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電通グループ電通グループ
 

中期経営計画中期経営計画
 DentsuDentsu Innovation 2013Innovation 2013

株式会社株式会社
 

電通電通

代表取締役代表取締役
 

社長執行役員社長執行役員
 
髙嶋達佳髙嶋達佳

このプレゼンテーション資料には、2009年7月29日現在の、

 経営陣の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれ

 ています。経済情勢などに関わるリスクや不確定要因により、

 実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・それでは、このたび発表した当社グループの中期経営計画、�「Dentsu Innovation 2013」について、ご説明したい。
・はじめに、今回の中期経営計画を策定するにあたり、私たちが認識している事業環境の変化について、あらためて触れておきたい。
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電通グループをめぐるマクロ環境変化と認識電通グループをめぐるマクロ環境変化と認識

従来の市場、競争のルールが大きく変化しており、従来の市場、競争のルールが大きく変化しており、
従来のビジネス・モデルでは必ずしも適応できない時代となった従来のビジネス・モデルでは必ずしも適応できない時代となった

日本の社会構造、市場構造が変化日本の社会構造、市場構造が変化

社会社会//生活者生活者

生活者のライフスタイル生活者のライフスタイル

 の多様化の多様化

商品・サービスへのニーズの変化商品・サービスへのニーズの変化

マーケティングＲＯＩ意識の高まりマーケティングＲＯＩ意識の高まり

経営のグローバル化経営のグローバル化

企業企業//クライアントクライアント

マーケティング予算のシフトマーケティング予算のシフト

 （マス（マス→→非マス、広告非マス、広告→→販促）販促）
競争構造、業界秩序の変化競争構造、業界秩序の変化

デジタル・テクノロジーの発展デジタル・テクノロジーの発展

メディアメディア

生活者のメディア接触行動の変化生活者のメディア接触行動の変化

競争の激化、競争の激化、

 マーケティングの変化マーケティングの変化 メディア環境と構造の変化メディア環境と構造の変化 消費行動の変化消費行動の変化

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・コミュニケーション・テクノロジーの進化により、生活者のメディア接触行動が大きく変化し、メディア環境や競争構造は大きく変化しつつある。
・一方、我が国のように少子高齢化が進む成熟した環境においては、生活者は厳しい選択眼を持ち、求められる商品やサービスが大きく変化。�さらに、ライフスタイルの多様化に伴い、大量生産、大量消費を前提にしたマス・マーケティングだけでは、生活者を捉えることが難しくなってきた。
・そして、クライアントを取り巻く経営環境も大きく変化。�国内市場の成熟化と共に、新興国の発展、市場のボーダレス化により、グローバルレベルでの競争は厳しさを増している。�また、厳しい経営環境を反映し、マーケティングＲＯＩ志向が高まり、非マスメディア広告や販促費へと、マーケティング費がシフトしてきている。
・これらの要素が互いに絡み合いながら、従来の市場・競争のルールが大きく変化している。�当社グループの、従来からのビジネスモデルと事業構造を、時代に適応して大きくイノベート、すなわち変革する必要性があると痛感。
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生活者

マクロ環境の変化に伴うビジネス環境の構造的転換マクロ環境の変化に伴うビジネス環境の構造的転換

生活者

「プラットフォーム時代」「プラットフォーム時代」
 

の到来の到来

世
界
に
お
い
て
も
同
時
進
行

世
界
に
お
い
て
も
同
時
進
行

生活者、クライアント、メディアなど、生活者、クライアント、メディアなど、

 多様な主体が自由に直接的なコミュニケーション、取引、消費を行い、多様な主体が自由に直接的なコミュニケーション、取引、消費を行い、
それらの活動が記録される。それらの活動が記録される。

「情報流通やコミュニケーションが大きく変革する時代」に「情報流通やコミュニケーションが大きく変革する時代」に

クライアント クライアント

当社グループ

媒体社

 
協力会社

 

ほか

当社グループ

媒体社

 
協力会社

 

ほか
通信、流通、
ネット企業、他

クライアントとクライアントと

 
生活者を結ぶ生活者を結ぶ
プラットフォームプラットフォーム

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・こういった環境の変化が、広告業界の構造を変え、私たちのビジネス環境に大きな影響を与えている。
・マスメディアが主要なコミュニケーション手段であり、取引や消費が伝統的な流通チャネルを用いて行われていた時代においては、マスメディアを有効活用した効率的なマーケティングと、マスメディア中心のソリューション提供が求められてきた。
・しかし、デジタルテクノロジーの発展によって、生活者、クライアント、メディアなど多様な主体が、相互に直接的なコミュニケーション、取引活動、そして消費行動を行い、かつその行動がリアルに記録される、“プラットフォーム”が成立した。
・これにより、情報流通やコミュニケーションが大きく変革する時代、まさに「プラットフォーム時代」が到来したと考えている。
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生活者

プラットフォーム時代における、当社グループのあり方

『『プラットフォーム時代プラットフォーム時代』』
 

においても、電通グループは、においても、電通グループは、

新たなリーダーシップを発揮して、新たなリーダーシップを発揮して、
付加価値創造のための確固たるポジションを確保付加価値創造のための確固たるポジションを確保

媒体社媒体社

通信会社通信会社

ネット企業ネット企業

コンテンツコンテンツ
プロバイダープロバイダー

その他その他

当社グループ当社グループ

流通流通

クライアント

連携連携 連携連携

クライアントと生活者を結ぶクライアントと生活者を結ぶ
プラットフォームプラットフォーム

広範囲で詳細な生活者情報の獲得広範囲で詳細な生活者情報の獲得

新しい情報新しい情報･･流通ルートの構築流通ルートの構築

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・この「プラットフォーム時代」においても、当社グループが果たす役割、そしてポジショニングの本質は不変である。�クライアントと生活者との間に立ち、いかに求められる存在であり続けることができるか。�これが、私たちの中期経営計画における最大のテーマである。
・そのためには、様々なキープレーヤーが活動するこのプラットフォームにおいて、それぞれが提供する価値を、当社グループのような企業が結びつけ、より大きな付加価値を創造していかなければならない。�そしてその価値を、“新しい時代ならではのソリューション”としてクライアントへ提供することが、当社グループに求められる。
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プラットフォーム時代における当社グループの競争力プラットフォーム時代における当社グループの競争力

××

アイデアアイデア
（ｸﾘｴｰﾃｨﾋﾞﾃｨ）（ｸﾘｴｰﾃｨﾋﾞﾃｨ）

知恵知恵
（インサイト）（インサイト）

当社グループの
固有の力

新しい情報・新しい情報・
流通ルートの構築流通ルートの構築

新たに構築、

 獲得するもの

広範囲で詳細な広範囲で詳細な
生活者情報の獲得生活者情報の獲得

クライアントへクライアントへ
より品質の高いより品質の高い
ソリューションのソリューションの

提供提供

生み出していく
競争力

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ上でﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ上で
展開する展開する

 新規ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ新規ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ
開発開発

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・新しい時代のソリューションを提供するにあたり、当社グループが発揮していく競争優位性について述べたい。
・当社グループは、クライアントやメディアなどに対する知恵、つまり「インサイト」と、クリエーティブ能力に代表される「アイディア」を持っているという強みを持っている。
・これらに加え、プラットフォーム上で得られた生活者のリアルな情報や、新たに獲得した情報・流通ルート等を掛け合わせることにより、
　①クライアントの課題発見・解決の幅を拡大し、メディアニュートラル、� 　ソリューションニュートラルの提案を行い、しっかりと実行すること。
　②そして、コンテンツ開発・流通ビジネス、決済・販促ビジネス�　や新たなメディアビジネスなど、プラットフォーム上で展開する�　新たなビジネスモデルを開発すること。
　という２つの、当社グループならではの競争力を生み出すことができると考える。
・単に生活者の情報を持っているだけ、あるいはクライアントの課題を発見しても、それを解決に導く力がなければ、価値あるものとはならない。
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競争力を生み出していくために推進すること

ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾃﾝﾂﾋﾞｼﾞﾈｽﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾃﾝﾂﾋﾞｼﾞﾈｽ
開発領域開発領域

・既存メディアと連携した商品開発・既存メディアと連携した商品開発
・新規メディア・サービス開発・新規メディア・サービス開発
・有力プレーヤーとの新規事業・有力プレーヤーとの新規事業

・新市場の開拓・新市場の開拓

 
等等

ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞﾂｰﾙ・ﾒｿｯﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞﾂｰﾙ・ﾒｿｯﾄﾞ
開発領域開発領域

・ダイレクトソリューション・ダイレクトソリューション
・ＩＭＣキャンペーンプランニング・ＩＭＣキャンペーンプランニング
・メディアプランニングツール・メディアプランニングツール

・・クライアント用カスタマイズツールクライアント用カスタマイズツール等等

テクノロジー開発領域テクノロジー開発領域

・ＤＢマーケティングビジネスインフラ・ＤＢマーケティングビジネスインフラ
・新しい情報流通仕組み開発・新しい情報流通仕組み開発

 
・リッチコンテンツ配信インフラ・リッチコンテンツ配信インフラ

 
等等

××
アイデアアイデア

（ｸﾘｴｰﾃｨﾋﾞﾃｨ）（ｸﾘｴｰﾃｨﾋﾞﾃｨ）

知恵知恵
（インサイト）（インサイト）

当社グループの固有の力

新しい情報・新しい情報・
流通ルートの構築流通ルートの構築

新たに構築、獲得するもの

広範囲で詳細な広範囲で詳細な
生活者情報の獲得生活者情報の獲得

クライアントへクライアントへ
より品質の高いより品質の高い
ソリューションのソリューションの

提供提供

生み出していく競争力

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ上でﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ上で
展開する展開する

 新規ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ新規ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ

 開発開発連携連携

連携連携

連携連携

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・当社ならではの競争優位性を実現するために、ここに示した３つの領域の開発が重要となってくる。　すなわち、
	①知恵やアイディアなど、当社グループ固有の力を使ったプランニングツール・メソッド開発�②よりリアルな生活者情報や新たな情報・流通ルートの構築に必要なメディア・コンテンツ・ビジネス開発�③そして、これらを支えるテクノロジー開発
　以上の３つの領域を、シームレスに連携させていく。
・これにより、品質の高いソリューション提供と、新たなビジネスモデルの開発という２つの競争力を生み出すことで、当社グループは、いずれの既存のプレーヤーとも異なった次元のサービスを、提供することができると考えている。
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電通グループの経営ビジョン電通グループの経営ビジョン

ステートメント：ステートメント：
プラットフォーム時代において、プラットフォーム時代において、

クライアント、メディア、生活者、そして自らにクライアント、メディア、生活者、そして自らに
 イノベーションを起こし、イノベーションを起こし、

社会全体に対して新しい価値を提供することに社会全体に対して新しい価値を提供することに
 挑戦し続ける企業グループを目指す。挑戦し続ける企業グループを目指す。

スローガン：スローガン：
「プラットフォーム時代への挑戦」「プラットフォーム時代への挑戦」

企業理念企業理念““Good Innovation.Good Innovation.””のもと、中長期的に目指していく目標像のもと、中長期的に目指していく目標像

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・この新たな「プラットフォーム時代」において、当社グループは、�クライアント、メディア、生活者、そして自らにイノベーションを起こし、�社会全体に対して新しい価値を提供することに�挑戦し続ける企業グループになることを目指していきたいと考える。
・そして、その目標像に向けた行動のスローガンとして、�「プラットフォーム時代への挑戦」�を掲げた。
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経営ビジョン実現に向けた５つのイノベーション経営ビジョン実現に向けた５つのイノベーション

実現するために、５つのイノベーションを推進実現するために、５つのイノベーションを推進

DentsuDentsu Innovation 2013Innovation 2013 （（2009~20132009~2013 中期経営計画）中期経営計画）

ビジネスモデルビジネスモデル

 イノベーションイノベーション
サービスサービス

 イノベーションイノベーション
グローバルグローバル

 イノベーションイノベーション
人材人材

 イノベーションイノベーション

「プラットフォーム時代への挑戦」「プラットフォーム時代への挑戦」

コストコスト

 イノベーションイノベーション

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・これらの競争力を持ち、経営ビジョンを実現するためには、私たちの提供するサービス、私たちが展開するビジネスモデル、グローバル領域、人材、そしてコストの、５つの分野におけるイノベーションが必要だと考える。
・この５つのイノベーションを柱として、向こう５ヵ年間の方針としてまとめたものが、今回の中期経営計画『Dentsu Innovation 2013』である。
・個別にご説明したい。
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経営ビジョン実現に向けての、ビジネスモデル再構築

ビジネスモデル・イノベーションビジネスモデル・イノベーション

「プラットフォーム時代」において、高い付加価値を提供できるポジションを確保する「プラットフォーム時代」において、高い付加価値を提供できるポジションを確保する

・キープレイヤーとの連携強化により、リアルな生活者データを獲得、質の高いソリューションを提供・キープレイヤーとの連携強化により、リアルな生活者データを獲得、質の高いソリューションを提供

・新たなメディアビジネスモデルの開発と収益化・新たなメディアビジネスモデルの開発と収益化

サービス・イノベーションサービス・イノベーション

クライアントとの関係の持続的強化／メディアビジネスの再構築クライアントとの関係の持続的強化／メディアビジネスの再構築

・発見・解決できるクライント課題（ソリューション能力）の幅を広げる・発見・解決できるクライント課題（ソリューション能力）の幅を広げる

・多様な報酬形態へのチャレンジ・多様な報酬形態へのチャレンジ

・クライアントニーズに合致したサービス体制を再構築・クライアントニーズに合致したサービス体制を再構築

グローバル・イノベーショングローバル・イノベーション

従前の方法に捉われない、新たな視点からの巻き直し（グローバル・ニューディール）の推進従前の方法に捉われない、新たな視点からの巻き直し（グローバル・ニューディール）の推進

・マネジメントの現地化・権限委譲・利益管理の徹底などのマネジメント改革・マネジメントの現地化・権限委譲・利益管理の徹底などのマネジメント改革

・マーケティングサービスのポートフォリオ拡充・マーケティングサービスのポートフォリオ拡充

⇒⇒現地競合会社と十分に競える、強いエージェンシー・ネットワークへと変革現地競合会社と十分に競える、強いエージェンシー・ネットワークへと変革

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
【サービスイノベーション】
・より幅広くクライアントの課題を発見、そして解決すると共に、生み出した付加価値を収益に結び付け、多様な報酬・利益を獲得する体制をつくりたい。
・デジタル領域、プロモーション領域での実施体制拡充や、メディアビジネス自体の競争力強化など、クライアントニーズに合致したサービス体制を再構築していく。
【ビジネスモデルイノベーション】
・プラットフォーム上のキープレイヤーとの連携を通じ、クライアントの課題解決に必要な生活者のリアルな情報を獲得する環境を構築する。
・新たなメディアビジネスモデルを構築し収益化を図るなど、既存メディア取引以外の新規事業開発にチャレンジする。
【グローバルイノベーション】
・エリアごとに最適なマネジメント体制へ再構築し、権限委譲による機動性の向上、利益管理の徹底など、「マネジメント改革」を推進する。�また、Ｍ＆Ａも含め、マーケティングサービスの拡充を行っていく。
・従前の概念に捉われることなく改革を推進し、現地の競合会社とも十分に闘える、強いエージェンシーネットワークへと変貌を遂げたい。
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ビジネスモデル再構築を支えるインフラ（体質）改革

コスト・イノベーションコスト・イノベーション

グループを通じたコスト構造改革グループを通じたコスト構造改革

・付加価値の収益化、原価低減の仕組みを確立・付加価値の収益化、原価低減の仕組みを確立

・間接業務を見直し、スリムで強靭な間接部門を目指す・間接業務を見直し、スリムで強靭な間接部門を目指す

・グループ会社の役割・機能の見直し、再編の検討・実施・グループ会社の役割・機能の見直し、再編の検討・実施

人材・イノベーション人材・イノベーション

新時代に適合した新たな人事制度・育成制度を、グループ全体で再構築新時代に適合した新たな人事制度・育成制度を、グループ全体で再構築

・各社員の貢献度、スキルや市場価値等に応じた適正な処遇と利益分配・各社員の貢献度、スキルや市場価値等に応じた適正な処遇と利益分配

・多様なキャリアパス、ワークスタイルの提供、スキルを高める教育・研修制度の拡充・多様なキャリアパス、ワークスタイルの提供、スキルを高める教育・研修制度の拡充

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
【人材イノベーション】
・プラットフォーム時代に必要とされる人材の確保を行い、事業構造の変革に適した要員構成とするために、人事制度を抜本的に改革する。
・より社員の能力に応じた評価・処遇体系へシフトすると共に、多様なキャリアパスやワークスタイルの設定、教育研修体系の拡充などを積極的に推進していく。
【コストイノベーション】
・クライアントに対しメディアニュートラル、ソリューションニュートラルの提案を行い、確実に実施していくためには、マスメディア以外の領域も含め、しっかりと利益を確保していくことが必須条件となる。
・管理会計の改編など業務プロセスの改善を行い、付加価値創出力や企画力を利益に結びつけると共に、グループの力を活かして徹底した原価コントロールを行い、売上総利益を確保する。
・間接業務をゼロベースから見直し、間接販管費の低減を図った上で、グループ全体視点から業務や要員の再配置を行い、新時代におけるコスト競争力を確保していきたい。�
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中期経営目標中期経営目標

中期経営目標（中期経営目標（20132013年度）年度）

■■連結営業利益連結営業利益

 
700700億円億円

■■オペレーティング・マージンオペレーティング・マージン

 
2020％以上％以上

■■ROEROE 88％％

＊この中期経営計画は、＊この中期経営計画は、20092009～～20132013年度の５会計年度を対象としており、原則としてローリングは行わない年度の５会計年度を対象としており、原則としてローリングは行わない

●既存クライアントのシェアアップ
●商機拡大及び新規クライアントの獲得
●MP・CRでの売総率アップ
●マス媒体の売総拡大
●デジタル領域の拡大

●グローバル事業の拡大
●販管費の削減
●M&Aの実施
●新規事業開発

具体的施策具体的施策

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・中期経営計画の実施による、2013年度の経営目標を申し上げたい。
・2013年度の目標は、�「連結営業利益　700億円」�「オペレーティング・マージン　20％以上」�「ROE　8％」�としたい。
・今後の日本の広告市場に大きな成長が期待できない中、収益構造を変え、働き方を変え、ビジネスモデルを変え、そしてグループ社員の意識改革を図ることにより、利益の拡大を進めてまいりたい。
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中期経営計画による収益構造の変化中期経営計画による収益構造の変化

■■

 
領域別シェア推移（国内）領域別シェア推移（国内）

２０１３年度予想２０１３年度予想２００９年度見通し２００９年度見通し

売上高売上高
41%

59%

60%

40%
売上総利益売上総利益

＊「４マス以外」には、４マス以外の＊「４マス以外」には、４マス以外の

 
国内の全てのサービス（ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ、国内の全てのサービス（ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ、

 
ＯＯＨ、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ、ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞ、ＯＯＨ、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ、ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞ、

 
ｺﾝﾃﾝﾂ等）を含むｺﾝﾃﾝﾂ等）を含む

48% 52%

56%
44%

４マス

４マス以外

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・次に、中期経営計画の推進による収益構造の変化に関してご説明したい。
・当社の収益基盤である４マスメディアに関しては、メディア価値向上などの施策により、引き続き収益力を向上させていく。
・それに加え、マーケティングサービス、プロモーション、クリエーティブ、デジタルなどの非・マス領域において、実施体制の拡充、新たな報酬形態による収益獲得、徹底した原価低減策の導入などにより、売上総利益の拡大を図っていきたいと考えている 。
・これにより、売上総利益において、現在は４マスとそれ以外の比率が６：４であるところを、2013年のイメージとしては、これをおよそ５：５程度の水準にまで持っていきたいと考えている。
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キャッシュフローと株主還元キャッシュフローと株主還元

中期経営計画による成長戦略とコスト構造改革を実施することにより、下記を実現する。中期経営計画による成長戦略とコスト構造改革を実施することにより、下記を実現する。

①①

 
５年間で延べ約５年間で延べ約1,0001,000億円のフリーキャッシュフローの創出億円のフリーキャッシュフローの創出

②②

 
成長領域への投資と、以後の事業基盤の整備成長領域への投資と、以後の事業基盤の整備

③③

 
資本効率と信用力の調和、株主還元の充実資本効率と信用力の調和、株主還元の充実

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・最後に、キャッシュフローと株主還元について触れたい。
・本日申し上げた成長戦略とコスト構造改革を実現することにより、�財務の健全性を維持しつつ、5年間トータルで約1,000億円の�投資可能額を確保することが可能になると考える。
・これにより、戦略的なM&Aも含め、デジタル、グローバルなどの成長領域への投資を行うことにより、事業基盤の整備を進めていきたい。
・また、資本効率の向上と信用力の維持を高い次元で両立させつつ、�株主への利益還元を継続することが可能であると考えている。
・今後も不退転の決意で改革に取り組んで参りたいと思う。�ぜひご協力、ご支援を賜りたい。
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