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「中期経営計画 2019-2023」策定に関するお知らせ 

 

株式会社メディアフラッグ（以下、当社）は、2019 年 12月期から 2023 年 12月期まで 5

ヵ年を計画期間とする「中期経営計画 2019-2023」（以下、「中期経営計画」といいます。）を

策定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

 

１．中期経営計画の計画期間 

2019年 12月期から 2023年 12月期までの 5ヵ年  

 

２．中期経営計画の概要 

当社グループは、これまで「売場を元気に、日本を元気に」を事業コンセプトとして、

流通・サービス店舗に特化したフィールドマーケティングソリューションサービスを提供

してまいりました。 

計画期間中におけるわが国を取り巻く経済環境は、国内におけるリアル店舗のオーバー

ストア、EC の台頭による小売店のショールーミング化、労働人口の減少等、市場に大きな

変化が続くものと想定されます。 

このような状況のなか、当社グループでは下記に掲げる基本方針・基本戦略を実行する

とともに、市場の変化に迅速に対応し、事業基盤の強化に取り組んでまいります。 

 

３．中期経営計画の基本方針・基本戦略 

① 店頭販促サービスの拡充、店舗 DBの活用、アジア展開の拡大を中心に既存事業の

強化に対する取り組みを進めてまいります。 

 

 

 



② わが国を取り巻く経済環境の変化（オーバーストア、EC の台頭による小売店のシ

ョールーミング化、労働人口の減少等）に対応すべく、短時間・短期間オフィス

ワーカー派遣事業、リアルと ECの融合を促進する IoTサイネージ事業等、新規事

業へのチャレンジを行ってまいります。 

③ 国内・海外とも、事業シナジーによるクロスセル効果で共に発展が見込める M＆A

及び事業提携先を検討してまいります。 

 

HR・IoT・MR ソリューションの既存事業強化に加え、店頭販促領域外の新規事業へのチャレ

ンジにより社会的課題の解決を行ってまいります。 

 

 

４．経営目標 

 2023 年 12 月期 経営目標数値（グループ連結） 

売上高    180億円 

営業利益   20億円 

 

 ※詳細は「中期経営計画 2019-2023」をご参照ください。 

以 上 
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Ⅰ．トピックス
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Ⅰ．トピックス

－ 売上高180億（2018年度比 285.7%）

－ 営業利益20億（2018年度比 444.4%）

－ 株主総会決議をもってインパクトホールディングス株式会社へ

－ 2019年4月1日より変更予定

－ 2018年12月度 期末配当５円復配

－ 2019年以降も引き続き検討

2023年 経営数値目標

商号の変更

配当

※グループ連結
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Ⅱ．数値計画
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Ⅲ．会社概要

11



Copyright 2018Mediaflag Inc. All rights reserved 

株式会社メディアフラッグ（2012年 東証マザーズ上場）

Ⅲ．会社概要

事業コンセプト：「売場を元気に、日本を元気に！」

生年月日 : 1968年5月27日
最終学歴 : 早稲田大学法学部 卒業

代表 福井 康夫 (ふくい やすお）

土浦支店、神田支店にて、

中小企業向け提案型融資営業業務経験

約1年間のコンビニ店長経験後、約3年間スーパーバイザーとして、延べ約50店

舗の指導経験。

その後情報システム本部システム企画部配属。

Ｅコマース新会社ＰＪＴ（現セブン銀行を含む）を担当。

株式会社セブンドリーム・ドットコム

株式会社メディアフラッグ設立

略歴

株式会社 三和銀行

株式会社 セブン－イレブン・ジャパン

1991年

1995年

2001年

2004年2月

役員略歴

略歴

副社長 寒河江 清人
(さがえ きよひと）

株式会社ダイクマ

取締役副社長 就任

当社入社

1998年

2016年

2008年

略歴

取締役 村松 篤
(むらまつ あつし）

株式会社セブンイレブン・ジャパン

当社入社

取締役 就任

1998年

2014年

2017年

略歴

取締役 石田 国広
(いしだ くにひろ）

1998年 株式会社大広エンジニアリング

2004年

取締役 就任

当社入社

2008年

略歴

執行役員 野口 将和
(のぐち まさかず）

2006年 映像関連会社

2009年

執行役員 就任

当社入社

2014年

所在地：

設立年月：

資本金：

拠 点 ：

従業員：

取引銀行：

グループ会社：

関係会社：

主要株主：

東京都渋谷区渋谷2-12-19
東建インターナショナルビル6F

2004年2月

354百万円

東京本社 （東京都渋谷区）
名古屋オフィス（愛知県名古屋市中区)
大阪オフィス （大阪府大阪市北区)
福岡オフィス （福岡県福岡市博多区）
札幌オフィス （北海道札幌市中央区）
仙台オフィス （宮城県仙台市青葉区)

693名(うち正社員244名) ※2018年6月末現在

みずほ銀行 虎ノ門支店
三菱UFJ銀行 虎ノ門支社
三井住友銀行 三田通支店

株式会社MEDIAFLAG沖縄
梅地亚福（上海）管理咨询有限公
株式会社impactTV
cabic株式会社
O&H株式会社
株式会社札幌キャリアサポート
株式会社INSTORE LABO
株式会社ダブルワークマネジメント
株式会社MPandC

福井康夫／その他役員従業員
株式会社レッグス
株式会社博報堂DYH
CREDITSUISSEAG（サリムグループオーナー）
松田公太（タリーズコーヒージャパン創業者）
坂本孝（ブックオフコーポレーション創業者）

略歴

執行役員 守住 邦明
(もりずみ くにあき）

株式会社セブンイレブン・ジャパン

フューチヤー-アーキテクト株式会社

当社 入社

1987年

2006年

2017年

執行役員 就任2018年

略歴

執行役員 川上 友
（かわかみ とも）

当社入社

執行役員 就任

2005年

2015年

12
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Ⅲ．会社概要 ー 関連会社一覧

代表者 ：川村 雄二 (前職：株式会社ゴールドウィン）
拠点 ：東京都渋谷区渋谷2-12-19 6F
設立 ：1986年7月
事業内容：デジタルサイネージを中心とした、店頭販促トータルソリューションの提供

株式会社impactTV －デジタルサイネージ国内シェア№１－

代表者 ：岡野 泰也 （大阪体育大学卒業 創業18年）
拠点 ：（本社)京都府京都市中京区烏丸通六角上ル饅頭屋町617

（支店)渋谷・大阪・三重・福知山・神戸・名古屋・北陸・広島
設立 ：1987年7月

事業内容：セールスプロモーション派遣（試食販売・マネキン販売）

cabic株式会社 －全国のマネキン、推奨販売派遣サポート企業－

代表者 ：川上 友（メディアフラッグ新卒1期生）
拠点 ：（本社）沖縄県名護市豊原224-3

（支店）沖縄県那覇市銘苅2-3-1
設立 ：2012年10月
事業内容：BPO（業務センター、コールセンター）

株式会社MEDIAFLAG沖縄 －沖縄を拠点のBPO事業－

代表者 ：橋本 航也（前職：プライスウォーターハウスクーパース株式会社）
拠点 ：東京都渋谷区渋谷2-12-19 6F
設立 ：2013年11月
事業内容：経営支援コンサルティング、セミナー等の企画及び運営、

フィールドマーケティング結果を活用した改善及びその支援

O＆H株式会社 －ベンチャーに特化した経営人材サポート－

總經理 ：向本 正志 (株式会社オートバックスセブン）
拠点 ：上海市静安区武定路555号3M28室
設立 ：2012年10月
事業内容：マーケティングリサーチ・コンサルティング

梅地亚福管理咨询有限公司 －日本のおもてなしを世界へ－

代表者 ：秋田 晃周（前職：株式会社読売広告社）
拠点 ：東京都渋谷区渋谷2-12-19 6F
設立 ：2018年2月
事業内容：販促物制作・設置をワンストップで支援するソリューションを展開

株式会社INSTORE LABO －店頭販促活動の課題解決－

代表者 ：山口 孝太（メディアフラッグ新卒3期生）
拠点 ：東京都渋谷区渋谷2-12-19 6F
設立 ：2018年11月
事業内容：リカレント研修受講者を、オフィスワーク中心に短時間労働者として派遣。

働きたい主婦の就業促進、即戦力人材を企業に供給。

株式会社ダブルワークマネジメント －オフィスワークを中心とした短時間派遣事業－

代表者 ：石田国広（メディアフラッグ創業メンバー）
拠点 ：北海道札幌市中央区南1条西9丁目6-3
設立 ：1979年10月
事業内容：札幌市内を中心に人材紹介、人材派遣業をメイン事業として展開。

アパレルメーカー等、店舗運営、企業向けの教育研修事業も展開。

株式会社札幌キャリアサポート －北海道特化の人材派遣会社－

代表者 ：森下 尚紀（前職：アディダスジャパン株式会社）
拠点 ：東京都渋谷区渋谷2-12-19 6F
設立 ：2013年10月
事業内容：スポーツコンサルティング、スポーツスクール、スポーツ人材マネジメント、

職業紹介・人材派遣、アスリートセカンドキャリアの事業等を展開。

株式会社MPandC －スポーツビジネスの総合マネジメント企業－

グループ会社一覧

関連会社
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Ⅳ．基本方針
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Ⅳ．基本方針 ー 『事業コンセプト』 と 『中期ビジョン』

－『売場を元気に、 日本を元気に！』

－ オーバーストア

－ ECの台頭による小売店のショールーミング化

－ 労働人口の減少

－ HR・IoT・MRソリューションの既存事業強化に加え、店頭販促領域外の

新規事業へのチャレンジにより社会的課題の解決を行っていく

事業コンセプト

解決すべき社会的課題

中期ビジョン

21
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Ⅴ．事業戦略
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Ⅴ．事業戦略 ー 骨子①：既存事業の強化 『店頭販促サービスの拡充』

リアル店舗の生き残りには、当社既存ソリューションが不可欠。

商品開発支援メニュー強化

戦術２戦術1

店頭販促ソリューション強化 人ならではの接客の強化支援

戦術３

ほめまくる覆面調査・研修

24

サイネージラウンダー

推奨販売

グループインタビュー デプスインタビュー

インターネット調査 店頭出口調査 集客支援型・覆面調査

ECの台頭による小売店のショールーミング化への対応

世界的大手ECカンパニーに負けない売場をつくる！
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Ⅴ．事業戦略 ー 骨子②：新規事業へのチャレンジ 『短時間・短期間オフィスワーカー派遣事業』

インソース社（東証一部・証券コード：6200）とMEDIAFLAG GROUP 初のJVを設立。
労働人口の減少という社会的課題に対応すべく、新規事業を立上げ。

株主：株式会社メディアフラッグ 60%
株式会社インソース 40%

代表者 ：山口 孝太（メディアフラッグ新卒3期生）
拠点 ：東京都渋谷区渋谷2-12-19 6F
設立 ：2018年11月
事業内容：リカレント研修受講者を、オフィスワーク中心に短時間労働者として派遣。

働きたい主婦の就業促進、即戦力人材を企業に供給。

株式会社ダブルワークマネジメント － オフィスワークを中心とした短時間派遣事業 －

＜会社概要＞

株式会社メディアフラッグ 代表取締役社長 福井康夫
株式会社ダブルワークマネジメント 代表取締役社長 山口孝太
株式会社ダブルワークマネジメント 取締役 成田智哉
株式会社インソース 代表取締役 執行役員社長 舟橋孝之

左から

27
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Ⅵ．市場環境
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Ⅶ．株主還元方針

35







Copyright 2018Mediaflag Inc. All rights reserved 

Ⅷ．商号の変更
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免責事項

免責事項

本資料に記載されている計画、見通し、戦略およびその他の歴史的
事実でないものは、作成時点において入手可能な情報に基づく将来
に関する見通しであり、既知または未知のリスク及び不確定性並び
にその他の要因が内在しており、実際の業績とは大幅に異なる結果
をもたらす恐れがあります。これらの記述は本プレゼンテーション
資料発行時点のものであり、経済情勢や市場環境によって当社の業
績に影響がある場合、将来予想に関する記述を更新して発表する義
務を負うものではありません。また、本資料に記載されている当社
および当社グループ以外の企業などにかかわる情報は、公開情報な
どから引用したものであり、情報の正確性などについて保証するも
のではありません。

40
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お問い合わせ 株式会社メディアフラッグ

TEL：03-5464-8321 FAX：03-5464-8322 e-mail:info@mediaflag.co.jp http://www.mediaflag.co.jp/

「売場を元気に、日本を元気に！」
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