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2007年10月期は、誠に遺憾ながら、業績・財政状況において極めて厳しい結果に

終わりました。株主様をはじめ、利害関係者の皆様に大変なご心配をおかけいた

しておりますことを、心よりお詫び申し上げます。

本中期経営計画は、前期の業績低迷の要因を十分に分析、反省し、本年5月11日

に公表いたしました「中期経営計画」を、厳しい現状を踏まえた上で修正したもの

です。

当社を取り巻く環境は、当社の主たる顧客層である中小企業の景況感の悪化等

の状況がみれるものの、

①少子高齢化社会に対応する新たなマーケティング手法の必要性

②生産人口減少にともなう電話オペレータの採用難による各企業のコールセン

ター合理化需要の拡大

③広告業界におけるクロスメディア手法の成長と新たな広告メディアへの期待の
高まり等、

当社の事業機会が一層の広がりをみせる状況になっております。

本中期経営計画を着実に推進することで、早期に業績の改善と成長ステージへ

の移行を実現し、企業価値の向上を目指して邁進してまいります。

2007年10月期は、誠に遺憾ながら、業績・財政状況において極めて厳しい結果に

終わりました。株主様をはじめ、利害関係者の皆様に大変なご心配をおかけいた

しておりますことを、心よりお詫び申し上げます。

本中期経営計画は、前期の業績低迷の要因を十分に分析、反省し、本年5月11日

に公表いたしました「中期経営計画」を、厳しい現状を踏まえた上で修正したもの

です。

当社を取り巻く環境は、当社の主たる顧客層である中小企業の景況感の悪化等

の状況がみれるものの、

①少子高齢化社会に対応する新たなマーケティング手法の必要性

②生産人口減少にともなう電話オペレータの採用難による各企業のコールセン

ター合理化需要の拡大

③広告業界におけるクロスメディア手法の成長と新たな広告メディアへの期待の
高まり等、

当社の事業機会が一層の広がりをみせる状況になっております。

本中期経営計画を着実に推進することで、早期に業績の改善と成長ステージへ

の移行を実現し、企業価値の向上を目指して邁進してまいります。

●はじめに
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日本経済を取り巻く社会変化
・少子高齢化による労働人口の減少・地域コミュニティの希薄化 ・ダイレクトセールの時代

（中抜き現象）

生活者

•少子高齢化・人口減
•孤独死などの問題
•家族単位から

個人単位へ

大企業
（コールセンター）

•労働人口の減少
•スタッフの確保問題
•人件費の上昇

中小企業

•事業承継問題
•地域間格差の拡大
•二極化の進行

•優秀な人材の確保

広告業界

・クロスメディア化と
WEBﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの
成長。

•新広告媒体の開発
•マスアプローチから
ダイレクトアプローチ

１．当社を取り巻く環境

マンパワーで補っていたものが労働人口減少等の環境変化により対応策が必要

システム化による効率的な運用の推進、マーケティング戦略の見直しが必要

当社のマーケット対象が中小企業から大企業、広告業界など他業種にも拡大
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①当社の代理店であるGFマーケティングネットワーク会の新規入会企業の

動機として、地域活性化へ貢献したいという企業が増加している。

②大企業のコールセンターから、オペレータの採用難・人件費上昇への解決

策として、当社の自動テレマーケティングシステムとオペレータの業務シェ

アリングによる、コールセンター業務の合理化ソリューションが採用され始

めている。

③当社の主力商品であるオートコンタクトシステムの利用方法として、

「クロスメディア」の新媒体としての利用が進んでいる。（広告代理店・印刷業界）

④システム販売単価が低下している一方で、有償のサポートサービスの需

要が高くなっている。

⑤市場機会を短期間で捉えるための、フリーキャッシュフロー（資本）の増強

が必要。

⑥Webマーケティングとの連動

２．環境分析・・・内部環境について
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３．ビジネスリソース・マップ（経営資源一覧表）

Ⅱマーケティングコンサルタント Ⅰコールセンター向けソリューションプロバイダー

Ⅲ中小企業ネットワーク Ⅳ新広告媒体

技術力商品力

顧客力
リスナー力
モニター力

社内環境分析 ： 現在の当社の情報資産を、上図の４領域に展開することで、
事業環境を活かした事業拡大が実現します。

商品： 中小企業経営支援・教育サービス
対象： 中小企業
課題： サービス開発

システムの開発

商品： マーケティングコンサルティング
対象： 中堅・中小企業
課題： コンサルティングパッケージ開発

コンサルタント要員の育成
システムの開発

商品： ＣＴＩによる、コールセンター合理化
ソリューション

対象： 大・中堅企業のコールセンター
課題： 技術営業体制の充実

ＣＴＩシステム開発力の充実

商品： 新広告媒体・新メディアの確立
（地域情報サービス『くらしの情報局』）

対象： 生活者（全国460万世帯、全世帯数の9％）
モニター：100万人、Web、モバイル

課題： 地域情報拠点の充実
会員向けサービスのブラッシュアップ
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大企業（コールセンター
合理化ソリューション）

ＪＴＡ会員200社

中小企業
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ強化のﾆｰｽﾞ

の高い41万社

広告業界
ＳＰ広告市場：200百億
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ広告：36百億

※2006年電通資料室

生活者
経済産業省の

経済成長戦略に掲げる、
地域活性化戦略

•人件費高騰・人材
不足問題に対して、
自動化できる仕組
みの提案
•合理化ソリューショ
ン提供（リコール等）

•販売促進の企画立
案、実践など、コン
サルティングサービ
スの提供
•人財不足に対して、
当社のコンサルタン
トによるコンサル
サービスの拡充

•クロスメディア化
•WEB、MOBILEマー
ケティングとの提携
等
•新たなクロスメディ
アとしての音声サー
ビスの提供

•高齢化社会における
地域コミュニティ
•情報サービスの提供、
会員化の促進
•データベースの拡充
•自然環境商品、健康
食品開発のマーケ
ティングデータの蓄積

マーケティングイノベーターとして新たな事業展開

当社が持つ資産の活用範囲の拡大と有効活用によるソリューションの提供

顧客力商品力 技術力 リスナー力

４．全社戦略ビジョン
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構造的に大きく変化する環境の中で

企業も、市場環境の変化に適応する

『マーケティングの変革』が必要。

経 営 方 針

１． 当社は、低コストで、且つ新しいビジネスモデルの
開発によって「マーケティング革命」を推進し、
社会に貢献する

２． 当社は、常にお客様を大切にして誠実に努めると
伴に、進取、創造力を発揮して社業の躍進を目指す

３． 当社は、商品およびサービスの付加価値を高める
ことによって高収益企業を目指し、適正な利益還元
によって株主の期待に応える

４． 当社は、将来を担う社員に創造と挑戦の機会を与え、
会社の繁栄と社員の幸福に資するものとする

５． 当社は、事業の社会的使命を認識し、法令遵守、企
業倫理遵守の経営を推進する

当社の事業領域は、中小企業をター
ゲットとした、テレマーケティングやシ
ステム販売に限定していた

企業と顧客・市場・社会環境との関係を改善する商品・サービスを
提供する 『共創経済社会創造企業』 として業容の拡大を目指す。

更なるCTIシステムの開発とマーケ
ティングコンサルパッケージの開発
によって、マーケティングイノベー
ターとしての事業展開をおこなう。

５．テレマーケティング・イノベーター から

マーケティング・イノベーターへ
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（単位：百万円） （構成比） （構成比）
前年

同期比
（構成比）

前年

同期比
（構成比）

前年

同期比

1,689 100.0% 2,150 100.0% 127.3% 2,655 100.0% 123.5% 3,265 100.0% 128.5%

システム販売 1,129 66.8% 1,311 61.0% 116.1% 1,646 62.0% 125.6% 1,944 59.5% 118.1%

（台数） 238 - - - 260 - - - 109.2% 314 - - - 120.8% 362 - - - 115.3%

サービス収入
（ﾘｺｰﾙ,調査,ｻﾎﾟー ﾄ等）

206 12.2% 440 20.5% 213.6% 453 17.1% 103.0% 571 17.5% 126.0%

入会金収入 188 11.1% 249 11.6% 132.4% 330 12.4% 132.5% 426 13.0% 129.1%

（会員数） 83 - - - 120 - - - 144.6% 159 - - - 132.5% 207 - - - 130.2%

その他売上
（IP通話料収入等）

165 9.8% 148 6.9% 89.7% 224 8.4% 151.4% 323 9.9% 144.2%

1,189 70.4% 1,635 76.0% 137.5% 2,032 76.5% 124.3% 2,471 75.7% 121.6%

1,611 95.4% 1,535 71.4% 95.3% 1,790 67.4% 116.6% 2,001 61.3% 111.8%

▲ 422 -25.0% 100 4.7% - - - 242 9.1% 242.0% 470 14.4% 194.2%

▲ 468 -27.7% 55 2.6% - - - 207 7.8% 376.4% 432 13.2% 208.7%

▲ 585 -34.6% 54 2.5% - - - 205 7.7% 379.6% 330 10.1% 161.0%

08/10期 09/10期 10/10期

経常利益

07/10期

税引後
純利益

売 上 高

売上総利益

販管費

営業利益

６．数値計画
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●システム販売

・商品説明会セミナーにおける参加企業の増加から、既存体質からの脱却を目指す、

改革意識の高い経営者は年々増えていると思われます。

・今後も同等のセミナー（今期：128開催）を計画し、従来未着手であった御用聞き的

な訪問頻度を高めた営業手法をとることで、信頼関係を醸成し、販売効率を高めて

いきます。 （単位：百万円）

→ 支店開催分の比重を増やし（80開催）、

訪問頻度アップを図ります。

これにより “取りこぼしのない”

完全受注を目指すと共に、旅費等

の経費圧縮に努め、営業効率を

高めてまいります。

６A．数値計画＜区分別売上高区分別売上高・システム販売＞・システム販売＞
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６A．数値計画＜区分別売上高区分別売上高・サービス収入＞・サービス収入＞

●サービス収入

1.リコールエクスプレスの確立

2.選挙立候補者向け「調査レポート」販売による継続収入

3.セミナー参加客を対象にした拡販（ビジネスサポートクラブ）

4. 前期からの既存顧客（ASP、マスコミ媒体社）など
（単位：百万円）

※更なる高齢化により “選挙” を意識した立候補の

積極的な活動や企業による様々な偽装化工作に

より、一般消費者のメーカー企業に対する信頼感

低下等から、 本サービスの主たる対象でもある

「企業」「選挙立候補予定者」は、今後、一般生活者

に対してより密度の高い接触が求められることが予

想できます。以上より上記「サービス収入」はより

増加していく傾向であると計画します。

●サービス収入

1.リコールエクスプレスの確立

2.選挙立候補者向け「調査レポート」販売による継続収入

3.セミナー参加客を対象にした拡販（ビジネスサポートクラブ）

4. 前期からの既存顧客（ASP、マスコミ媒体社）など
（単位：百万円）

※更なる高齢化により “選挙” を意識した立候補の

積極的な活動や企業による様々な偽装化工作に

より、一般消費者のメーカー企業に対する信頼感

低下等から、 本サービスの主たる対象でもある

「企業」「選挙立候補予定者」は、今後、一般生活者

に対してより密度の高い接触が求められることが予

想できます。以上より上記「サービス収入」はより

増加していく傾向であると計画します。
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６A．数値計画＜区分別売上高区分別売上高・・入会金収入、その他売上＞入会金収入、その他売上＞

●入会金収入

1.新ブランド「くらしの情報局」立ち上げによる増加

2.従来「GFマーケティング会員」新規契約からの増加

※「GFマーケティング会員」及び「くらしの情報局」新規入会（予定）数推移

●その他売上

・IP電話回線による「通話料収入」

（ + 回線キャリア手数料 + その他）

●入会金収入

1.新ブランド「くらしの情報局」立ち上げによる増加

2.従来「GFマーケティング会員」新規契約からの増加

※「GFマーケティング会員」及び「くらしの情報局」新規入会（予定）数推移

●その他売上

・IP電話回線による「通話料収入」

（ + 回線キャリア手数料 + その他）

188

142

249

142
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206
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0

100

200

300

400

500

2007年 2008年 2009年 2010年

入会金

その他売上

04年10月期：114件
05年10月期：151件
06年10月期：129件
07年10月期： 83件

＜新規獲得会員数※＞

08年10月期： 120件
09年10月期： 159件
10年10月期： 207件

＜新規獲得会員数※＞

08年10月期： 120件
09年10月期： 159件
10年10月期： 207件
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①新ブランド「くらしの情報局」の販売、確立＜放送広告事業＞
・既存会員の再生、活性化。

・新たな市場（商店街、自治体など）の開拓

②CTIシステムの更なる開発・提供、及びニーズに沿った商品の開発

・SIP版多回線（100・200回線）の開発

・ハイブリッドCTIシステムの開発

③商品説明会セミナーの有効活用
・高額の「システム」以外、受託サービスも販売

・外部講師の厳選による経費圧縮

④オートコール代行サービスの拡充
・リコール製品回収サービスや大手コールセンターとのハイブリッド・サービス

・ASPサービス

⑤既存顧客向けアップ＆クロスセルの推進
・サポート商品（「運用サポート」メニュー拡充、電話帳データ等の販売）

⑥その他収入の拡大＜IP電話回線による通話料収入＞

⑦新メディアの確立（情報センター：1700ヶ所）

・400万人のリスナー構築

・100万人のWEBモニター構築（モバイル）

７．中期経営計画＜基本戦略＞
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７-①A 地域情報サービス 『くらしの情報局』 とは＜イメージ＞

～高齢化社会でも 『日本を元気にする』 マーケティング戦略～

生活者にとって
：無料で手軽な
地域情報サービス

あなたの街の、イベント情報
やお買い得情報、行政から
のお知らせなど、 タイム
リーな生活情報を無料で受
けられます。

企業にとって
：特定商圏、主婦・シニア
に強い「声のﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰ」

地域社会にとって

特定の商圏で、約９％の世帯（く
らしの情報局リスナー）に対して、
タイムリーでインパクトのある電
話放送広告をご提供します。ク
ロスメディア（チラシやDMの効
果向上）。

市・区役所などの広報や、
災害情報、不審者情報など
をタイムリーに配信できると
ともに、生活者・企業・行政
の情報力を強化して、地域
活性化に貢献します。

『くらしの情報局』を開設する企業にとって

① 地域活性化に貢献する、情報サービスを提供できます。
② 主婦とシニア・高齢者に強い、地域のマーケティング・データベースを保有できます。
③ 公的機関や地元企業、特定商圏の生活者との関係を深められます。
④ 実践的なマーケティング能力のある担当者を育成できます。
⑤ 自動システムを活用した、利益率の高いクロスメディア・マーケティングサービスを
販売できます。
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クライアント
：広告、販売促進
マーケティング強化

のニーズが高い企業

NTT電話帳登録世帯
（掲載率全国平均約45%）

くらしの情報局
電話放送リスナー

（1,500～3,000世帯）

スポンサー
：企業、商店街

など

市・区役所、商工会議所
などの公的機関

情報局の案内
（営業活動）

広告メッセージ
の作成

くらしの
情報局

広告料収入

コール代行サービス
システム商品の提案
（営業活動）

コール代行収入
システム販売手数料

情報局の案内
広報メッセージ
の作成

（広告料収入）

リスナー
募集コール

・メッセージ
配信

・データ管理

「くらしの情報局」本部

研修、情報提供、
営業支援

月次報告
ﾛｲﾔﾘﾃｨ
支払

「シニア・高齢者層や主婦層」に強く、データベースを利用できる、
これからの時代に適したマーケティングサービスです。

７-①B 「くらしの情報局」 ＜ビジネスモデル＞

＜地方＞
くらしの情報局

＜地方＞
くらしの情報局

＜地方＞
くらしの情報局

＜地方＞
くらしの情報局

＜地方＞
くらしの情報局

＜地方＞
くらしの情報局
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７-② 更なるCTIシステムの開発、
ニーズに沿った商品開発、提供

・最大16人へ同時発信
・1台で1日最大約10,000件発信
・電話回線もしくはIPアダプタが必要
・ガイダンス途中での転送機能ナシ

現在

・最大２００人へ同時発信

・1台で1日最大約１５万件へ発信

・光回線（Bフレッツ等）で使用可能

・発信転送が可能（従来は着信転送）

◎これにより、自動で大量発信をし、ボタンを押した
人間だけが、オペレータにつながり（自動転送）、
細かい対応を行なうことが可能になります。

＜想定先＞ リコール製品発掘・回収業務
緊急災害通報、大規模世論調査など

・最大２００人へ同時発信

・1台で1日最大約１５万件へ発信

・光回線（Bフレッツ等）で使用可能

・発信転送が可能（従来は着信転送）

◎これにより、自動で大量発信をし、ボタンを押した
人間だけが、オペレータにつながり（自動転送）、
細かい対応を行なうことが可能になります。

＜想定先＞ リコール製品発掘・回収業務
緊急災害通報、大規模世論調査など

オペレータオペレータ

新開発商品
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７-③ 商品説明会セミナーの有効活用

84%

16%

システム販売

入会金

受託代行サービス

従来（前期2007年）

81%

11%
8%

システム販売

入会金

受託代行サービス

本計画（２３期・２０１０年）

●「（オートコール）システム販売」のみのリスクのある営業スタイル

→ 「受託代行サービス」等を含んだ、“取りこぼしの無い”セミナー営業スタイルに注力します。
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７-④ オートコール代行サービス

■店長の声でお届けサービス ＜声のクリスマスカード＞ver
いつもご利用頂きありがとうございます。
○○ショップの店長･田中です。
本日は12月15日から25日まで開催、
○○ショップクリスマスキャンペーンの
会員様先行ご案内をお届けしています。
よろしければ30秒程お耳をお貸し下さい。

～♪クリスマスソングが流れます♪～

○○ショップでは、12月15日土曜日から、
25日火曜日まで、毎年恒例のクリスマス
キャンペーンを行います。

～以下、催事内容を伝えます～

キャンペーンの詳しい内容については、
お送りしたご案内状をご覧になって下さい。
従業員一同、心よりお待ち申し上げます。

■ 『声のクリスマスカード』

・お店の「催事情報」を希望にお届け！

・会員の家庭にある固定電話へお届け！

・DMを見ない層へもアプローチ！

その他ラインナップ → カレンダー計画

■『声の年賀状コール』
→・初売りセール前の告知も兼ねます

■『オープン案内コール』
■『パート募集コール」
→・電話を使ってオープン告知と求人

募集が、同時に出来るサービス
です！！
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７-⑤ 既存顧客向けアップ＆クロスセルの推進

＜現状＞

●地域データ
●メッセージ録音
●その他オプション品

※「保守メンテナンス」
↓

※”サポート＝無料“
という従来からの認識を
サポート収入の中で、
１商品としての認識！

＜現状＞

●地域データ
●メッセージ録音
●その他オプション品

※「保守メンテナンス」
↓

※”サポート＝無料“
という従来からの認識を
サポート収入の中で、
１商品としての認識！

＜本計画＞＜本計画＞

◎『保守メンテナンス』 を
毎年、継続受注が可能な
最重要商品として認識。

◎『保守メンテナンス』 を
毎年、継続受注が可能な
最重要商品として認識。

◎継続受注により、
ユーザーの使用動向が
把握でき、また、新たな
要望を発掘できる。

◎継続受注により、
ユーザーの使用動向が
把握でき、また、新たな
要望を発掘できる。



Marketing Innovator

20

７-⑥ IP電話回線による通話料収入

142 142

206

305

0

50

100

150

200

250

300

350

2007年 2008年 2009年 2010年

（ 単位 ： 百万 円）
システム台数の増加
と共に、電話回線数の
増加による「通話料」収
入の増加を見込みます。
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７-⑦ 新メディアの確立

◎「クロスメディア・マーケティング」を活用した、

→ ＜エコ自然環境商品の開発と提供＞
→ ＜ナノコート事業の推進提供＞
→ ＜地域密着の企画実施、商品の提供＞

◎「クロスメディア・マーケティング」を活用した、

→ ＜エコ自然環境商品の開発と提供＞
→ ＜ナノコート事業の推進提供＞
→ ＜地域密着の企画実施、商品の提供＞

1700ヶ所の『情報センター』

「電話」と「web」の融合
↓

今までに無い“メディア媒体”の確立（クロスメディア・マーケティング）

1700ヶ所の『情報センター』

「電話」と「web」の融合
↓

今までに無い“メディア媒体”の確立（クロスメディア・マーケティング）

・400万人の

電話リスナー構築

＜くらしの情報局＞

・100万人の

Webモニター構築

＜GFモバイル＞


