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会社概要
Corporate Data 会 社 名 株式会社インターサーブ

（英文：INTERSERVE Corporation）

所 在 地 〒150-0022
東京都渋谷区恵比寿南1-1-9 岩徳ビル8F

電 話 番 号 03-5656-5288

ホ ー ム ペ ー ジ http://www.interserve.co.jp/

設 立 年 月 日 1994年9月21日

資 本 金 71,495,000円

従 業 員 数 41名（契約含む／ 2022年6月現在）

主 な 取 組 先 約1,000社

各種メーカー、商社、卸売業、物流会社など

役 員 代表取締役社長　岡本　篤
専務取締役　　　池田　洋子
取締役　　　　　東　和雄
取締役　　　　　一戸　芳樹

Company
Business

Company
Business

SERVE

企業と企業、
ビジネスとビジネスの
間を繋ぎ、支え続ける。

社名の由来



企業理念
Corporate Identity 

社長であってもひとりの人間ですから、間違うこともあれば迷うこともあります。
そんな時は常に「理念」に照らし合わせながら様々な経営判断をしています。
社員の皆さんの日々の業務の中でも判断すべきことが沢山生じますが、
常に理念と照らし合わせて下さい。
そして、その力が定着することで会社のブランド力となり、お客様からの信頼を
継続する礎になります。
もし、私と理念が異なる場合には、ぜひ理念に従って欲しいと願っています。

代表取締役　岡本 篤

１．　公平、且つ公正である事

２．　正直である事

３．　愛情を持つ事（客に仲間に仕事に商品に）

４．　相手の成功を喜ぶ事

５．　感謝の気持ちを持つ事

６．　謙虚である事
　 　（驕るものは、目を失い、耳を失い、口だけが残る）

７．　先に与え、見返りは期待しない

８．　得たものは自ら捨てる事



事業内容
Business Activities

アドバイザリー
とは

アドバイザリーとは、経営のコンサルティングから始まり、業務改善コンサルティング、システム
コンサルティング、そして、システム開発（提供）、アフターサポートまでを含めた総合的な業務改
善支援です。
一般的なコンサルティングは「業務整理～あるべき論の提示」までが仕事ですが、アドバイザリ
ー業務の場合は『お客様の業務や経営方針を詳しくヒアリングし、理解した上で、その方針を実
現させること（＝結果）にコミットする仕事』という点が一般的なコンサルティング業務とは異な
る点です。

アドバイザリー
業務の進め方

アドバイザリー業務では、すべてのビジネスは最終的に一般の消費者へと繋がっているという考
え方のもと、企業ではなく一般消費者の利益をビジネスの起点として考えます。このため、消費
者と一番近い立場にいる小売業のアドバイザリーから始めます。そして、小売業の経営方針を実
現させるために、サプライヤーへのアドバイザリーを行います。
これは、小売業の経営方針を徹底的にわかり易く啓蒙し、サプライヤーの力を引き出すことで、
小売りが目指す結果に導くためのものです。
こうして、小売業の経営方針を実現させることで、小売業と取引するサプライヤー、さらにはサプ
ライヤーと取引をする生産工場や物流会社等のサプライチェーン全体の利益を連鎖をつくるた
めの取り組みを行なっています。

インターサーブの業務範囲

小売業

メーカー

商社
卸売業

物流会社
物流加工

アドバイザリー
契約

アドバイザリー
契約

クラウドサービス

サポート

サービス情報提供

パッケージソフト

顧客 顧客

クラウドサービス
パッケージソフト

の提供

アドバイザリー業務の一環として、小売業向け、サプライヤー向けの BtoB システムを提供し
ています。クラウドサービスとは、多くの企業に共通する課題を解決するための汎用的な
Web サービスで、サプライチェーンや社会の仕組みの変化に合わせ、未来に向けてどんどん
進化を続けていく仕組みです。
一方、パッケージソフトとは、インターネット環境に恵まれない場所でも使える、作業時間の軽
減と業務効率を向上させるための仕組みを指しています。

サポート/サービス
情報の提供

私達が行なうアフターサポートは、各種サービスの利用開始～終了までの期間継続するもので、
お客様からは「システム屋さんらしくないわかり易さ」だと仰っていただけるサービスレベルを
誇っています。また、トラブル解決のための対応はもとより、今後はトラブルを未然に防ぐため
の情報や、利益に繋がる有益な情報を、継続的に発信していく「サービス情報提供」へと進
化してゆく予定です。



サプライチェーン
小売へのアドバイザリーへ
消費者の意見を取り入れる

サプライヤー サプライヤー サプライヤー

資材業者 生産工場 物流会社

消費者

小売業

クラウドサービスや
パッケージソフトの
利用者増大

① 小売へのアドバイザリー

② サプライヤーへの
アドバイザリー④ サプライヤーの利益増大

⑤ 関連会社の利益増大

サプライチェーンとインターサーブ

WIN！！
WIN！！

WIN！！

③ 小売の利益増大

WIN-WIN-WIN
の循環から連鎖へ

アドバイザリー業務では、直接の相手先である小売業の利益だけでなく、小売業の利益が増え
ることにより、その取引先であるサプライヤーの利益が増え、サプライヤーの利益が増えること
で、物流会社や生産工場、資材業者といった関連企業の利益をも増大させることを目的としてい
ます。
2社間の「WIN-WIN」でなく、3社以上に利益が連鎖していく「WIN-WIN-WIN」の関係です。
また、この取り組みにより、私たちが提供するクラウドサービスやパッケージソフトの利用者や利
用金額が増え、私たちの利益も増大し、利益が循環していきます。
このように、私たちの利益が増えることにより「WIN-WIN-WIN」の関係性を１つのサプライ
チェーンのみならず、多くの企業の間に築いていくことを目指しています。

企業と企業の
キューピッド

私達は、１つの企業の利益のみを実現させるための仕事をすることはありません。
私達と直接取引のある企業だけでなく、その企業の取引先、さらにその取引先と、関わるすべて
の企業の利益を実現させるための仕事をしています。
このため、直接取引のある企業（当事者）同士では、なかなか解決が難しい問題を解決に導いた
り、コミュニケーションがうまくいかずに、誤解を生んでしまっている場合には、間に入り”疑心暗
鬼を解く“といったことも行なっているため、まるで企業間の恋のキューピッドのような役割を果
たす仕事をしています。

⑥ インターサーブの
　 利益増大



沿革
History

設立の約2年後、インターネットプロバイダサービスを開始
1996年のインターネット普及率は、わずか3.3％
『インターネットとは何か』さえ、あまり知られていない時代に
インターネットビジネスの可能性を追及していた。

1994～1997年　はじまり

1998～2000年　　急成長

インターネットショッピングサイト『Chaos Mart』開店
今では当たり前となっているインターネット上でのクレジットカード決済を
日本で初めて導入したり、大手物流会社とシステム連携した個人宅配も
行っていた。

多額の出資を受け、急速に事業拡大
この頃、世界はITバブル期。日本でも多くのITベンチャー企業が生まれ、
投資会社がこぞって多額の資金を出資していた。
インターサーブもメディアに多く取り上げられるなど大きな注目を集め、
20億円の出資を受け、アメリカやドイツ、香港に支店を開設するなど、
日本だけでなく世界を視野に事業拡大を進めようとしていた。

2001～2002年　　苦境

ITバブル崩壊により倒産の危機
2001年にITバブルが崩壊。
予定されていた追加出資がなくなり、銀行からは借入金の返済を迫られ、
突如、倒産の危機に追い込まれることとなった。

2003～2007年　　再生5ヵ年計画

経営を立て直し、借金を完済
ITバブルの崩壊により多額の借金を抱えることとなったが、
何年かかっても必ず完済すると決め、再生5ヵ年計画をスタート。
信じて待ってくれた方や苦しい時に手を差し伸べてくれた方など、
多くの『人』に支えていただいたおかげで、無事、借金を完済し、
再生を果たした。

2008～2012年　　安定化5ヵ年計画

多くの製品を開発し、販売を開始
借金を返済し、再生を果たした後は、今後の売上の基礎となる製品を
数多く開発。着実に会社の基盤を固めていく。

2013～2017年　　再成長5ヵ年計画

アドバイザリー業務を本格化
これまで、無償で行ってきたアドバイザリー業務を「アドバイザリー契約」という
有償サービスとして本格化させた。

新卒採用を開始
売上と利益を着実に伸ばし、再度成長していくため、社員の採用にも力を入れ、
この頃から、毎年新卒採用を行っている。

2018～2022年　　飛躍5ヵ年計画

現在のビジネスを土台とした新ビジネスをスタート
現在のビジネスを土台として、マーケットを拡大。
新ビジネスをスタートさせる。



経営状況
Business Conditions

ランニング（ストック）型の売上

売上高推移
2013年からの「再成長」5ヵ年計画に
入って以降、着実に売上を伸ばして
まいりました。

2018年からは「飛躍」5ヵ年計画が
スタート。
新ビジネスのスタートも予定しており、
2020年には年商10億円を
見込んでおります。

※平均成長率　112%（2013年～2017年）

営業利益推移
2008年～2012年の
「安定化」5ヵ年計画中は、
先行投資の期間となっており、
経営の基盤となる
自社製品を多く開発しておりました。

2013年からの「再成長」5ヵ年計画に
入ってからは、売上同様、
営業利益も順調に伸ばしております。

イニシ
ャル売

上

ランニ
ング売

上

売
上

初
期
費
用

月
額
利
用
料

ランニング売上
毎月継続的に得られる売上
翌年1月の売上は、前年の12月の
売上金額からスタート
新規契約分が積み上がっていく

イニシャル売上
システム導入のための初期費用等、
その年限りの売上

を基礎とした、
安定した経営を実現しています。

0 500,000 1,000,000
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『安定化』

『再成長』

『飛躍』

『再生』

『安定化』

『再成長』

『飛躍』



採用情報
Recruit Information 

●採用概要

●数字で見る会社の現在

募集職種 営業部門（営業、サポート）
システム部門（設計、開発、インフラ）
管理部門（総務、経理、人事）
※本人の適性を考慮して決定します。

勤務時間 9:00 ～ 18:00（実働8時間）

各種保険 健康保険
（関東ITソフトウェア健康保険組合加入）
厚生年金/雇用保険/労災保険

休日休暇 完全週休2日制（土・日）祝日、
夏期休暇（入社2年目以降）、年末年始休暇、
年次有給休暇（初年度10日間・入社半年以降）、
特別休暇（慶弔休暇、産前産後休暇、育児休暇）

表彰制度（社長賞／専務賞 他）、慶弔見舞金制度
健康診断、予防接種、社員持株会、退職金制度、
社費カウンセリング制度、業務災害総合保険加入、
保養施設等（関東ITソフトウェア健康保険組合に準じる）

福利厚生

18:30

4162万円

10時間未満 123日

106％112万円

35％56％

完全退社時間
業務終了は18:00。
残業は、どんなに遅くとも19:30まで︕
職種に関わらず全員が退社、
オフィスは消灯となります。

メンテナンス等で遅い時間まで
勤務する日は出社時間をずらして
調整するルール。
残業の有無にかかわらず、毎月30時間
分の残業手当が支給されます。

月間平均残業時間 年間休日日数（2017年）

土日祝日は完全休日。
その他、年末年始休暇や夏期休暇も
あり、年間休日日数は120日以上。
有給休暇の積極的な取得も推奨して
います。

業績に応じて年俸とは別に
夏と冬の年2回決算賞与を支給。
2016年は2600万円、2017年は
3500万円と年々 UPしています。

決算賞与支給総額（2018年） 賞与平均支給額（2018年）

200万円を超える社員も複数名︕
利益は社員にもしっかり還元される
仕組みになっています。

平均昇給率（2019年）

20代社員の平均は111%
年齢や経験に関わらず、能力や実績が
しっかり給与に反映されます。

女性社員の比率20代の社員の割合
男女職種等に区別はありません。

30代
24％

40代　17％
50代 3％

20代　56％ 35％65％

※正社員対象（役員・契約社員は含まず）



私たちの仕事は、顧客の業務を知り、
「もっと良い方法はないものか？」、
「他に出来ることはないものか？」を考え、アイディアを出し、
自ら企画し、提供できる方法を見出し、実現し、
顧客にとっての成果を挙げることです。
求めるものに対して、今日現在、パーフェクトに出来る方
という意味ではなく、このような考え方に賛同し、
地道に努力できる方を求めています。
　　　　　　　　　　　　　　　専務取締役　池田 洋子

求める人物像

①世の中を良くしていきたいと願う

②他人のことに興味が持てる

③解決する方法を一生懸命考える

④自分以外（他人）の力を活用できる

⑤成果が出るまで諦めない

⑥感謝ができる

●新入社員研修フロー

入社前研修
〈@4H×月1回〉

・入社準備
・入社の心得
・基礎マナー

新入社員研修
〈約2週間〉

・社内ルール
・業務レクチャー
・社会人マナー

プロジェクト体験
〈約2週間〉

企画～実行
（プレゼンテーションの
   簡易体験）

【例】
・社内のゴミ箱リニューアル
・お客様のお出迎え・
 お見送り制度の確立

新入社員OJT
〈約１ケ月〉

先輩のサポート付きで
実業務を経験する

【例】
・勤怠システムの改善
・is-Trade（自社製品）
 のリニューアル

入社後入社前



社内情報
House Information 

09:00

11:00

12:00

13:00

15:00

16:00

18:00

18:30

08:45 出社：まずはメールチェック！

始業：朝礼

昼休憩

チームミーティング

1日のスケジュールを確認をしたり、
メールチェックを行うなど、準備を整えます。

チーム内での情報共有と意見交換の場です。
意見が飛び交い、白熱することもありますが、
こういったメリハリが仕事では重要です。

業務

各チームごとの業務を行います。
打ち合わせを行いながら進める業務や、
PC作業を集中して行う業務など、　
日々の仕事はそれぞれ多種多様です。

業務とは別に行われる会議です。
社内で抱えている問題を解決するため、
より良い職場環境をつくるための仕組みを、
社員が主体となって考えます。

15分休憩

委員会

終業：お疲れさまでした！

完全退社

フリーアドレス
個人の指定デスクなし！その日の席を自由に選べます。

■ 社員の一日の流れ

ドリンク＆フードカウンター
社内で飲み物やお菓子を自由に購入できます。

18:30完全退社！ 
18:30以上の残業は、原則認められておりません！

明日も頑張ろう！

先輩への業務報告もリストアップしておこう！

おはようございます！

ちょっと
疲れたな・・・

有益な打ち合わせをしたい！

お昼ごはん！！

POINT
!!

POINT
!!

POINT
!!



◆勉強会◆

週に一度開かれています。
物事の「考え方・捉え方」を、システム・プログラムに
紐づけて学びます。
あらゆる業務に活かせる見識を広める研修です。
他社様をお招きし、様々なテーマについて、
仕組みやプロセス、問題解決の方法論など、
意見交換をしながら考える、ディスカッション形式の
実習も取り入れて行っています。

◆運動部◆

仕事終わりに、同僚とスポーツを楽しんでいます。
バスケットボール、バドミントン、卓球など種目は自由。
脳をたくさん使った後は、体も動かしてリフレッシュを
しています。

◆海外研修◆

年末の納会（1年の総括を行います）で発表された
年間優秀社員には、その副賞として、社長、専務と
共に旅する海外研修旅行が用意されています。

過去には、フランスやスペイン、ハワイ、オーストラリア、
台湾などを訪れています。
外国に赴き、その土地の人々の生活や文化、思想に
触れる旅です。
頑張った社員にはこんなご褒美も待っています。

2016年度 オーストラリア

社内の様子や社員の働く姿など、詳しく紹介しております。
こちらもぜひご覧ください！　　　

SNSサイトのご案内

インターサーブ公式Facebookページ　
https://www.facebook.com/interserve.corporation

インターサー
ブについて

もっと詳しく
知りたい方へ

！

■ 研修・イベント

もしくはこちらのQRコードからアクセス→→

2015年度 スペイン



〒150-0022　東京都渋谷区恵比寿南1－1－9 岩徳ビル8F
PHONE：03-5656-5288　FAX：03-5656-5289
WEBSITE：http://www.interserve.co.jp/


