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(訂正)「中期経営計画（2011 年３月期-2013 年３月期）」の一部訂正について 

 

 

本日発表いたしました「中期経営計画（2011 年３月期-2013 年３月期）」について、一部に誤

りがございましたので、下記の通り修正し添付ファイルを提出いたします。 

 

 

記 

 
 
１．20 ページ 

＜グラフ 3 点＞ 
2010 年 3 月期 実績数値を修正いたしました。 
2011 年 3 月期 予想数値を修正いたしました。 
 

２．21 ページ 
 ＜３カ年計画目標数値＞ 
 2010 年 3 月期 実績数値を修正いたしました。 

2011 年 3 月期 予想数値を修正いたしました。 
以上 

 
 



株式会社メンバーズ

第一次中期経営計画第 次中期経営計画

(2011/3期-2013/3期)

本資料に記載された将来の事項は、参考として記載したものであり
その確実性に関して当社が将来にわたり保証するものではありませんその確実性に関して当社が将来にわたり保証するものではありません。
本資料に記載された将来の事項は、経済情勢などの事業環境の変化に
よって予告なく変更することがあります。
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1. 第一次中期経営計画の位置付け

第一次中期経営計画は、１０年で大きく飛躍するための３段階の
第一ステップとする。

第一ステップで企業基盤を再構築し、第二ステップで飛躍のための
投資を大胆に行い、第三ステップでその先行投資の成果を出す。

大きな飛躍のための第一ステップである第一次中期経営計画は以
下の基本方針に基づく。

第一次中期経営計画の基本方針

1.事業コンセプトを再構築する

2.上場市場換えに向け財務基盤を整備する

3.第二次中期経営計画に向け重点投資領域を確立する
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2. 第一次中期経営計画の骨子

事業コンセプトを再構築する

企業のネットマーケティングを総合的に支援するインタラクティブエー企業のネットマ ケティングを総合的に支援するインタラクティブエ
ジェンシーから、「ソーシャルメディア時代をリードし、クライアントと
共にビジネスを創造するネットビジネスパートナー」へ事業コンセプト

転換を転換。

1. ソーシャルメディア時代をリードするため、サービス、会社環境、社
員などすべてを対応するよう対策実施

2. クライアントのビジネス成果を共有する「成果向上型まるごと運営
サ ビス に提供サ ビスを進化させるサービス」に提供サービスを進化させる

3. クライアントのソーシャルメディア活用の新事業開発や新サービス

の開発支援と当社自身のサ ビス開発を協調させマ ケットイン型の開発支援と当社自身のサービス開発を協調させマーケットイン型
のサービス開発を行う

4 当社自身はビジネスプロデュースと ビジネスの運営・運用に集中
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4. 当社自身はビジネスプロデュースと、ビジネスの運営・運用に集中
し、合わせてパートナー体制を拡充する



2. 第一次中期経営計画の骨子

上場市場換えに向け財務基盤を整備する

第二ステップでの東証二部上場を目指し 営業利益額や売上高総第二ステップでの東証二部上場を目指し、営業利益額や売上高総
利益率の向上など収益基盤を整備。

1. クライアントのビジネス成果を共有する「成果向上型まるごと運営
サービス」の展開で収益性を高める

クライアント協調型のサ ビス開発を行い収益性を高める2. クライアント協調型のサービス開発を行い収益性を高める

3. 品質・生産性の向上に取組み高品質・低コストを実現する

プ デ 育成に本格的に 組4. プロデューサーの育成に本格的に取り組む

5. 運用人材の安定確保のスキームを構築する
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2. 第一次中期経営計画の骨子

第二次中期経営計画に向け重点投資領域を確立する

経営ビジョンの「消費者と企業のベストマッチングを実現し 消費者経営ビジョンの「消費者と企業のベストマッチングを実現し、消費者
起点社会の創造に貢献する」の実現に向けて当社自身が多くの消
費者接点を持つためのプラットフォーム構築に着手する。

1. クライアントのソーシャルメディア活用を支援しつつ当社のサービス
開発を協調して行う開発を協調して行う

2. 当社自身が数百万人規模以上の消費者接点を持つためのプラッ
トフォームの構築に着手するトフォ ムの構築に着手する
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3. ①事業コンセプトの再構築

能動的／提案型

目指す
ポジション

ウェブ制作
／広告代理

顧客の
ビジネス成果創出／広告代理

現在の
当社

受動的／指示待ち

当社

受動的／指示待ち

ネットビジネスパートナーネットビジネス トナ
インターネットの専門技術やスキルを駆使しパートナーとして顧客のビジネスを成功に導く
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3. ②ネットビジネスパートナーの確立

ネットビジネスパートナー
インターネットの専門技術やスキルを駆使し、パートナーとして顧客のビジネスを成功に導くインタ ネットの専門技術やスキルを駆使し、パ トナ として顧客のビジネスを成功に導く

• ネット活用により継続的な
ビジネス成果拡大を目指す
企業

顧客のビジネス成果拡大のた
め当社のサービスを組み合わせ
ソリューション化して提供

誰に
（≒ネット予算をコストで
なく投資と見なす企業）

何を
ソリューション化して提供

成果向上を実現する• 消費者接点を重視する企業

（≒ＢｔｏＣ企業）

成果向上を実現する
複合型運用サービス

プロデューサーは顧客のネットビジネス成功のために、ソリューションを提案し、
チームを統率し、サービスを提供する最高責任者

誰が
チ ムを統率し、サ ビスを提供する最高責任者

スタッフ全員が消費者視点を持ち、ビジネス成果拡大を実現するために専
門サービスを提供する

誰が
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3. ③「成果向上型まるごと運営サービス」

個々のサービスを組み合わせて提供し顧客の成果拡大に貢献

1. 顧客の事業戦略を理解と共有
2 継続的な成果向上を第 目標

顧客ビジネス成果の創出と

＜特長＞

2. 継続的な成果向上を第一目標
3. 複数のサービスの組み合わせ提供

顧客ビジネス成果の創出と
当社の競合優位性確立

プランニング 制作 広告 成果向上型

当社の個々のサービス

顧客視点で
組み合わせて
リ シ 化

• ログ分析
• コンテンツ企画
• 情報設計

• ＨＴＭＬ
• クリエイティブ
• コンテンツ開発

• 純広
• リスティング
• ＳＥＯ
• アフィリ

新サービス人材

ソリューション化
アフィリ

• ディレクター

システム

• アプリ開発 • ＸＸＸＸ
• デザイナー
• コーダー

• 保守
• インフラ

• ＸＸＸＸ

プロデューサーが企画／提案
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3. ④メンバーズ・クオリティの推進

１．提供するすべてのサービスにメンバーズ・クオリティを適用

ズ 定義２. メンバーズ・クオリティの定義（以下3基準を満たす）

（１）納品物の必要水準を満たす（１）納品物の必要水準を満たす

（２）顧客のビジネス成果を向上させる
顧客の

ビジネス成果

（３）消費者視点でサービスを提供する
納品物の 消費者視点
完成度

消費者視点

メンバーズ・クオリティを当社の競争優位に
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3. ⑤プロデューサーの育成

1.営業スキル
顧客のビジネス成果にコミットし、折衝力や行動力が高く、顧客
との深い信頼関係が築ける

2.顧客ビジネス
理解力

顧客の業界情報や経営戦略に精通し、顧客のビジネスを深く理
解できる

3.マーケティング
の知見

ネットに限らず、マーケティング全般の広い知識を保有するととも
に、最新のネットマーケティング動向にも精通している。

4.サービス
企画力

当社の強みを発揮し、競争力あるサービスを顧客に提案できる

の知見 に、最新のネット ケティング動向にも精通して る。

企画力

5.デリバリ＆
継続力

提案するだけではなく実際にサービス化を実現し、かつ継続的な
サ ビス提供を実現する

目標：３年で１０人のプロデューサーを育成

継続力 サービス提供を実現する

目標：３年で１０人のプロデュ サ を育成
３０人のプロデューサー候補を育成
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3. ⑥サービス開発

１．顧客ニーズや海外情報の収集から案件・開発テーマを選定

開発プロセス

２．顧客との協議でサービス開発の合意形成

３．開発着手・完成・サービスイン

４．サービスを標準化して他クライアントへ提案

開発スタンス

ト 型

顧客主導
開発スタンス

成熟 成長

マーケットイン型
サービス開発 •自社システム開発

•スピード重視×成熟
市場

成長
市場

従来型
サービス開発

•スピ ド重視
•スモールスタート

×

当社主導

サ ビス開発

12



3. ⑥サービス開発

開発テーマ

ソーシャルメディア系サービス

企業の効果的なソーシャルメディア活用を可能にする
新 企 く新しいサービスを企画・開発していく。

「まるごと運営」に組み込めるサービスに発展させ高収益化に寄与「まるごと運営」に組み込めるサ ビスに発展させ高収益化に寄与
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3. ⑦生産性向上

高品質・低コストの実現
目標 仕組み化、ツール導入、標準化、マニュアル化により工程を

短縮し、工期、稼働人員、コストを3年間で 30％削減を実現
とともに 品質の均質化と底上げを実現とともに、品質の均質化と底上げを実現。

①工程調査を実施する→標準工程の確認、工程ごとの人工の
算出、ボトルネックの発見と対策実施→ＴＯＣ理論の適用

方法

算出、ボトルネックの発見と対策実施 ＴＯＣ理論の適用
②事業部、職場ごとに通期、半期の生産性向上目標を設定する

（例）○○○の工程を2011年３月期中に30％短縮する
○○○の稼動人工を2011年３月期上半期中に20％削減する

③原価の分析と削減策の実施（システム化含む）
④生産性向上の全体統括およびシステム開発は品質・生産性Ｇ
→目標の設定、数量目標化、進捗管理、情報共有の促進
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3． ⑧人材構成と配置

１．人材と業務分野
●正社員：コア業務

ビジネスリ ダ プロデュ サ
パートナー●正社員：コア業務

●契約社員：運用系業務

●パートナー：広告代理/特定
ビジネスリ ダ

ビジネスリーダー
（マネジメント）

プロデューサー
（プロデュース） ・専門コンサル

・システム
・デザイン

・リスティング（広

業務/大量生産

競争力のない業務はパートナー戦略を推進

ビジネスリーダー・
プロデューサー候
補（ディレクション）

リスティング（広
告）運用
・大量制作

２ コア人材

運用系人材（契約社員）

２．コア人材

ビジネスリーダー プロデューサー

役割 ①事業拡大、②品質・生産性向上、 ①メンバーズクオリティの提供、②ビジネス役割 ①事業拡大、②品質 生産性向上、
③人材育成

①メンバ ズクオリティの提供、②ビジネス
成果拡大、③プロフェッショナル育成

資質 ①情報収集力②課題解決力

③イノベ シ ン力④リ ダ シップ

①高度な専門知識・技術②企画・提案力
③ビジネス感覚④リーダーシップ③イノベーション力④リーダーシップ ③ビジネス感覚④リーダーシップ
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3. ⑨パートナー戦略

基本方針

パートナーはメンバーズクオリティの実現と業績拡大のための
「盟友」であると位置づけＷｉｎ-Ｗｉｎの信頼基盤を築く

基本方針
→パートナーから「メンバーズとの取引は他社よりも優先する」と位置

づけられる状態を作り出す

ステップ

1 パートナーWin-Win基本方針決定 その他

2.パートナーの選定・ランクわけ

1.パートナーWin-Win基本方針決定 その他

・年１～2回のパートナー会議
（経営方針の説明、情報共有）

発注 納品状況の月次レポ ト3.発注方針の決定（価格・発注量）

4.懇談会・働きかけ

・発注・納品状況の月次レポート

・成果物・貢献度評価基準の設定

・発注ルールの制定（無理を押し

5.評価＆フィードバック

6.優秀パートナーの表彰

発注ル ルの制定（無理を押し

付けない等）

・新しいパートナーの開拓

質 産
優秀 表彰

・担当は品質・生産性Ｇ

7.発注料金改定
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3. ⑩運用人材の安定確保

以下の条件を満たす独自の採用システムを志向し、安定的な
人材確保のスキームを確立する
採用数目標： 2011年３月期：３０名、2013年３月期：５０名

１ 基本 ンセプト 契約社員を短期間（３年程度）で 人前 ウ ブ技術者１．基本コンセプト：契約社員を短期間（３年程度）で一人前のウェブ技術者、

制作者として育成し、次のキャリアへ送出

入社者は： ・どの企業で働くよりも必要な知識やスキルが身につく入社者は： ・どの企業で働くよりも必要な知識やスキルが身につく

・大手企業のサイトに従事し、先端の技術や思考に触れられる

・キメ細かな指導やマネジメントで成長をバックアップされる

同業同職種の平均レベルの給与 待遇とする・同業同職種の平均レベルの給与、待遇とする

２．採用施策：①正社員と同等の体系的なスキル教育を実施

②資格取得を支援

③給与は業界の平均水準並みとする

④満期後 進路 斡旋（パ ト 化 ク ト 人材紹介④満期後の進路を斡旋（パートナー化、クライアントへ、人材紹介

会社へ登録、社員化等）
17



3. ⑪ マトリクス型組織

全社戦略・方針の迅速な推進、顧客へのメンバーズ・クオリティの
提供を可能にする体制づくり

トリクス組織の構築 縦軸はクライアント ズに応じた事業部マトリクス組織の構築：縦軸はクライアントニーズに応じた事業部、

横軸に機能を遂行するグループ。

顧客群A 顧客群B 顧客群C 顧客群D

顧客へのメンバーズ・クオリティの提供

顧客群A 顧客群B 顧客群C 顧客群D

セールス＆マーケ

サービス開発
全社戦略・

品質・生産性

社戦略
方針の推進

リソース・パートナー戦略
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3. ⑫全員参加経営の推進

１．権限の移譲の推進

・意思決定の迅速化

４．表彰制度でヒーローを輩出

・月間 Q間 半期 年間の表彰制度意思決定の迅速化
・基本方針の徹底
・現場に近い意見の尊重
・当事者意識の醸成

・月間、Q間、半期、年間の表彰制度
・社内広報で受賞者を告知
・受賞者の成果をレポート化して共有

成

２．情報共有の推進

・デスクネッツの活用

５．社員株主として経営参加

・加入率目標を設定デスクネッツの活用
・職場のニュースの発信
・社内報の定期発行
・社内広報担当の設置

加入率目標を設定
・ＩＲ情報を社内に広報
・社員株主向け報告会の定期開催

社内広報担当の設置

３．提案によるイノベーション促進

・クライアントへの毎月提案レポートクライアントへの毎月提案レポ ト
・社内の提案活動→表彰→採用
・新商品・事業の提案制度→表彰→商
品化、事業化へ品化、事業化へ
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4.  ３カ年業績計画概要：2011年3月期(16Y)～2013年3月期(18Y)

3 974 584
4,248,165

4,630,281
5,013,767

500,000

500,000

600,000

5,000,000

6,000,000
売上 営業利益

売上：50億円

売上・営業利益推移

2013年３月期目標

3,974,584

300,000

300,000

400,000

3,000,000

4,000,000

売上 50億円
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0

100,000
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0

1,000,000
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次の３年で東証二部上場を
実現し、さらなる飛躍を目指す。
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2,000,000
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3,000,000

686,661 723,876 713,899 701,380
0
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4. ３カ年計画目標数値：2011年3月期(16Y)～2013年3月期(18Y)

【営業利益拡大ロジック】

成り行き 売上拡大 生産性向上 売上構成変更
売上 3,974,584 5,013,767 5,013,767 5,013,767
社売 1 346 013 1 697 937 1 697 937 2 483 194

10/3期実績 11/3期 12/3期 13/3期

売上 3,974,584 4,248,165 4,630,281 5,013,767
構築 686,661 723,876 713,899 701,380

運用 人材 社売 1,346,013 1,697,937 1,697,937 2,483,194
社売率 33.9% 33.9% 33.9% 49.5%
社内原価 538,476 679,264 590,226 879,251
案件利益 807,537 1,018,673 1,107,711 1,603,943
案件利益率 20.3% 20.3% 22.1% 32.0%
経費

運用・人材 1,336,168 1,689,520 2,055,089 2,563,352

広告 1,951,755 1,734,769 1,561,292 1,249,034

新規ｻｰﾋﾞｽ 0 100,000 300,000 500,000

社売 1,468,317 1,654,934 2,015,685 2,483,194
社売率 36.9% 39.0% 43.5% 49.5%

経費 672,401 848,204 848,204 1,103,943
営業利益 135,136 170,468 259,507 500,000
営業利益率 3.4% 3.4% 5.2% 10.0%

社売率 36.9% 39.0% 43.5% 49.5%
社内原価 649,800 605,011 747,884 879,251
案件利益 818,517 1,049,923 1,274,075 1,603,943
案件利益率 20.6% 24.7% 27.5% 32.0%
経費 703,670 879,923 974,075 1,103,943
営業利益 114 847 170 000 300 000 500 000営業利益 114,847 170,000 300,000 500,000
営業利益率 2.9% 4.0% 6.5% 10.0%
平均社員数 186 197 233 282
投資額
求人採用費 11,600 11,600 11,600求人採用費 11,600 11,600 11,600
教育研修費 11,600 11,600 11,600
生産性投資 4,000 4,000 4,000
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ投資 4,000 4,000 4,000
IT投資 10,750 20,000 20,000

投資R&D投資 63,715 191,144 250,000
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4. ３カ年目標数値：2011年3月期(16Y)～2013年3月期(18Y)

1

ネットビジネスパートナー
のポジショニング確立

・既存顧客売上前年比　90%
・CS　85点

ネットビジネスパートナー
へのチャレンジ。

・既存顧客売上前年比　95%
・CS　75点

18Y目標 16Y目標

1
メンバーズ・クオリティの
浸透

・運用案件平均売上　80M、粗利率　30%
・受注高　55億円

メンバーズ・クオリティの
確立

・運用案件上位50社平均売上　60M、案件利益率　27%
・受注高　46億円

2
セールス＆マーケティン

新規顧客既存サービス+新規顧客新規サービス
売上9億円分のリード獲得 セールス＆マーケティン

新規顧客既存サービス+新規顧客新規サービス売上4.5億
円分のリード獲得

2
セ ルス＆マ ケティン
グ

売上9億円分のリ ド獲得
・リード獲得件数　100件、受注率　20%
・新規顧客売上　6.5億円

セ ルス＆マ ケティン
グ

円分のリ ド獲得
・リード獲得件数　100件、受注率　20%
・新規顧客売上　4.5億円

・新サービス立上げ本数　Q1本
・新サービス売上　3年目5億円 ・新サービス立上げ本数　Q1本

3 サービス開発 ・新サービス粗利　30％以上
・ソーシャルメディア型消費者参加プラットホームを
立ち上げ、100万人の消費者直接接点獲得

サービス開発 ・新サービス売上　1億円
・新サービス粗利　30％以上

4 生産性向上
・直接業務での生産性　年10%向上
・間接業務50%削減（Project Half）の実現

生産性向上
・直接業務での生産性　年10%向上
・間接業務削減（Project Half）の推進・間接業務50%削減（Project Half）の実現 ・間接業務削減（Project Half）の推進

5 HR戦略

・プロデューサー　10名育成
・プロデューサー候補　30名育成
・運用系スタッフ　採用数　50名
・パートナーとWin-Winの関係で 顧客の事業・サービス

HR戦略

・プロデューサー育成スキームの確立、育成　3名
・プロデューサー候補の採用・育成　10名
・ユニークな運用系スタッフの安定調達・育成スキームの確
立。採用数　30名
パ トナ と 関係 顧客 事業 サ ビ 開

パ トナ とWin Winの関係で、顧客の事業 サ ビス
開発、品質・生産性の向上に資する拡大メンバーズ体制
を構築・運営する。

・パートナーとWin-Winの関係で、顧客の事業・サービス開
発、品質・生産性の向上に資する拡大メンバーズ体制の構
築・運営を開始する。

6 全員参加型経営の実現 ・Great Place to Workにリストアップされる。 全員参加型経営の推進
・社内コミュニケ―ションの深化、権限移譲、持株会加入促
進など 全社員がモチベーション高く働ける風土を作る進など、全社員がモチベ ション高く働ける風土を作る
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5.  ３カ年計画の１０のキーワード

ネットビジネスパートナー 専門機能組織設置ネットビジネスパ トナ

プロデューサー マーケットイン型サービス開発

専門機能組織設置

成果向上型まるごと運営 生産性向上３０％

メンバーズ・クオリティ Win-Winパートナー戦略

ソーシャルメディア 全員参加型経営
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5.  ３カ年スローガン

Members the Internet Business Partner !Members, the Internet Business Partner !

シ デ 時代をリ ドしソーシャルメディア時代をリードし、

クライアントと共にビジネスを創造しようクライアントと共にビジネスを創造しよう
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