ともに成長する会社

社員は顧客とともに、経営者は社員とともに、会社は地域とともに、対

等な立場でお互いを尊重し、魅力を探し、ともに成長発展する関係を

築きます。

※2018年5月 企業使命変更に込めた思い

私たちの仕事は、WEBを使って、お客様に売上アップというメリットを提供するものです。これは正しい利益を

生み出す第一歩となります。経費削減系のビジネスは多いですが、売上アップに直接お手伝いできる仕事は、

そう多くはありません。企業にとって売上アップがいかに尊く困難なことであるか。そこに関わり、多くの結果を

出している自分たちは、もっと仕事に誇りと自信をもっていいのです。

今、日本は人口減少時代。人が減れば会社やお店も減っていきます。このままでは、地域そのものが無くなっ

てしまいます。なんとしても、それを防ぐ必要があります。私たちは政治家ではありません。私たちにできること

は、ただ目の前のお客様と向き合って、魅力を探し、1円でも多くの利益を生み出すお手伝いをすることだ

けです。そして、その成果の輪を広げていくことです。そうすることで、地域の中で存在感のある優良企業が生

まれ、連携が深まります。自社もそうならなければなりません。そんな会社が多く存在する地域は発展します。

これが私たちが行うべき地域貢献です。

経営理念



第四次産業革命に向けて社会・経済が激変。

それを最大のチャンスととらえ行動する。

日本経済は2012年11月を底に緩やかな回復基調が続いている。景気回復の

長さは戦後2番目になる可能性が高い（内閣府）。オリンピックを控え、この好況

感は今年も継続していくと思われる。

IT分野では、ビットコインに代表されるブロックチェーン、AI、IoT、ビッグデータなど

の先端技術が、昨年と比べより具体的な商品サービスとして表面化している（第四

次産業革命）。半面、キャッシュレス決済は、中国55％、韓国54％、米国41％

に対して、日本は19％に留まり（2015年内閣府）、「後進国」となっているなど、

普及においては日本が立ち遅れている事実は否めない。

また、日本企業の時間当たりの労働生産性は、OECD加盟35カ国中20位、先

進7カ国最下位の低さ（2016年度日本生産性本部）であり、働き方改革が進

んでいない原因にもなっていると思われる。

労務面においては人材難が深刻化している。正社員が不足している企業は

51.1％で、昨年より7.2％も上昇。34.1％の会社は非正規社員も不足している

（帝国データバンク）。

経営においては、社長の平均年齢が61.45歳と高齢化し（東京商工リサー

チ）、経営革新や労働生産性向上、事業承継につながらず、半数の企業が後継

者不在（経産省）となっている。

このような状況は、当社にとって追い風となる。下線を引いた顧客の経営課題

は、当社が事業を通して改善し得るものが多い。国や地域もこれらを重要課題と

して、助成金・補助金などの支援策を強化している。お金のためではなく、こういった

社会・経済状況を改善するという、より高い視線で業務に取り組んでいきたい。その

ためには、まず自社から、これらの問題解決を率先し、顧客に伝えていく方針を明確

化していきたい。

外部環境 DIK事業計画2018



組織運営の基礎を固め、社員主体経営を！

１．定期採用と労働環境整備

当社では、ここ4年間、新卒含む若手人材の採用を継続。社員が育ち、日常業務

において中心的な役割を担えるようになってきている。就業規則の制定やグループウ

エアの導入など、労働環境・システムの整備を推進した結果、この4年間、一人の

退職者もなく、人材は純増している。これが安定したサービス提供につながり、顧客

から信頼され、売上、利益、労働生産ともに大きく改善している。

２．広報委員会による教室運営

2017年度は、若手社員による広報員会活動がスタート。Facebookを中心に情

報発信のPDCAを主体的に回し、教室・セミナーの集客などに大きな成果をもたら

せている。この実績をもとに、広報委員会活動のノウハウを顧客に提供するという独

創的な営業指針が生まれた。M（マーケティング）M（マネジメント）I（イノベー

ション）を三位一体で実現していく、当社のサービス展開の基本となる。

３．組織づくり

昨年、取締役やチーフ（職場責任者）という新たな役職が生まれ、組織活動がス

タート。制作とディレクター各チームが会議を通して自主的に業務を推進するスタイ

ルに変化。去年の事業計画テーマ（「標準化」「定型化」「定例化」）に基づいて、

各種業務の標準化やマニュアル作成が進み、個人の属人的手法に依存しない、

チームワークでの業務推進が可能となりつつある。結果、労働生産性が高まり、働き

方改革への取り組みも進んでいる。

４．持続可能な経営

中小企業においては経営者の高齢化と後継者不足が表面化しており、日本経

済の脆弱性として大きな問題となっている。当社では、中川専務が後継者として経

営を引き継ぐべく、昨年より事業承継の実務段階に入った。スムーズな経営交代を

具体的に示していくことで、会社の継続性を保証し、社員、顧客、取引先に安心し

ていただける、持続可能な企業づくりを進めている。

内部環境 DIK事業計画2018



お客様の魅力を探し、市場を創造し、

労働生産性を高め、新たな雇用を生み出す。

当社の経営理念は「お客様の魅力発見業」である。WEBマーケティング・WEBデ

ザインの仕事を通して、顧客の魅力（強み、弱み）を探し、形にし、広く伝えていく

こと。この理念を深掘りしていく過程で、顧客は「自社の居場所」を探すことができ、

新たな市場の創造が可能となる。

マーケティングだけでなく、グループウエア導入などにより、業務全般をIT化していくこ

とにより、日本企業の根本的な課題である労働生産性の向上にも取り組むことがで

きる。労働生産性向上はDIKにおいても大きな成果が出ている。このノウハウを顧

客にも伝えていく。顧客創造（マーケティング）と、生産性向上（マネジメント）

は、どちらから一方では成立せず、常にセットで完成させていくべきものである。

自社の居場所（他社が参入できない収益の源泉）が見つからず、価格競争、

過剰サービスのループに落ち込むと、企業の収益性は著しく低下し、長時間労働な

どの「ブラック雇用」につながっていく。また、それが経営者の高齢化、後継者不在問

題の原因にもなっている。

DIKのスタッフは、社会や企業が抱えるこれら大きな課題と、常に向き合っているこ

とを意識し、業務を通してその改善に取り組んでいることを誇りに思いたい。

また、昨年来、当社が取り組んでいる広報委員会活動は、集客と雇用問題を同

時に解決しようとする、当社独自の取り組みである。このノウハウを顧客に紹介して

いくことにより、従来、企業で働くことが困難であった方々の雇用を実現し、定着を高

め、人材難を解消するという、大きな可能性、夢を秘めている。

企業使命 DIK事業計画2018



飛躍の20周年に向けて、社員主体の経営へ！

テーマ「定型化」「標準化」「定例化」
１．テーマ

第19期（2017年度）は、社員主体経営の第一歩として、組織活動と公正な

サービス展開の基礎を築く年と位置付け、「定型化」定例化」「標準化」をテーマに、

新入社員1名採用、グループウエア導入、広報委員会設置、無料教室やセミナー

開催などを行った。業務の標準化やマニュアル化も進み、社員が自主的に業務運

営できる基盤がつくられた。

２．目標

売上目標 7,200万円 （月600万円）

社員 8名（内パート2名）

経常利益 7％

３．実績

売上 58,462,724円（月487万円）

社員 8名（内パート2名）1名新卒増員

経常利益 2,836,744円（4.9％）

自己資本比率 57.3％

４．主な取り組み

①就業規則づくり→2017年4月25日完成

②教室運営、教育研修事業を開始

③新人1名採用。若手社員による広報委員会設置

④ビル2を契約、研修室として活用

⑤グループウエア導入、業務の標準化、マニュアル化を推進

前年度の総括 DIK事業計画2018



創業20周年「社員中心経営」の確立

～社員が主体的にPDCAを回し、民主的に意思決定できる～

テーマ「作業」から「ノウハウ業」へ！

＜基本方針＞

１．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、民主的な会社づくりを目指している。

今年はそのシステムを確立していくために、以下に挑戦する。

①経営理念、使命を理解自覚し、民主的に判断ができる力を身につけよう。

②社員が主体となってPDCAが回せるよう枠組みをつくろう。

③時間を有効に使おう。無駄を徹底的に省いて効率化を図る。

２．経営課題をまず社内で解決、そのノウハウを顧客に売る。

顧客に提供するのは作業ではなく、ノウハウ。時間ではなく価値である。

①集客・営業活動・・・顧客が集まる会社づくり、社員づくりをお手伝い。

②人材採用活動・労務問題・・・人材が集まる会社づくり、社員づくりをお手伝い。

③新規事業への取り組み・・・WEB人材育成事業（経営革新計画）の開始。

※ホームページ運営のハウツー（各種方法）については、当社の利益の源泉では

ないため、ホームページや動画サイトで積極的に無料で公開していく。

３．社員が「元気になれる場所」をつくろう！

・楽しく、明るく、堅苦しくない職場。

・新入社員が増え活性化している会社。

・社員の自主性が発揮され、お互いが成長できる会社。

※今期は、経営者自ら笑顔で元気よく接します。

今期基本方針 DIK事業計画2018



隣接異業種への進出

～3度目の経営革新計画に挑戦！！～

お客様の「真の魅力・真のニーズ」を探す

新事業への取り組み DIK事業計画2018

従来の事業
ホームページ制作

↓
WEBマーケティング

隣接異業種
グループウエア

↓
労働生産性アップ

隣接異業種
教育研修事業

↓
人材採用・育成

顧客のIT化

サイト更新・成果アップのマネジメントツール開発

＜経営革新計画＞

広報委員会立ち上げにより、顧客のホームページ運営を内製化。

集客・販促・人材採用などサイトの成果アップと人材育成強化を同時に実現する。

●サイト更新と成果アップのPDCAを回すためのクラウド型マネジメントツールの開発。

●更新管理の各種ハウツーの集積と無料提供（動画+テキスト情報）

●コンサルでも教育研修でもなく「システム利用＆マネジメント」を収益源とする方針。



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＞

・IT助成金、キャリアアップ助成金などを最大限に活用し、新事業を軌道に乗せる。

・WEB集客を強化するため、サイトリニューアル、広報委員会による更新の強化。

・全員営業（教室、セミナー集客、チラシ、リスティング広告、紹介キャンペーン）

・既存顧客へのアプローチ（スマホ対応、サイトリニューアル、新事業の紹介）

＜数値目標＞

①売上 6,600万円／月550万円

②粗利益率 90％ 5,940万円

③社員数 9名 （内パート2名）※新規正社員1名増員

④1人当たりの利益額 742.5万円 ※8名で算出

③労働分配率 60％ 445.5万円

④経常利益率 5％ 330万円

営業目標 DIK事業計画2018
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＜営業指針＞

■月次売上明細

ホームページ制作・・・350万円（100+50×3+33×3）※近日中に33×3→100×１

メンテナンス・コンサル費（解析・広告）・・・100万円

社員教育・グループウエア・・・100万円（40×2+20×1）

計 550万円

■具体策

（１）受注単価100万円超のサービスを開拓 月1件獲得 ※最重要課題

①付加価値アップと商品化（教育+周辺サービスをパッケージ）

②IT導入補助金の活用（100万円コース）

③ペルソナの明確化、優良顧客にアプローチ（社員研修に力を入れている黒字企業）

→帝国データバンクリスト（51点以上50人以下）、経営革新リスト

④広報委員会活動の成果を見える化し、顧客のベンチマークを進める。

⑤受注までのルイティーンを整備、標準化する。

（２）既存顧客の掘り起こし

①ホームページリニューアル→スマホ対応、SSL対応、アクセス解析→サイト改善提案

②新商品のすすめ→社員教育、グループウエア

→顧客リストの整備、定期的なアプローチ（メール、電話、訪問）

（３）新規開拓方法

①無料教室・セミナー・補助金説明会

②WEB（公式+大学+SNS）

・ホームページリニューアル、データ解析・改善のプロセス化

・YouTube動画サイト開設

③リアル営業（リストを回る、ビジネス交流会などへの参加）

（４）タイアップ強化

①印刷会社経由

②コンサルタント経由、その他

③既存顧客の紹介

実施計画 DIK事業計画2018



＜退社・採用計画＞

・5月にWEBディレクター1名退社・・・社員6名（内パート2名）に

・社員採用 中途入社1名

・新卒採用（2019年卒業または3年以内既卒）

職種 法人営業・・・1名

＜ペルソナ＞

・本庄市内在住、2018年既卒、四大卒業、親と同居

・部活：吹奏楽部 趣味：旅行、絵画鑑賞

・よく使うツール：Facebook、Instagram、YouTube、顔出しOK

・ITスキル：Word、Excel、PowerPoint、スマホで動画編集、ネット利用

・対人スキル：明るく、笑顔で接客できる。親和性、協調性、リーダーシップあり。

・マインド：自分で判断し、主体的に動ける。前向き。仕事完遂能力。

・問題解決力：情報分析力、問題解決のためのPDCAを回す力。

・経営理念・方針への興味・理解

＜採用方法＞

・indeed

・自社求人サイト

・紹介

人事計画 DIK事業計画2018



＜サービス展開＞

お客様に寄り添い、先端技術を使いやすく紹介する会社。

技術開発ではなく「利用技術の開発」が自社のポジション。

10年ビジョン DIK事業計画2018

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

・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）


