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沿革 
・1996年、博報堂、アサツー ディ・ケイ、読売広告社、 
 I&S BBDO等の広告会社を中心に設立 
・ネット広告の黎明期より、ネットメディアレップとして活動を開始 
・2001年ナスダック・ジャパン市場（現・JASDAQ）に上場 

資本金 4,031百万円 

連結 
従業員数 1,185名（2012年3月末現在） 

本社 東京都渋谷区恵比寿 恵比寿ガーデンプレイス 

拠点 東京、大阪、ニューヨーク、北京、シンガポール 
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役員のご紹介 
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氏 名 役職名 

矢嶋 弘毅 代表取締役社長 執行役員  
兼CEO（最高経営責任者） 

島田 雅也 取締役 執行役員 営業統括  
兼COO（最高執行責任者） 

寺井 久春 取締役 執行役員 内部監査室長  
兼CRO（最高リスク管理責任者）  

徳久 昭彦 取締役 執行役員 e-ビジネス統括  
兼CTO（最高技術責任者） 

大塔 達也 取締役 執行役員 経営管理・戦略統括 兼 戦略統括本部長 
兼CFO (最高財務責任者） 

高梨 秀一 取締役 執行役員メディア 統括  
兼ネットビジネス開発ユニット長 
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主要株主（2012年3月末現在） 
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株主名 持株比率 
 株式会社 博報堂DYメディアパートナーズ 47.9％ 

 株式会社 博報堂 9.3％ 

 株式会社 東急エージェンシー 2.1％ 

 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 1.9％ 
 シージーエムエルーロンドン エクイティ  
 （常任代理人  シティバンク銀行株式会社 ） 1.0％ 

 大阪証券金融 株式会社 0.8％ 

 楽天証券 株式会社 0.4％ 

 D.A. コンソーシアム 従業員持株会社 0.4％ 

 株式会社日本経済社 0.4％ 
 カセイス バンク ルクセンブルグ クライアント  
 アカウント（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 0.3％ 
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主要サービス 
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① 
メディア 
サービス 

② 
テクノロジー 
サービス 

③ 
オペレーション 
サービス 

広告会社 

500社 
以上の 

広告会社と取引 

発注 出稿 

サービス 
の提供 

サービス 
の提供 

サービス 
の提供 

サービス 
の提供 

1000社 
以上の 

媒体社と取引 

媒体社 
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①メディアサービス 
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媒
体
社 

インターネット広告に関わる一連の業務を 
トータルで支援するDACの主力事業 

・インターネット広告プランニング 
・広告原稿の管理 
・広告出稿結果のレポート作成 

広告枠の仕入 
広
告
会
社
（
広
告
主
） 

インターネット広告の出稿 
ディスプレイ広告 サーチ広告 モバイル広告 

メール広告 動画広告 その他 

メディアサービス 
広告枠の販売 

サービスの提供 
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②テクノロジーサービス 
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媒
体
社 

デジタル広告の最新テクノロジーを供給・販売することで 
技術面から広告戦略を強力にサポートする事業  

広
告
会
社
（
広
告
主
） 

提供 提供 

対価支払 対価支払 

・各種マーケティングサービス 
（SEO.LPO.ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ.ﾘｻｰﾁ） 
・インターネット広告 
プランニング支援システム 

1,400サイト、10,000メニューを 
超えるデータベースにより 

インターネット広告プランニング 
を最適化 

・各種配信技術の提供 
・業務管理システムの提供 

テクノロジーサービス 

AD-Visor® NEXT  

http://www.localytics.jp/�
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③オペレーションサービス 
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9 9 

専門知識を必要とするインターネット広告取引における 
効率的なオペレーション実施を支援する事業  

広告会社 
（広告主） 

インターネット広告 
オペレーションサポート 

進行管理業務 

スケジュール管理 

レギュレーションチェック 

送稿･掲載確認 

媒体社 
 

対価支払 対価支払 

オペレーション 
サービス 

DAC 
プロフェッショナル 

スタッフ 

インターネット広告 
オペレーションサポート 

メディアプランニング 

進行管理業務 

スケジュール管理 

レギュレーションチェック 

アドサーバ設定 

掲載確認 
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サービス別状況（単体） 
2012年3月期  

 （2011/4～2012/3） 

売上高 金額 
（百万円） 

百分比 
（％） 

メディアサービス 52,651 96.0％ 

テクノロジーサービス 1,920 3.5％ 

オペレーションサービス 262 0.5％ 

合計 54,833 100.0％ 

売上総利益 金額 
（百万円） 

百分比 
（％） 

メディアサービス 3,811 77.3％ 

テクノロジーサービス 935 19.0％ 

オペレーションサービス 182 3.7％ 

合計 4,929 100.0％ 

10 
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DACグループの状況 

11 
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DACグループの事業領域 
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リスティング広告、SEO、Web解析などSEM
（サーチ・エンジン・マーケティング）関連
サービス事業 

中国におけるネット広告事業 

「モバイル広告事業」「メディア事業」 
「Eコマース事業」の3領域での各種サービス提供  

メディアサービスの開発、 
販売、およびアドネットワーク 
の運営 

ネット広告領域全般における制作業務、 
システム開発業務、CRM業務 

ネット広告におけるスケジュール管理、送
稿、掲載確認等の進行管理業務 

      
   

     
 
 
 
 
 
 

Diversified 
Advertising 

Service 

エージェント領域 

DAS領域 メディア領域 
Media 

Agent 

主な連結子会社 

主な連結子会社 

主な連結子会社 

オンライン広告取引の 
プラットフォームサービスの提供 

スマートフォン特化型の 
インターネット広告事業を 
中心に展開 
  

ソーシャルグラフマーケティングの 
総合支援サービス 
（ソリューション＆プロデュースサービス） 
 

東南アジア地域における、インターネット広
告の戦略立案、事業開発、市場リサーチ 

http://www.irep.co.jp/index.html�
http://www.torchlight.co.jp/�
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DACグループの取組み 
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エージェント領域 

DAS領域 メディア領域 

㈱プラットフォームワンおよび、㈱IPonWeb Japanの 
設立と収益化 

東南アジアの広告市場開拓のため、現地法人を設立 
 総合デジタルマーケティング企業Innity社と資本・業
務提携、合弁会社i-dacの設立に合意 

モーションビート㈱を子会社化しスマートデバイス分
野での企画・販売力を強化 

スマートフォンプラットフォーム「Papri」の提供 

ソーシャルメディアマーケティングを専門的に 
支援する㈱トーチライトを 
㈱ミクシィ、㈱三菱商事と共同運営、子会社化 

㈱メンバーズが、Facebookマーケティング支援サービ
スのエキスパートに日本企業で初めて認定 

㈱博報堂アイスタジオが中国現法人を設立 

㈱スパイアにおいて年間23本のアプリを 
開発・リリースし、ノウハウを蓄積。 
Discodeerを皮切りに収益ビジネス化が進展中 
 

 DAC単体で、Honeylemon等プラットフォーム型の 
 メディア開発組織を設置 
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最近の動き① 
ngi groupを公開買付・連結子会社化（3月19日） 
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変更 

公開買付（2012年2月15日～3月13日） 
取得価額：1,887 百万円 取得割合：
43.92％ 

急拡大するスマートフォン広告市場で 
営業基盤を強化し、 

確固たるリーディングポジション獲得へ 

東証マザーズ上場：2497 東京都港区 
・インターネット関連事業を展開 
・スマートフォン向けサービスに注力 

＊ 6月22日付で「モーションビート」へ商号変更 

両社の強みを活かして、 
スマートフォン向けのインターネット広告の強化と 

関連テクノロジーの急速な進化に対応 

両社のブランドと事業領域、営業活動の独自性は保持 
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15 最近の動き② 
 東南アジアのインターネット広告市場へ参入 

設 立 
社 員 数 
資 本 構 成 
オ フ ィ ス 

：2012年5月 
：6名（予定） 
：DAC100％ 
：シンガポール 

設 立 
資 本 構 成 
オ フ ィ ス 

：2012年夏頃（予定） 
：DACアジア51％、Innity49％ 
：シンガポール（本社）、マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ 

i-dac 

設 立 
社 員 数 
資 本 構 成 
オ フ ィ ス 

：1999年 
：約150名 
：DACが13.63％取得予定 
：マレーシア（本社）、シンガポール、インドネシア、ベトナム、タイ、フィリピン 

東南アジア市場の戦略立案、M&Aを含めた提携先発掘 

日本企業向けに総合的デジタルマーケティングソリューションの提供 

当社グループと共同でRTB（リアルタイムビッデイング）市場に参入 

連結子会社 

連結子会社 

持分法適用関連会社 
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最近の動き③ 
「毎日ｊｐ」全面リニューアルを総合プロデュース 

16 

 
 
 
 

 

毎日新聞のニュースサイト「毎日ｊｐ」 

サイト構築システムの再設計から構築、デザインディレクションを担当 
4月上旬にリニューアルオープン 

ソーシャル・コンポ―ネント・ 
プラットフォーム｢gigya｣ を国内初導入 

（連結子会社） 

メディアレップとして広告事業に協力 
広告配信システム「ips-X」を提供 

ソーシャルメディア対応に積極的 

http://www.torchlight.co.jp/�
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17 最近の動き④ 
 歌詞が分かる無料音楽プレイヤー『Discodeer』 

ミュージックプレイヤーの決定版！ 
App Store おすすめアプリ・App Bank 究極の神アプリ認定    

・歌詞やジャケット画像を 
 自動で表示 

 音楽無料カテゴリ1位 
4カ月で100万ＤＬ突破 

・Facebook , youtube 対応 ・ランキングを独自集計 

Ｂｙ 
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今後の展開と 
DACグループビジョン 
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18 



Copyright D.A.ConsortiumⓇ. All right reserved. 

今後の展開 
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デジタル広告ビジネスの No.1企業 へ 

統合ソリューションサービス“FRUITS BEAR” 
博報堂アイ・スタジオの“クリエイティブ”  
DACの“アド・テクノロジー(デジタル広告技術)” 
ソーシャルメディア関連ソリューション  

DAS領域 

エージェント領域 
国内随一の上場メディアレップ企業として、PC・モバイル・スマートデバイス
等、様々なデジタル広告分野で最大のパフォーマンスを発揮 

グループ各社の知見・ノウハウを結集した 
新メディアの開発 

メディア領域 
ソリューションNo.1へ 

エージェントNo.1へ 

メディア事業No.1へ 
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グループ事業方針 
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経営課題 目標 主な取り組み 

外
部
環
境 

成長領域への 
重点的な 

リソース配分 

成長 早期シェア獲得 
収益構造の確立 重点的な投資、人材配置 

拡大 シェアの維持・拡大による 
利益確保 

グループロジスティクスの
再構築 

新規 新たな収益ビジネスの 
創出 

ビジネスモデルの 
検討、実行 

内
部
環
境 

グループに 
おける 

機能配置の 
最適化 

改善 撤退も含む 
大胆なスクラップ＆ビルド 

事業選別及び 
継続サービスの 

リストラクチャリング 

グループ全体 
の利益率向上 

経営サポート機能の 
最適化 

グループの経営管理機能の再編と強化 
(1) SSC (シェアド・サービス・センター)新会社による、 

 グループのスタッフ体制集約と効率化の推進 
 ⇒目的：欠員リスクヘッジ、業務品質向上、作業効率化 
(2) SSCの推進と併せ、連結収益管理を強化 

対 応 方 針 
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グループ各事業領域の重点サービス 
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成長 

拡大 

新規 

改善 

重点サービス 

スマートデバイス、パフォーマンスディスプレイ、ソーシャル、 
グローバル 

プレミアムディスプレイ、サーチ、テクノロジー 

（検討中） 

アドネットワーク、モバイル（フィーチャーフォン）、 
アフィリエイト、自社メディア 
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DACグループビジョン 
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インターネットの普及を背景に社会全体の情報化が急速に進展し、 
ｅ社会化していく中で、広告にはコミュニケーションにとどまらず、 

さまざまなビジネスモデルの収益基盤となるべく、 
より多様なあり方が期待されます。 

広告はいまや、何らかのサービスが企業から消費者へ、 
あるいは消費者同士の間で、利用者の嗜好にあわせて 

不断に提供されるといった、 
これまでに無い新たな形のマーケティングを実現する起点として、 

注目され追求される存在であるといえます。 
ＤＡＣグループは、こうした新たな形の経済活動が 

自発的・連鎖的に発生しうる「場」、 
すなわち“ｅ広告プラットフォーム”を開発・提供することによって、 
新しい広告ビジネスの形成・発展に寄与することを目指します。 

『ｅ広告プラットフォーム創造企業』 
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株主還元 
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23 
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株主還元の考え方 
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◆配当の実施（2012年3月期末、1株あたり600円）  

＜施策＞ 

◆複数の施策を組み合わせ、株主様への総合的な還元を行う 
 
 ・企業価値の向上による中長期的な株価上昇の実現 ⇔ 戦略的投資 
 
 ・自己株式取得の実施による資本効率の向上 
 
 ・配当の実施による直接的還元 
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