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当社を取り巻く環境

当社に与える
影響

注目する
社会変化の
メガトレンド

当社が
置かれている状況

①人口構造の変化 ②テクノロジーの進化
• 国内の少子高齢化・生産年齢人口の減少、
世界人口の増大

• グローバル化・ダイバーシティ対応

• AIやRPA、5G等のテクノロジーが普及、
新技術の発生サイクルの短縮化

• 企業・産業のDX意識が加速

③気候変動への対応 ④新型コロナの流行と新常態
• ゼロカーボンに対する意識の高まり、

CO2排出規制の強化
• 極端気象による自然災害の増加

• ニューノーマルにおける非対面・非接触
の消費生活スタイル

• ワークプレイスの多様化

• アウトソーシングや顧客応対ニーズは引き続き増加するが労働市場は逼迫
• 従来業務のテクノロジーへの代替が進み、人によるオペレーションの高付加価値化が求められ
るとともに、今後は更に消費者ニーズの複雑化・高度化が進み、CX向上への戦略的重要性
が高まる

• 事業活動を通じて如何に社会課題を解決できるかが企業価値とみなされる

コンプライアンス事案の発生を受け、マネジメントスタイルへの変革と強固な経営
基盤の整備を通じた信頼の回復への取り組みが引き続き必要

DXへの取組 次ページ以降に述べる経営ビジョン・重点テーマを、デジタル技術を積極的に活用して
達成することに取り組む。

1. 社会・環境認識
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＆

持続可能で“信頼”し合える社会
あらゆるステークホルダーにとっての
”信頼No.1企業“ へ生まれ変わる

社会価値

経済価値

行動基準 ～私たちが大切にしたいこと For Reliable Ring and you～
誠実に 笑顔で チャレンジ精神を持って プロフェッショナルとして

2021/3期
• 売上高 1,276億円
• 営業利益 97億円

• 女性管理職比率 20%達成
• プラチナえるぼし認定の取得
• 環境資源使用量の把握・改善
• 重大なコンプライアンス違反ゼロを継続

2024/3期
CX/EXの創造と経営基盤強化
を通じて企業価値向上を図る

売上高：1,350億円
営業利益：120億円
営業利益率：8.9％
ROE：15.0％

CX/EXの創造と経営基盤強化が、
ビジョン実現の為の重点テーマである。
(次ページ）

中期経営計画2023 ビジョン
2. 認識に基づくビジョン
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企画・提案からの一貫支援で
顧客接点となるチャネルの
デジタルシフトを支援しつつ、

CX向上に貢献

人と向き合う文化を醸成し、
全ての従業員が、笑顔で、
いきいきと働くことができる

環境を実現

信頼回復に向けた取組を着実に推進し、コーポレート機能の強化、
組織間の有機的な連携により総合力を向上

CXの創造 EXの創造

経営基盤の強化

「CXの創造」 「EXの創造」 「経営基盤の強化」
3つの重点テーマにおいてDXを積極推進

経営ビジョン実現のための重要テーマである、CX/EXの創造と経営基盤強化実現に向け、
デジタル技術を積極的に利用し、DXを推進する。

中期経営計画2023 重点テーマ

3. ビジョン実現の為のテーマ
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3つのDXを通じて、重点テーマへの取り組みを進め、中期経営計画ビジョンの達成を目指す

EXの創造CXの創造 経営基盤の強化

①サービスDX
自動応答等の多様なチャネルを活用した
新サービスの創出・高付加価値化

②オペレーションDX
オペレーター支援ツールやモニタリングの
自動化による生産性・品質の向上

③コーポレートDX
社内業務プロセスの自動化による管理
部門の強化、社内業務の生産性向上

3つのDX

社会変化のメガトレンドとその当社に与える影響を鑑み、当社は３つのDXを積極的に活用し
「CXの創造」「EXの創造」「経営基盤の強化」を進め、「中期経営計画2023」を達成する

4. テーマを実現する3つのDX
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3つのDXをリード・牽引するDX戦略本部

①サービスDX
自動応答等の多様なチャネルを活用した
新サービスの創出・高付加価値化

②オペレーションDX
オペレーター支援ツールやモニタリングの
自動化による生産性・品質の向上

③コーポレートDX
社内業務プロセスの自動化による管理
部門の強化、社内業務の生産性向上

営業・オペレーションの経験者を取り込んだ、デジタルサービス部門とシステム部門の統合組織として、
全社のDX推進をリード・牽引する

DX戦略本部

デジタル関連
専門知見

システム関連
専門知見営業ノウハウ オペレーション

ノウハウ

3つのDX

5. DX推進組織



自動応答等の多様なチャネルを活用した新サービスの創出・高付加価値化

① サービスDX

6. 3つのDX戦略

お客様企業ごとの次世代コンタクトセンターのあり姿を描き、顧客視点とオペレーション視点でベストな実現方法を提供
・ CXデザインフレームワークの強化によるお客様企業の課題の可視化を深化
・ 顧客接点のデータ分析力の向上

CXデザインの高度化

デジタル、ノンデジタルの両面で、顧客の問題解決を支援しCX創造を実現
・ 自己解決、自動応答、有人対応を組み合わせたチャネル設計
・ CX導線設計、Web接客、パーソナライズを重点テーマとし、ソリューション開発を推進

ソリューションラインナップの充実

システムやWeb技術に精通したエンジニア育成強化により、多様化するお客様企業の課題に最適解を提示
・ DX人財の育成計画を策定
・ クラウドコンピューティング技術の認定資格の取得

エンジニアリング力の強化
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オペレーター支援ツールやモニタリングの自動化による生産性・品質の向上

② オペレーションDX

6. 3つのDX戦略

センター運営およびオペレーターの品質向上を図り、付加価値型コンタクトセンターを創出
・ 音声テキスト化データの活用、RPAによる自動化推進を通じ、管理者工数を削減し、価値創造業務へ注力
・ オペレーター向け教育コンテンツの拡充、スキルやタレントマネジメント強化により、応対品質を向上

オペレーションの高度化

完全在宅化も視野に含め、在宅オペレーションの拡充を通じ、働き方改革を推進
・ インフラ環境の整備、セキュリティ対策の強化による盤石なシステム体制を整備
・ マネジメント手法や構築手順などの整備を通じ、人や部門に依存しない運用体制を構築

在宅オペレーションの拡充

オペレーションの可視化を通じ、お客様企業と新たなコンタクトセンターを共創
・ お客様企業がコンタクトセンターのインフラにセキュアにアクセス可能な環境を構築
・ オペレーションを当社とお客様企業が共に創り上げることで、CXと品質を向上

オペレーションの可視化
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社内業務プロセスのシステム化による管理部門の強化、社内業務の生産性向上

6. 3つのDX戦略

社内外の業務プロセスのスリム化を実現
・ システムのクラウド化およびモバイル利用の拡大により、社内外のプロセスを効率化

クラウド、モバイル活用

会社視点から従業員視点へシフトした業務フロー設計により、従業員のワークスタイルの変革を推進
・ ポータルサイトをハブとし、点在する社内サブシステムを連携
・ ボットを活用した自動化により業務工数を削減

従業員視点のデジタルワークフロー

タイムリーかつ正確な経営上の意思決定を支援
・ 暗黙知化している業務ナレッジのデータベース化、経営データの可視化やダッシュボード化

経営リソースの可視化
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③ コーポレートDX



RPA利用促進チームの組成・ガイドライン発信
（2021～）

在宅コールセンター用セキュアアクセス基盤（CloudHUB）の導入と
在宅限定職種の採用（2021～）

メール誤送信防止システムの
導入（2021～）

音声認識に基づくコールセンター業務品質改善システムの開発・改良
（2021～）

クラウドPBXの利用拡大によるリードタイム短縮・コスト圧縮・在宅利用の拡大
（2021～）

3つのDX領域に於いて当社ビジョンを実現する各種システムを導入

７. DXを支える環境整備

サービスDX オペレーションDX コーポレートDX

CRMベンダー資格認定者の拡充
36期：20名・37期：13名

自社グループ製AI Chatbot（VirtualAgent®）の開発・導入・改良
（2016～）

自社グループ製有人Chatシステム（VirtualAgent Live）の
開発・導入・改良（2021～）

電子契約システムの導入
（2020～）

ペーパーレス経費精算システムの
導入（2021～）

人材定着支援システムの
導入（2021～）

セキュリティスイートシステム導入によるサイバーセキュリティ対策の強化
（2022～）
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現物資産管理システムの
導入（2022～）



三位一体の
オールりらいあ体制

取締役会 社長

管掌役員 コーポレート部門

CIO DX戦略本部 社外パートナー

管掌役員 産業本部

経営の指揮の下、DX戦略本部を中心にした、
産業本部・コーポレート部門と三位一体のオールりらいあ体制

８. 全社DX推進体制

DX戦略に基づき、
コーポレートDXの推進を担う

DX戦略の策定
DX戦略の確実な実行の
推進を担う

DX戦略に基づき、
各業界の特性に応じた施策を講じ、
お客様企業に対する価値創造を担う
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13%
(2021/6現在)

20%
(2022/3目標)

25%
(2023/3目標)

30%
(2024/3目標)

当社DXの進捗を包括的に把握する指標を定義する

デジタルソリューションカウント
＝デジタルソリューション導入顧客数/顧客数

デジタルソリューションとは？
「従来型と異なるテクノロジー」

チャットボット・AI音声認識・RPA・
クラウド型コールセンターシステム等

2024年3月に、デジタルソリューションを活用したオペレーションを実施している業務が顧客数換算で30%以上であることを目指す

９. DX進捗指標

12



© 2021  Relia, Inc. All rights reserved.     Trade Secret

更新日：2022/03/03


	りらいあDX戦略
	当社を取り巻く環境
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13

