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第１章 東京都における経営革新計画

１ 経営革新計画の概要

経営革新計画とは

経営革新計画とは、中小企業等経営強化法に基づくもので、中小企業が「新事業活

動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計

画書です。

経営革新計画は、「新事業」の実施を通じて経営の向上に努力する中小企業を応援す

る施策です。

経営革新計画を作成する意義

経営革新計画は、現状から将来のあるべき姿に到達するための「道しるべ」となるもの

です。承認企業からは、「企業の新たな目標作りのきっかけとなり、実行することで企業体

質が改善され、事業計画を数字で示すことが習慣づけられた。」、「後継者として、会社の

実情が把握でき、しっかりと目標を持つことができた。新しい事業に取り組む姿勢を社員

や取引先に伝えることができた。」などの声が寄せられています。
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経営革新計画の要件

経営革新計画は、「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を達成する内

容である必要があります。

※自社にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合

についても、原則として承認対象となります。ただし、業種ごとに同業の中小企業で既に相当程度普及し

ている技術・方式等の導入については対象外となります。

経営革新計画の審査のポイント
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経営革新計画の承認企業への支援施策

経営革新計画を承認された企業には、次のような施策が用意されています。

○各種支援機関の施策

・ 日本政策金融公庫による低利融資制度 －新事業活動促進資金－

・ 中小企業信用保険法の特例 －普通保証等の別枠設定－

・ 海外展開事業者への支援制度 －現地子会社の資金調達等－

・ 中小企業投資育成株式会社法の特例（投資の特例）

・ 特許関係料金（審査請求料、特許料）減免制度 など

○ 東京都の関連施策

・ 実施フォローアップ支援、終了時フォローアップ支援（専門家派遣）

・ 東京都中小企業制度融資

※ 実施フォローアップ支援を受けることで、都制度融資（チャレンジ・小口）の金利が優遇されます。

・ 東京都経営革新優秀賞（表彰制度）

○ （公財）東京都中小企業振興公社の施策

・ 市場開拓助成事業

※ 経営革新計画の承認は、各施策の利用を保証するものではありません。

各施策を利用する場合には、承認とは別に、各施策実施機関の定めた審査があります。

承認申請と並行して、各施策実施機関への相談をお勧めします。

※ 上記支援策は平成 年 月時点のものであり、実施の有無や支援内容等は変更となる

場合があります。
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経営革新計画に係る承認申請の主な流れ

申請書受付・ご相談機関（お問い合わせ先）

経営革新計画に関するご相談や申請書類の受付は、都内 か所の相談・受付窓口で

行っています。訪問によるご相談や申請書提出の際は、事前に電話予約 が必要です。
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２ 東京都経営革新優秀賞の概要

東京都経営革新優秀賞とは

東京都では、承認された経営革新計画に基づき、新事業に積極・果敢に取り組み、

顕著な経営向上を果たした企業等を「経営革新優秀賞」として表彰しています。

平成 年度の募集概要

審査の方法と流れ
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平成 年度受賞企業のご紹介

平成 年度は、最優秀賞 社、優秀賞 社、奨励賞 社を表彰しました。

また、表彰式は、平成 年 月 日に、東京ビッグサイトで行われた「産業交流展

」のメインステージで実施しました。

※ 受賞企業の紹介は次ページ以降をご覧ください。また、取組事例（詳細）を第２章に掲載しています。
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＜ 受賞企業のご紹介 ＞

※「産業交流展 2016」出展ブースで掲出したものです。
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 ※「産業交流展 2016」出展ブースで掲出したものです。
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※「産業交流展 2016」出展ブースで掲出したものです。
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※「産業交流展 2016」出展ブースで掲出したものです。
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※「産業交流展 2016」出展ブースで掲出したものです。 
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※「産業交流展 2016」出展ブースで掲出したものです。
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 ※「産業交流展 2016」出展ブースで掲出したものです。
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＜ 表彰式の様子 ＞

＜副賞の「伝統工芸コラボレーションメダル」＞
伝統工芸コラボメダルとは？伝統工芸コラボメダルとは？

「江戸切子」

「東京銀器」
「東京彫金」

「東京くみひも」

東京の伝統工芸を組み合わせ、
新たな価値が生まれました！

切子とは、硝子の表面に金盤や砥石
を用いてさまざまな模様をカットする
技法で、菊、籠目などの伝統柄を
種々組み合わせた模様が独特です。

鏨（たがね）一つで丹念に彫り、さ
まざまな模様を描きだし、さらに独
特の着色方法を用いて、精錬され
た味わいを持っています。

地味の中にも、粋があり、
ワビ・サビといわれる渋好み
の色使いが特徴です。

金属工芸の粋とも言うべき東京
銀器は、優雅で長持ちし、その上、
無害なため、器物、置物、装身具
等、日常生活の色々な分野で利
用されています。

「江戸切子」

「東京銀器」
「東京彫金」

「東京くみひも」

東京の伝統工芸を組み合わせ、
新たな価値が生まれました！

切子とは、硝子の表面に金盤や砥石
を用いてさまざまな模様をカットする
技法で、菊、籠目などの伝統柄を
種々組み合わせた模様が独特です。

鏨（たがね）一つで丹念に彫り、さ
まざまな模様を描きだし、さらに独
特の着色方法を用いて、精錬され
た味わいを持っています。

地味の中にも、粋があり、
ワビ・サビといわれる渋好み
の色使いが特徴です。

金属工芸の粋とも言うべき東京
銀器は、優雅で長持ちし、その上、
無害なため、器物、置物、装身具
等、日常生活の色々な分野で利
用されています。

東京都経営革新優秀賞受賞企業への副賞東京都経営革新優秀賞受賞企業への副賞
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第２章 経営革新計画承認企業の取組事例

１．平成 年度 東京都経営革新優秀賞受賞企業

東京都では、承認された経営革新計画に基づき、新事業に積極・果敢に取り組み、顕著な経営向上を

果たした企業等を「経営革新優秀賞」として表彰しています。
平成  年度の受賞企業に、計画策定のきっかけや事業成果、承認後に感じたことなどを取材しました。

株式会社スリーディー ···································

ティー・エス・ビー株式会社 ····························

株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジー ······

株式会社高砂 ··········································

株式会社ツバサ ·········································

日本カーボンマネジメント株式会社 ······················

株式会社日本生物製剤 ·································· 4

（ 各賞内 五十音順 ）
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東東京京都都経経営営革革新新優優秀秀賞賞受受賞賞企企業業

企業名

（代表者：役職・氏名）

株式会社スリーディー
（代表取締役 佐藤 槙）

所在地・ＴＥＬ
東京都世田谷区太子堂 － － キャロットタワー 階

電話

経営革新計画テーマ 防爆認証適合サーマルカメラの商品化

業 種 製造業

創業年月 平成 年 月

資本金（万円） 3 万円

計画承認日 平成 年 月 日

計画期間 平成 年 月～平成 年 月

既存の事業内容（計画実施前）

当社は平成  年に設立し、映像及び特殊照明システムなどの設計を手掛け、平成  年より本格的

な業務用映像通信機器の企画販売、製造販売などに取組み、それらのシステム設計施工保守を担う一

貫事業体制で、公共事業を中心に数多くのシステム構築を展開してきた。

当社の実績として、火力発電所や化学工場向けの耐圧防爆カメラシステムや原子力施設向けの広域

周囲警戒システム用光ファイバー多重信号伝送装置、海中観測用水中カメラシステム、火山観測シス

テム、増水警戒水位観測画像解析システム、高温耐熱環境向け炉内カメラなど高度で多彩なシステム

を各方面へ提供し高い評価を得ている。

計画策定のきっかけと苦労した点

計画策定のきっかけは、平成  年に  回目の経営革新計画を承認されたことから始まる。この経

営革新計画が、会社運営になくてはならない経営の指針となり、今回  回目の経営革新計画に発展し

た。会社の経営計画と同期させ、東京都に承認された公式的な計画となることにより、社員全員がこ

の計画目標を共有化し、計画どおり活動していくためのツールとなった。

苦労した点は、計画が実行できる仕組みの構築と目標を達成することのできる現実的な実行プラン

の策定である。今回計画の防爆カメラは、法令で規定されている厳格な商品であり、厚生労働省の認

定を取得するために、多額の費用と時間 年 を要した。その苦労が、他社の防爆認定商品への参入障

壁となり、差別化商品となっている理由である。

申請時の目標

当社は、数多くの映像用防爆カメラの開発の実績より、温度分布検出カメラと映像カメラの両眼を

有する多機能耐圧防爆カメラの必要性を認識していた。そこで耐圧防爆方式にサーマルカメラを構成

した上で、映像カメラを併用、さらにこの  種類のカメラを両眼軸に配置し、水平垂直の回転機能を

備えたカメラを開発することを目標とした。
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用途として、従来の映像カメラでの監視に加え、温度分布の監視、異常温度の検知、指定視点登録

運転による広範な温度状態監視を行うことができる。火力発電所や石油化学工場、製鉄・印刷工場な

ど爆発懸念区域の保安機器として安価に提供し、普及向上を目指す。

これまでの成果

展示ルームを備えた事務所への移転

経営革新計画の承認により多額の融資が受けられたこと

で、昨年 11 月交通至便な場所に展示ルームを備えた事務所

へ移転することを決断し、それが成果となって現れた。 
この展示ルーム開設のメリットは、下記のとおりである。 
①商談や検証の場としての活用

毎日のように顧客や代理店が当展示ルームを訪れ、商談

の場として活性化している。また顧客が導入前に、各種製

品の機能を検証し、試験することができるようになった。

②営業活動の効率化と経費節減

世界や全国から顧客、代理店が来社されるため、営業活

動の効率化がはかられると共に、出張費などの経費も削減

ができている。

③商談成約率の向上と商談範囲の拡大

過去の導入事例のプレゼンテーションや実際の防爆カメラのデモンストレーションなどにより、用

途が実感できるため、商談成約率が高まる。また顧客が実際に展示機器を見ることにより、顧客側で

のニーズが拡がり、商談範囲が拡大することにもなった。

④社員教育とモチベーションアップ

展示ルームを訪問される顧客へのプレゼンテーションの方法や質疑応答に社員が同席することによ

り、若手社員が接客対応を学習することができることも付随的効果の一つである。また交通至便な場

所に事務所を移転したことにより、社員全員のモチベーションが高まり、一体感が醸成された。

⑤顧客や金融機関などへの信用力の向上

交通至便な場所への事務所移転により、大企業、公企業等の顧客、金融機関からの社会的な信用力

が高まった。

（2）石油タンク基地の採用 
千葉の京浜工業地帯に多くのオイルタンクが散在するが、その一つの石油タンク基地で、今回計画

の防爆認証適合のサーマルカメラが採用された。オイルタンクのメンテナンス業務は、高さ  メート

ルもあるタンクの上から監視するものであり、過去にも人身事故が起きている危険な作業である。こ

のカメラを使用すれば、自動で夜間の真っ暗な時でも撮影することができ、温度検知が可能となるた

め、安全の確保、作業期間の短縮化、経費節減がはかれる画期的な仕組みとなる。商談中に顧客の常

務が展示ルームに来社いただきましたが、当社のサーマルカメラの性能の高さに感心され、即決して

いただきました。 
今回の導入の成果により、全国 箇所への展開が予定されている。

多種多様な製品を揃えた、展示ルーム
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防爆認証適合サーマルカメラ 試験風景

経営革新計画策定から現在までの実施について（自由意見）

■承認メリットとして感じていること

東京都で経営革新計画が承認されたことで、公式的な計画となり、日々の経営の指標として社員

と共有できることが利点である。さらに、当社の受付には、第 回目と第 回目の経営革新計画承

認の証書を「金看板」として掲示しているが、来社する顧客、代理店がこれを見ていただくことに

より、当社の信頼力が増すことが、最大のメリットと感じている。

■当初の見込みと違うと感じていること

経営革新計画の承認を得られた結果、多額の融資を受けることができた。一方融資を受けたこと

により、従来の金融機関からの融資枠が上限となり、将来の新たな融資には消極的になったと感じ

られることである。

■東京都への要望等

市場が伸びてくると、安売りで利益を上げようとする中小企業が増えてくる傾向がある。当社を

取り巻く業界でも、インターネットで粗悪な防犯カメラを販売したり、壊れても早く対応できない

等、質の低いサービス提供をしたりして、業界の信用力を失墜させる中小企業が存在する。

東京都は、専門家を派遣し指導する等、中小企業の経営品質を向上させる取り組みを行っていた

だきたい。中小企業の付加価値を上げることで、雇用を創出し、市場の活性化や業績向上につなが

ると思う。

今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画は作成するだけでは全く意味がないものであり、達成して初めて意味深いものとな

る。そのためには、単なる思いつきではなく綿密なシミユレーションにもとづくテーマを選定する

ことが重要であると思う。さらにそのテーマは、顧客 代理店 、社会、当社にとって価値がある、

三位一体の計画を考えていただきたい。

そして経営革新計画を成功させるためには、毎週、毎月のチェックが大切であり、環境変化に応

じて、臨機応変の計画変更や見直しも必要であると思う。
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東東京京都都経経営営革革新新優優秀秀賞賞受受賞賞企企業業

企業名

（代表者：役職・氏名）

ティー・エス・ビー株式会社
（代表取締役 鏑木 勇）

所在地・ＴＥＬ
東京都調布市国領町５－５－１アイクビル

ＴＥＬ：０４２－４４２－８１３０

経営革新計画テーマ 屋上賃借を通じた太陽光発電事業への進出

業 種 電子回路基板製造業

創業年月 平成８年９月

資本金（万円） ９９００万円

計画承認日 平成２５年５月２２日

計画期間 平成２５年１月 ～ 平成２８年１２月

既存の事業内容（計画実施前）

代表者の鏑木氏は米国の大手製造会社のタイコエレクトロニクス（現 TE Connectivity）で長く開

発とマーケティングに携わっていたが、小回りが利いて顧客サービスの行き届いた事業を目指して、

平成 8 年 9 月に独立・創業しました。その当時から開発と設計をメインとするファブレスの業態での

電子部品メーカーとして事業を拡大してきました。 
早い段階から海外展開を図り、販売力と中国等での生産による低コスト化を利用して、多くの日本

の大手メーカーに電子部品を供給しています。既存事業としての電子部品製品には、回路基板・コネ

クター等のコンポーネント・ケーブルハーネス・液晶等があります。 
計画策定のきっかけと苦労した点

既存事業では為替市場の変動等で経営環境の不安定感が増していたことから、新たな収益基盤の構

築を図るため、太陽光発電・売電事業への参入を計画し、併せて太陽光発電関連部品の販売にも取り

組むこととしました。 
既存事業で培ってきた技術開発力を活かすとともに、太陽光発電設備や関連部品の販売ルートとし

て既存の取引先を使うなどにより、新事業におけるリスクを軽減するなどの工夫を行いました。 
申請時の目標

当社の新事業として安定的な収益源を確立することと既存事業とのシナジーを発揮することを目標

にしました。併せて、技術開発力を高めて事業の基盤を強化することや、自然エネルギー利用の新事

業を推進することでの企業ブランド力向上に資することも可能であると考えました。 
これまでの成果

◆新事業の特徴

太陽光発電・売電事業では太陽光発電設備を設置するスペースの確保が重要ですが、当社の新事業

では企業の工場・ビル等の屋上を賃借することに特徴があります。これによって、企業には賃貸料が

収入となるとともに、当社には賃借したスペースを活用した発電・売電による収益が見込めるため、

双方にメリットが大きいと言えます。 
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当初は工場屋根を賃借することを想定していましたが、既存工場屋根の耐荷重が不十分な場合があ

ったため、ビル屋上や未利用空間も借用することにより、発電・売電事業を拡大・推進しました。 
太陽光関連の製品販売においては、技術開発による特色ある製品を開発し、エンドユーザへの販売

に加えて太陽光関連設備のメーカーに対する部品供給も行うような販売方針としました。 

◆新事業での取り組み

次のような取り組みを行い、新事業を展開することで、新たな収益源とするところまで育てました。

１）太陽光発電と売電

工場やビルの屋上等を賃借しての太陽光発電事業を実施し、約 6MW の売電事業としました。 
２）太陽光発電設備・関連部品の開発と販売

発電設備の安全装置（必要に応じて個別の太陽光パネルを切り離し制御）、発電設備の検査シ

ステム（ドローン活用による太陽光パネルのトラブルを自動判別）の開発を行い、関連特許に

ついても 3 件を出願しました。

３）太陽光発電設備に適したケーブルハーネスの開発

発電設備に不可欠なケーブルにおいて「容易に抜けにくい」特性を持つ製品を開発しました。 

図１ 屋上を利用した太陽光発電 図２ ドローンを使用した検査システム

◆新事業の成果

経営革新計画の申請時に目標とした新たな収益源の確立については、次のとおり達成できました。

（百万円）

平成 年末実績 平成 年末実績 平成 年末実績 平成 年末見込

売上高（全体）

売上高（新事業）

数値目標以外にも様々な成果が上がっていることを実感しています。

① 技術開発力が向上して、ノウハウを蓄積することで、事業基盤の強化が図れました。

② お客様・取引先等との関係が深まり、 のパートナーシップが構築できました。

③ 新事業が既存事業に良いシナジーを産み出すことが判明しました

④ 会社全体で新たな挑戦をする意識が高まり、次のステップに向けた自信を深められました。
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◆今後の展開

今回の新事業はさらに新たな展開が見込まれており、具体的には、国内では水上浮島を利用した発

電事業、海外では大型太陽光発電による 排出取引への貢献、などが展望されています。

また、既存事業に新事業を加えたことから、当社の事業はその領域を大きく拡大することができま

した。その上に、各事業の間でシナジーを発揮できることも判明しましたので、今後はお客様の期待

に応えられるように様々な取り組みを展開していきたいと思います。

図３ 新事業を加えた当社の事業領域の拡大

当社では、企業理念として「常にカストマーにトータルソリューションを提供し、付加価値を生む

企業として社会に貢献し続ける」「アメーバのような自在性とクイックに行動できる俊敏性を持ち続け

る」を掲げ、「社員全員が世界人として世界で活躍できる場所を拡大し続ける」としています。

今後とも、新たな事業を世界中で推進するという挑戦を続けていきたいと考えています。

経営革新計画策定から現在までの実施について（自由意見）

■承認メリットとして感じていること

経営革新計画の承認を受けたことにより、金融機関からの信頼度が向上したため、融資が円滑に

受けられるようになったことが具体的なメリットでした。また、計画の策定から実行まで、役員・

従業員全体で取り組んだため、新しいことに挑戦することの大切さを認識したことも大きいです。

■当初の見込みと違うと感じていること

見込み違いではありませんが、当初想定した計画どおりには行かないこともありました。しかし、

創意工夫をしていくことにより課題を克服していけたので、大きな自信を得ることができました。

■東京都への要望等

経営革新計画の意義やメリットを大いに して頂きたい。知名度も低くリソースに限りがある

中小企業にとっては、お客様・取引先・金融機関など外部へ上手にアピールできると考えます。

今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

中小企業を取り巻く経営環境が大きく変化する時代ですので、常に新しい事業や施策に取り組ん

でいくことが会社の発展に不可欠と感じています。

経営革新計画を策定して実行することは、取り組みによる事業上の成果はもちろんのことです

が、社員の意識の向上や企業文化の革新にも資すると考えて頂きたいのです。

計画の策定にあたっての相談窓口や専門家によるフォローアップなどの仕組みも充実していま

すので、ぜひチャレンジすることをお勧めします。

に応えられるように様々な取り組みを展開していきたいと思います。

図３ 新事業を加えた当社の事業領域の拡大
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東東京京都都経経営営革革新新優優秀秀賞賞受受賞賞企企業業

企業名

（代表者：役職・氏名）

株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジー

（代表取締役 山口　幸雄）

所在地・ＴＥＬ
東京都台東区東上野 ビル

経営革新計画テーマ 専門紙を電子化し、コンテンツの有料課金会員を獲得

業 種 受託開発ソフトウェア業

創業年月 平成 年 月

資本金（万円） 万円

計画承認日 平成 年 月 日

計画期間 平成 年 4月 ～ 平成 年 月

既存の事業内容（計画実施前）

「業務アプリケーション開発、インプリメント、保守」、「システムインテグレーション」、「システ

ムエンジニアリング」、「ネットワークソリューシュン」、および「システムコンサルタント」等のシス

テム開発事業をコア事業として、 インフラの整備、運用を多岐にわたって行ってきた。 
また、 の企画・構築を中心に、業務アプリケーションのユーザーインターフェースデザイ

ンなどを行うマルチメディアクリエイティブ事業、通信テレコム事業等を展開してきた。 
これらの各部門が連動して、顧客に対してワンストップで 周り全般のサポートを提供できるよう

に努力してきた。しかし、 業界は昨今価格競争が厳しいこと、納期や品質への強いユーザー要求が

あること、結果として社員への精神的負担も大きい業界である。 

計画策定のきっかけと苦労した点

新聞業界は各社とも  ニュース等に押されて年々発行部数の減少傾向が進んでいる。その中でも

経営規模が比較的小規模な企業が多い専門紙、業界紙においては、コスト面、人材面の両面から自社

単独では  配信の導入・運用への対応が困難との話を聞いていた。 
そうした中、経営革新計画を申請し承認された企業からの話を聞く機会があって、新規事業に対す

るお墨付きを得て、箔をつけるのには経営革新計画が良いと感じていた。 
新聞・雑誌・出版業界に押し寄せる電子化への大きなビジネスチャンスを前にして、移行において

は当社の技術を生かすことが可能と判断し、当社の持つノウハウ、技術を生かして即時性、利便性を

備えた新しい形の  新聞（電子化）で専門・業界新聞の支援を行う決心をした。 
特に、当社の既存事業で培ったノウハウである各紙のポータル化課金方法の提供、顧客データベー

スの構築と運営、データベースプロテクト、  から全スマホまでの各種情報端末への対応、  機器

に対応したシステムの開発等が可能であると考えた。 
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しかし、業務を開始して分かったことであるが、顧客のニーズは  で配信された新聞を読むより

もコンビニでダウンロード、印刷して読むニーズの方が大きいこと、ボートレースの出走表をコンビ

ニでプリントアウトしたい人が多いなど、事前には明らかでなかったニーズが多くあることも分かっ

た。その裏返しとして苦労したのが、コンビニ対応で  日、  時間稼働が必要なことと、競馬や将

棋などの過去のバックナンバー対応も必要であり配信ミスは命取りなので絶対にミスをしない運用が

必要であることで、今も苦労している点である。 
もちろんコンビニは新規取引先であるので、営業面での苦労は非常に多くあった。 

申請時の目標

新聞の紙媒体をネット配信するニーズは強くあることは分かっていても、顧客企業はネット配信の

売上が増えると逆に紙媒体売上が減ってしまい、長いお付き合いの販売店との関係で悩んでおられる

ことは営業面で心理的に少し辛かった。しかし、周りの企業がいったん電子化に切り替わると他社も

切り替わっていった。各社それぞれが  化する場合の切り替えるノウハウ、移行する力が十分でな

い点は当社にとって追い風であり、時代に乗ったとも言える。 
ビジネスのブルーオーシャンはたくさんあると言えるが、当社のモットーは出版社が助かる、喜ん

でいただける仕事をしているということに尽きる。 

これまでの成果

売上規模は、新聞の電子配信を開始した当初は１千万円程度であったが、  年で  倍以上の規模

となり、平成  年  月期は  億円規模となる見込みである。（会社全体の売上の約 となった。） 
ボートレースの出走表はトーナメント方式であるために、前日の夕方にならないと当日の出走組合

せは発表にならず、その内容を見るためにわざわざボートレース場まで前日に出走表をもらいに行く

ファンが大勢いた。それをネット配信した結果、「こういうサービスを本当に待っていたよ。ありが

とう。」、「こんなにいいものがあったのか！」と当社に電話までしてくださるお客様が大勢いらっ

しゃる。コンビニからの機器の操作に関する問い合わせも多い。  企業なので、今までは  だけを

相手に仕事をしていて、人を相手にすることが苦手な社員が多かったが、徐々にコミュニケーション

を苦手としない社員が多くなってきた。このことは、表だって目標にはしていなかったが、結果とし

ては多くのビジネスがサービス化していく世の中で、一番大きな効果であったかもしれない。
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経営革新計画策定から現在までの実施について（自由意見）

■承認メリットとして感じていること

優秀賞受賞の企業として周りが見てくれること。お墨付きを得たことになるので営業をしやすくな

ったこと。今後は全国紙にもチャレンジしていきたいと思っているので自信をもってビジネスをで

きること。

■当初の見込みと違うと感じていること

特になし

■東京都への要望等

経営革新計画が承認されたこと、優秀賞をいただいたことをもっと  していただきたい。

今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

どんなに立派な計画を作成しても、しっかり営業活動をして売上をきちんと上げないと絵に描い

た餅になってしまう。営業活動を真剣にやることが一番重要だと考えている。
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東東京京都都経経営営革革新新優優秀秀賞賞受受賞賞企企業業

企業名

（代表者：役職・氏名）

株式会社 高砂
（代表取締役 吉田 典靖）

所在地・ＴＥＬ
東京都江戸川区中央２－２－３

経営革新計画テーマ 対応の国産清掃用品の開発・販売

業 種 ほうき・ブラシ製造業

創業年月 大正５年５月

資本金（万円） １５００万円

計画承認日 平成２５年９月２６日

計画期間 平成２５年２月 ～ 平成２９年１月

既存の事業内容（計画実施前）

当社は、大正 年（ 年）、名古屋市において、初代社長である堀井重治 先代社長・吉田新次の

伯父 が庭ほうき、たわしなどの製造業として創業し、今年で 年目を迎える老舗企業である。

さまざまなオリジナル商品の開発を行い、実用新案や意匠登録を数多く取得し、“清潔で豊かな暮

らしに奉仕する”という理念をもとに、『高砂』のブランド名で親しまれてきた。

今は、ほうき類・モップ類・デッキブラシ類、雑巾類ほか、日用品清掃用品全般ならびに、業務用

清掃用品が主力製品である。

計画策定のきっかけと苦労した点

創業期には家具も手掛けたが、一貫してほうき他の清掃用品全般を製造する専門メーカーとして歩

んできており、荒物・雑貨屋やホームセンターなどを通じて一般消費者向けの製品を手掛けることを

中心に事業を展開してきた。卸売事業者や代理店を通じて小売りの現場へ製品を届けてきたため、直

接最終消費者の声を聞く機会は多いとはいえなかった。

ある時、企業から食品系の製造現場のニーズに対応できる、より使いやすい清掃用具がないかとい

う相談をいただいたことをきっかけに、開発に取り組んだ。新分野でも当社ならではの技術・ノウハ

ウを活かすことができると思っていたが、自社で対応できる部分が限られ、品質のばらつきにより、

不良材料・不良品の大量廃棄という問題が発生した。生産体制の効率化や多種の仕様対応の課題があ

ることを認識し、新規の設備投資が必要と考え補助金も活用した。

開発面では、少ロット多品種対応ができるように導入機械（植毛機）のアタッチメントやプログラ

ムにおけるカスタマイズを徹底できることを目標にしたが、プログラム通りのモノがなかなかできず、

数か月を費やしてからの製品出荷に至った。 
販売面では、流通チャネルを通じた取引を中心としてきたので、新たに食品関連の企業との直接的

な関係を築いていくには手探りの時期があった。展示会などで、商品の特徴を繰り返し訴求していっ

た結果、徐々に問合せや商談が増えていった。 



26

申請時の目標

の基準を満たす国産清掃用品を開発することを目標とした。食の安全性と品質管理が社会的

に重視されている中で、 認証に有用な清掃用具は多くなく、当社の技術とノウハウを活かした

市場開拓は可能と考えた。高品質・短納期の商品を国内で製造・販売し、多品種低ロットの対応や低

コスト化に注力し、個々のお客様の要望に応えられるカスタマイズの実現を重視した。

*HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point)：製造過程における危害要因を分析し危害発生防止

に繋がる重要な管理点を明確にし、文書等で管理する手法。

これまでの成果

１）新商品の特徴 
つの色分けで に対応している。色分けなどによる用途の明確化で、お客様にとっては職員

指導が容易になる。 対応モデル工場の例としては、解凍室、前処理室、加工室、包装室、梱包

室のように に定められた洗浄具の作業箇所と用途、保管場所の区分けを洗浄具で色分けして対

応し、安全管理作業を進められる。

　特徴は、１）日本製であり、日本人の体形に合せた商品設計で、コンパクトで軽量なため女性でも

使いやすいこと、２）  対応であり、定められた洗浄具の作業箇所と用途、保管場所の区分けを

洗浄具の  色で色分けし、安全管理作業に適していること、３）優れた耐久性があり、頑丈で破損し

にくいポリプロピレンを使用し、破損による異物混入のリスクを軽減できること、４）毛抜けしにく

い構造であり、毛の根元をしっかりと留金で留めており、毛抜けによる異物混入のリスクを軽減で

きること、５）特殊な三角柱の繊維（弊社オリジナルで毛の断面が三角形）を使用し、異物混入の際

の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティが向上すること、６）カスタマイズ・特注商品の対応が

可能で、お客様の要望に応じた加工や特注品を用意できることである。

 対応の商品を約  種類近く開発し、金属検出器対応ブラシなどもラインアップに加えた。

２）新事業の成果

今期見込では、新事業の売上が全社売上の約  割に近づくと予想され、新たな事業の柱として育ち

つつある。既存事業は家庭用商品が中心だが、新事業は主に食品メーカーを顧客とする業務用商品で

ある。家庭用商品中心の時は、清掃用具の季節性ゆえに繁閑の波があったが、業務用商品が加わり年

中繁忙期となった。家庭用商品製造と合せると機械の稼働率はほぼ であり、自社で品質を担保で

きるようになり、技術力が向上した。業務用市場は、より高度な耐久性や形状保持力などを求められ

るが、その分、商品単価は高くなり、企業のブランド力向上にも寄与している。

当社オリジナルの三角繊維
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今まで接点のなかったエンドユーザーのニーズを聞いたり、原料メーカーの提案を受けることがで

き、顧客毎のカスタマイズ要望への対応やニーズを反映した新商品開発や商品改良に活かしている。

国内で製造販売していることは、お客様の安心・安全につながっており、お客様からの要望対応を最

優先することでお客様からの信頼を獲得している。また、内製化により、品質責任を持てるだけでな

く、試作品製作やコストコントロールも容易になっている。

本計画スタート前は、業績低下により社内の士気が低下していた。本計画推進と並行して情報の共

有、他社成功例に学ぶ施策の導入、評価対象を明確にした社員の活性化策などを打ち出す経営改革を

断行した。組織も再編成し、新たな職務や複数の役割を担う社員も出たが、慣れないことにも前向き

に臨んだ結果、社内の風土も闊達になり、社員の成長を後押しすることにもなった。

３）今後の展開

国内での 義務化の流れの中で、競合増加や価格競争も予想されるが、品質重視や独自商品開

発等で売上を伸ばしたい。 未取得の中小企業の需要が高まると想定し、顧客開発を更に進める

予定である。実用新案他の知的財産を活用し、金型も自社で用意して、他社にはない品揃えで差別化

を図っており、 対応の清掃用品市場において国内シェア を目指したいと考えている。

も１つの訴求ポイントとしながら、海外展示会活用他を通じた市場検証をふまえて

日系食品メーカーの進出先などに力を入れたい。 に秀でることで、世界の食品工場に売り込むこ

とを視野に入れている。

経営革新計画策定から現在までの実施について（自由意見）

■承認メリットとして感じていること

新規事業に挑戦するにあたって、社内にその方針を掲げて全社で取り組む際の土台となりまし

た。設備投資をすることにより、社員の士気が上がり、明るく元気な企業風土ができたと感じてお

ります。創業 周年を迎えても、お客様の声を大切にし、未踏の地に向かう気概を持ち続けるこ

との先にあることを示す生きた事例を社員が体感できる機会につながったと考えています。

■当初の見込みと違うと感じていること

お客様に満足いただけるような製品水準に近づけるための諸調整は、想定以上の試練となり、時

間を要しました。発売予定時期の見直しをせざるを得ませんでしたが、当社としての製品品質への

こだわりを貫くことができました。お客様の要望は、制限なく、現状の設備だけでは、まだまだ、

満足できる商品開発ができません。今後は、新たな設備の計画も視野にいれながら、更なるお客様

満足を追求したいと思います。

■東京都への要望等

中小企業として、今後、生き残るためには、特徴ある商品と人材が必要と考えます。商品開発と

人材教育に関する更なるサポートをお願いします。

今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

会社が次のステージに向かう際は、今までの延長線上にはない何らかの革新が必要となると感じ

ていました。自社が培ってきた技術などを活かしながら、目標を見据えて手探りで臨まざるを得な

いことも多く、予期しない壁が表れます。社員の粘り強い試行錯誤を経て商品化や顧客拡大につな

げられたことは会社の財産となりました。不断の経営革新を根付かせる一歩になると思います。
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東東京京都都経経営営革革新新優優秀秀賞賞受受賞賞企企業業

企業名

（代表者：役職・氏名）

株式会社ツバサ
（代表取締役 芦澤　唯志）

所在地・ＴＥＬ
東京都葛飾区高砂 丁目 番 号

経営革新計画テーマ 障がいの性質に応じて指導する児童・放課後等デイサービスの展開

業 種 教育・学習支援、福祉

創業年月 平成 年 月

資本金（万円） 万円

計画承認日 平成 年 月 日

計画期間 平成 年 月 ～ 平成 年 月

既存の事業内容（計画実施前）

同社は「翼学院」名で学習困難児童・生徒への指導を中心とした進学補習塾を営んできた。また、

高校卒業サポート校「翼学院高等部」は、全国唯一  学園高校連携教育相談センターとして認定さ

れた教育機関である（平成  年  月第一薬科大学付属高校の学習センターにも認定される）。

代表取締役が開発した対話と定式化によるオリジナル指導メソッド「芦澤式」により、発達に遅れ

がみられる児童・生徒や不登校、引きこもりを含めた学習困難生徒の学力を飛躍的に向上させて、

人以上の児童・生徒を中・高・大学への合格率 へと導いてきた。

計画策定のきっかけと苦労した点

学齢期人口数や平均所得水準などの理由から学習塾経営は困難と業界で言われてきた葛飾区水元地

域で、同社の学習塾の塾生が 名を超えたことがメディアで報じられ、同地域に大手も含めた学習

塾が進出、全国では同社が先鞭を付けた学習困難者に対する学習塾経営を開始する競合他社も増加、

計画策定時に同社を巡る競争環境は激化していた。また同社の学習塾の保護者から、進学・就職の礎

となる対人関係などソーシャルスキル・トレーニングの要望があったことが計画策定の契機である。

申請時の目標

新規事業では、障がいの性質に応じて事業所を分けて、ソーシャルスキルを指導するため児童発達

支援・放課後等デイサービスを展開することを目標とした。具体的には進学・就労などの将来的な自

立に向けて、歳から 歳までの児童・生徒に障がいの性質に応じて生活訓練や対人関係訓練を行い、

綿密な保護者のケアも行うことを事業の新規性とした。また、新規事業と既存事業とを連携させるこ

とで教育・福祉のワンストップサービスを実現して差別化、経営基盤を強化することも目標とした。

経営革新計画の具体的な実施ポイントは以下のとおりである。

① 障がいの性質に応じて事業所を分けて指導する児童発達支援・放課後等デイサービスを展開する

② 児童・生徒の学校生活や社会生活上の問題解決、就労や自立を踏まえた指導を行う

③ 同社独自のカリキュラムに基づく指導と併せて、行政、外部専門機関と連携を図ってケアを行う
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④ 臨床心理士、保健師、看護師、教員、特別支援学校教員、保育士、幼稚園教諭、社会福祉士など

高い専門性を有する指導員、管理者を採用し、さらに研修を通じて資質の向上を図る

⑤ 本事業と既存事業（学習塾、高卒サポート校）とを連携させて、未就学児から 歳まで一貫した

教育・福祉サービスを提供する

これまでの成果

　具体的には、①新規事業である児童発達支援・放課後等デイサービス「つばさクラブ」では通常学級

在籍や通級利用の発達障がいを有する生徒を対象として、「つばさクラブ東水元」では特別支援学校に

在籍する生徒を対象として、ソーシャルスキル・トレーニングや職業体験などを通じて自立に向けた

準備を行っていった。②「芦澤式」指導法により、「翼学院」で進学補習指導を行い、特別支援学校だ

けでなく、都立高校など一般の高校へも巣立たせていった。また、③高校を中退してしまった生徒、

不登校・引きこもりになってしまった生徒に対しては、全国唯一の  学園高校連携教育相談セン

ター「翼学院高等部」で、高校卒業・進学・就職を支援した。さらに、既存事業では取り組みがな

かった未就学児童の支援に対しては④葛飾区内の療育機関「のぞみ発達クリニック」と連携して認

知・言語促進プログラムを導入した。

これらの事業を複合的に営むことにより、障がいを有する  歳から  歳までの児童・生徒に対し

て、長期一貫した教育・福祉ワンストップサービスの提供を実現した。

また、障がい児を支える保護者や地域住民に向けて、①行政と連携を図りセミナー・講演会を開

催、 ②コミュニティラジオでレギュラー番組を担当し、③同社内に保護者のためのサロンを設けてカ

ウンセリングや情報交換を図っている。

同社のオリジナリティの高い取り組みはマスコミからも注目され、進学・就職に関する同社の出版

物が複数刊行されている。また  総合テレビ「おはよう日本」、朝日学生新聞、夕刊フジ、教育・福

祉専門誌などで同社の取り組みが採り上げられている。区民向け講座や関連団体等からの講演依頼も

あり、コミュニティラジオではレギュラー番組を持ち、地域の都立高校では同社が就職・進学指導の

監修を委託されている。さらに代表取締役は、公益財団法人産業教育振興中央会理事としてキャリア

教育に関する諮問・提言を行い、慶應義塾大学  研究所上席所員として社会起業家育成の研究を行

っている。事業計画を遂行し一層の社会貢献を行ってきた結果として、地域からの同社に対する信頼

が増し、企業ブランドも飛躍的に向上して、売上も新規事業開始前と対比して倍増している。

図１ 翼学院グループの教育・福祉のワンストップサービス連携フロー図 
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経営革新計画策定から現在までの実施について（自由意見）

■承認メリットとして感じていること

経営革新計画の作成により綿密な中期経営計画を策定することができた。また、計画策定や推進

に従業員の協力を求めたことによって、従業員の経営への参加意識の向上やモラルアップに繋が

り、チームワークが強化された。

さらに経営革新計画や（経営革新計画立案の過程で紹介を受けて採択された）中小企業応援ファ

ンドを通じて、東京都中小企業振興公社の職員をはじめとする様々な方とお付き合いが生まれ、支

援を受けることができた。これらも経営革新計画承認のメリットと感じている。

■当初の見込みと違うと感じていること

当社の児童発達支援・放課後等デイサービスは地域で大きな評判を頂いており、新規事業所の開

設の要望が地域の保護者から数多く寄せられている。当初この事業で  事業所を開設する予定であ

ったが、平成  年  月現在、  事業所を運営するにとどまり、  事業所目を開設するには至って

いない。その社会的背景としては、慢性的な福祉業界の人材不足、近年の児童発達支援・放課後等

デイサービスの乱立による行政の開設規制強化や報酬改定の影響が挙げられる。

　これらの社会的背景を乗り越えて、今後多様な方法で地域からのニーズに応えていきたい。

■東京都への要望等

当社は、社会事業を持続的かつ自立して行うために株式会社であることを選択し、地域の教育・

福祉の発展や雇用に貢献し続けるべく、社内一丸となって励んできた。公共性の高い教育・福祉事

業に取り組んできた過程では、株式会社であるがゆえの障壁もあったが、お客様、住民の方、地域

企業、地域行政のご支援のお陰で今回の受賞に至った。

株式会社の中に真面目に一筋に社会事業を営む企業があること、株式会社だからこそできる雇用

の創出などがあることを東京都が表彰制度などを通じて社会に周知してくださることは、表彰され

る企業のみならず、社会事業を営む株式会社全体にとって大いに励みになると考える。今回の受賞

に感謝申し上げるとともに、今後もこのような取り組みを継続・発展して頂くことをお願いしたい。

また経営革新計画の承認企業同士で交流ができる仕組みがあればよいと考える。例えば表彰式で

交流した企業の中には、当社の高等部の卒業生の就労や職業訓練に関心を寄せてくださった企業も

あった。このような繋がりが、企業間の相乗効果を生み、持続可能な社会の発展に貢献すると考え

ている。

今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

第一に、都の経営支援制度を十分に活用することが重要だと考えます。受賞後も継続しているお

付き合いやご支援を通じて、本制度に携わる職員の方は心強いサポーターであると感じています。

第二に、事業の中核に関しては、ブレることなく遂行していくことが重要だと考えます。それぞ

れの企業が、創業の理念や社会的な役割を全うすることが経営革新計画成功の秘訣だと考えます。

第三に、社内が一丸となって計画立案・遂行に取り組むことが重要だと考えます。それにより、

売上や利益など数値だけでは表せない組織風土を醸成することができると感じています。
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東東京京都都経経営営革革新新優優秀秀賞賞受受賞賞企企業業  

企業名 

（代表者：役職・氏名） 

日本カーボンマネジメント株式会社 
（代表取締役　佐々木 譲） 

所在地・ＴＥＬ 
東京都板橋区板橋1-42-18ユニティフォーラム板橋4F 

03-6912-4471

経営革新計画テーマ ビッグデータを活用したエネルギー管理支援サービスの事業展開 

業  種 他に分類されない専門サービス業 

創業年月 平成22年7月 

資本金（万円） 3000万円 

計画承認日 平成25年9月26日 

計画期間 平成25年7月 ～ 平成29年6月 

既存の事業内容（計画実施前） 

当社は、平成 22年 7月に、現代表取締役が、提案型省エネ事業に従事してきた経験とノウハウを

もとに、企業の省エネルギー対策に関する実務を支援する専門コンサルティング会社として東京都板

橋区に設立した。省エネ設備を導入する際の補助金活用と、導入後のエネルギー管理業務を支援する

サービスである。平成 24年 4月に、経済産業省資源エネルギー庁「平成 23年度エネルギー管理シス

テム導入促進事業費補助金(BEMS)」では、大崎電気工業株式会社を幹事会社とする BEMSアグリゲータ

（補助金の対象として認定されている BEMSを提供する事業者）に参画し、コンソーシアム内の補助事

業に関する実務を請け負う業務を中心としたサービスを開始した。 

計画策定のきっかけと苦労した点 

売上の中心であるBEMS補助事業の支援は、平成25年度までの有期事業であること、また、売上の

96.8％が提携先からの業務委託のため、新規顧客開拓と、将来的に安定成長ができるビジネスモデル

を構築することが喫緊の課題であった。

新規事業計画策定のきっかけは、BEMSを導入した企業が、導入後の運用管理で、“既存業務以外に

データ処理等の業務負荷が大きい”という課題を抱えていたことである。そこで、多様な計測デー

タを分析し、有効な省エネ対策を提案する新たなビジネスモデルを考えた。一方、計測データ分析

には、BEMSデータ以外にも、光熱費情報や設備データなど形式の異なる個別の Excelファイル等を

扱うため、分析作業を標準化する仕組みづくりや社員の力量強化が大きな課題であった。 

申請時の目標 

第一に、企業のエネルギー管理に関する各種データを解析する「エネルギーデータアナライザー」

を開発し高度なデータ分析を行う事。第二に、新規アナライザーで企業の様々なエネルギー管理業務

（光熱費予算管理、効果的な省エネルギー対策の計画、省エネ法・自治体条例対応等）を標準化し、

ワンストップで「エネルギー管理支援サービス」を展開する事。第三に、新事業の「エネルギー管理

支援サービス」を高品質で提供できるチーム体制を整えるべくスタッフの新規採用・人材育成等の教

育制度を整える事。最後に、持続的成長に向けた経営体制を構築し、全国展開を図ることである。 
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これまでの成果 

（１）新規支援サービス事業の実現 
当社の強みである計測データ処理技術を活かし、ビッグデータを解析するエネルギーデータアナラ

イザーを開発することでエネルギーデータ分析サーバーをコアとするシステムを構築した。（図 1） 
このシステムにより企業のエネルギー管理に関する各種業務（光熱費予算管理、省エネ計画、省エ

ネ法・自治体条例対応等）を支援する新事業「エネルギー管理支援サービス」を実現した。 

図 1 支援サービス概要 
（２）新サービスの特徴 

①当社は支援サービスに特化した独立系専門企業のため、複数のハードメーカーと直接取引が可能

である。このため、顧客に対して、Q（仕様書の提案力等）・C（完全成功報酬制等）・D（標準化

による迅速性等）を満足する最適な提案が可能である。 

②競合となる大手企業は、省エネ事業を社内関連グループで完結するケースが多い。当社は専門企

業として多様な業種・業態からの受注が可能である。このため、サードパーティーとして支援業

務を求める顧客ニーズも高く、支援件数はトップクラスの実績を有している。 

（３）業績推移 

①売上推移：平成 26年度より「エネルギー使用合

理化事業者等支援補助金」において登録事業者制

度（エネマネ事業）が開始し、補助事業者支援に

関する売上が拡大した。又、新たに EMS(Energy 

Management System)導入支援サービスを開始した

ことで、新規事業のさらなる売上増を達成した。
計画前 1年目 2年目 3年目

補助金活用支援 EMS導入支援 エネルギー管理支援

（図 2） 

②「エネルギー管理支援サービス」 　　　　　　　　図 2 売上高推移（支援サービス事業別）

③業務委託比率：計画当初の 3社から、新規事業の伸長により直接契約が 50社を超え、計画当時

96.8％だった業務委託比率は7.5％に低減し、経営基盤の安定化に繋げることができた。

　平成 25年 6月： 49件 売上高 4,442千円

　平成 28年 9月：234件 売上高 32,988千円 
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（４）さらなる成長に向けて 
「三方よしの省エネルギーサービスを通じて持

続可能な社会構築に貢献する」ことをミッションに

掲げ、社会、お取引先、社員に対して、誠実、公正

な経営を行っている。「自律調和型」を組織運営方針

として、省エネ実務のプロフェッショナル育成と、

個々が調和することで相乗効果を発揮するチーム運

営を行っている。 

国の中長期省エネルギー目標が決定し、政策が 

大きく動きだしている中、専門コンサルティング       図 3 チームメンバー 

に対するニーズは、益々高まってきている。 

社員は、計画当初の7名から現在は25名となり、平成28年9月から関西支社（大阪）を新たに設立

し、2拠点体制を開始した。今後とも、多くの顧客ニーズに応えられるように、人材育成と独立採算

型のチーム創りに尽力し、さらなる成長に向けて全国展開を進めていきたい。 

経営革新計画策定から現在までの実施について（自由意見） 

■承認メリットとして感じていること

会社経営の道標となる中長期事業計画の策定は、経営者にとって最も重要な仕事です。必ず達成す

ると心に決めて策定した計画を、公的機関に承認していただけたことは、大きな励みとなり、進む

べき道に迷いが生じたときにも、当初の計画に基づいて判断することで、いくつもの試練を乗り越

えることができました。 

■当初の見込みと違うと感じていること

ストック型収益であるエネルギー管理支援サービスの比率を向上させることを計画していました

が、平成 26年度から経済産業省の「エネルギー使用合理化事業者等支援補助金」で、補助率が 1/2

になるエネマネ事業がスタートしたことで、フロー型収益である補助金活用支援サービスの収益が

増加しました。しかしながら、新規顧客開拓を積極的に進めて顧客ニーズに対応することで、将来

的にストック型収益も増加すると判断し、当初計画を上回る採用を行いました。 

■東京都への要望等

当社は、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者に登録しています。パリ協定が発行し、地球温暖化

対策の重要性が高まるなか、東京都産業労働局と環境局が連携して、製造業、小売業など、省エネ

ルギー対策に課題を抱えている都内の企業と地球温暖化対策ビジネス事業者のマッチング等を企

画していただけると当社の事例を幅広くご紹介することができます。 

今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ 

事業計画を策定するときに、目標ラインと最低ラインを設定しました。対外的には最低ラインを 

公表し、期初に社内で発表する計画は目標ラインとしました。また、月次決算で現状を把握して期

末業績を予測し、目標との差異を埋めるために、対策を考え、日々行動しました。 
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東東京京都都経経営営革革新新優優秀秀賞賞受受賞賞企企業業

企業名

（代表者：役職・氏名）

株式会社日本生物製剤
（代表取締役 郭 孫雪娥）

所在地・ＴＥＬ 東京都渋谷区富ヶ谷1-44-4
経営革新計画テーマ 効果的且つ効率的な生産・物流・研究開発体制の構築

業 種 製造業

創業年月 昭和 年 月 （会社設立：昭和 年 月）

資本金（万円） 万円

計画承認日 平成 年 月 日

計画期間 平成 年 月 ～ 平成 年 月

既存の事業内容（計画実施前）

当社はプラセンタ（胎盤）を原料とした医薬品・化粧品・健康食品のメーカーです。ヒト由来プラ

センタを原料とした医療用医薬品は、「特定生物由来製品」という他の医薬品より厳しい法規制が設

けられていることや、原材料の提供にご協力頂ける医療機関とのネットワークを構築する必要がある

こと等から、参入障壁が極めて高く、当社グループのヒトプラセンタを原料とした医療用医薬品市場

における世界シェアは ％を超えています。

元々、当社の社長が長年苦しんだアレルギーを久留米大学医学部教授であった稗田健太郎先生にヒ

トプラセンタを利用した療法で完治して頂いたのをきっかけに、社長の夫（医師、久留米大学医学部

卒）が、当社の主力製品である「ラエンネック注射剤」の開発に協力したのが始まりです。そして、

昭和  年に肝硬変を適応症として本剤の製造承認取得、  年に薬価収載、  年の薬効再評価を経て

肝疾患治療剤として現在に至っています。近年、本製品の市場は世界で急激に拡大していますが、当

社はその沿革から、原材料の入手や製造、研究開発、販売ルートの確保において、優位性をもって、

事業を営んでいます。

また、当社独自の医療用医薬品の抽出技術をヒト以外のブタやウマ等のプラセンタに応用し、化粧

品や健康食品を世界市場に供給しています。現在、海外の  グループは、韓国に医薬品製造工場を、

欧州、米国、アジア等  か国に販売拠点を有しています。  

図―１ 日本生物製剤の商標 
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計画策定のきっかけと苦労した点

◎ 工場移転が重要課題

製品の性質上、販売先は㈱メディセオ、アルフレッサ㈱等の四大卸やその系列会社を通した医療機

関が中心で、学会等を通じてのプロモーション活動の積み重ねと、製品の独自性から、販売ルートは

安定しています。 
原材料の入手も医療機関関係者の協力を得て、ヒトプラセンタを提供頂ける旨の承諾書の取得や、

その後のトレーサビリティを確保する等々、良好なネットワークを構築してきました。 
しかし、昭和  年に設立した久留米工場は周囲を住宅に囲まれ、拡張・増産の余地が全くありま

せんでした。平成  年に韓国に医薬品工場を建てましたが、世界市場に向けて更に業務を拡大するに

は、生産量の増加が必要な状況でした。供給力の強化のため、新たな工場の建設が当社の課題になっ

ていました。 
◎ 久留米市からの産業団地への誘致の打診

そうしたところ、平成 年に久留米市より、新設の藤光（ふじみつ）産業団地への工場移転の打

診がありました。そこで検討の結果、 
・当社は久留米市が発祥の地であること

・現久留米工場から車で 分の距離にあり、社員の移動に便利なこと

・敷地も 坪と当社の希望に沿うこと

・福岡県及び久留米市がバイオバレー構想を推進していること

などから、工場を新設し、研究所も集約して、効果的・効率的な生産物流体制を構築することを決意

しました。 
◎ 苦労した点

特に苦労とは思っていませんが、特定生物由来製品としての許認可を取るのに頑張ったことでしょ

うか。 

図―２ 藤光工場の外観

申請時の目標

◎ 医療用医薬品

久留米市の藤光産業団地内に工場を新設し、生産ラインを ラインから ラインに増設する。こ

れにより、適正在庫を確保し、安定供給を確実なものとします。特定生物由来製品の医薬品工場

ですから、厚生労働省の審査を受けて認可を得る必要があります。製品を国内外に供給するため、
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医薬品に関する我が国の法令のみならず、医療用医薬品製造の新たな国際標準である （医

薬品査察協定および医薬品査察協同スキーム）に適合させなければいけません。工場現場は

を良く理解し、努力して最短期間で許可を得ることができるよう努めます。 
◎ 化粧品・健康食品

大型反応装置等の導入により、すべての製品の反応工程を内製化し、急激に拡大する市場に機動

的に対応することにより、機会損失を回避します。

これまでの成果

◎ 医療用医薬品

製造ラインの増設、工場内動線の改善、ゾーニングの強化、最新の製造機器・品質管理機器の導

入による安定供給の確保、 （グル―バルな薬事法基準）への対応強化、品質管理や製造

効率性の強化、在庫管理・包装・出荷業務の有効性・効率性の強化が達成可能となりました。

◎ 化粧品・健康食品

高度に自動化した大型反応装置（ 及び ）や医薬品に準じた製造環境を導入し、

機会損失の回避、情報流出の防止、製造原価の低減が可能となりました。

◎ 事業計画

月次、半期、年次でモニタリングを実施、売上計画を  年前倒しで達成したことから売上の計画

を見直し、平成  年  月期に日本単体で 億円の売上を目標とすることにしました。 

経営革新計画策定から現在までの実施について（自由意見）

■承認メリットとして感じていること

可視化できたことがメリット。経営革新計画を立てることにより、会社経営の実態、自分たちの

現状と将来を可視化できるようになった。経営の 年後、 年後、 年後を動的に捉えて、各種の

指標を明確化することで、会社の未来図を具体的に描くことができました。 カ年計画を作ること

で、自身の経営の 年後の姿を見据える事により、単にアイデアであったものを具体に結び付ける

ことができました。経営革新計画を作成することは、会社経営に非常に大きな影響力を与えるもの

であることを実感しています。

■当初の見込みと違うと感じていること

特にありません。東京都からは経営革新計画作成にあたって、いろいろと助言、指導を頂くなど、

お役所のイメージを超えた、血の通った「やさしい」対応に感謝しております。

革新計画の実行面で言えば、若手スタッフの未経験故のリスクを危惧し、計画にも織り込んでい

ましたが、そのようなことはなく、予想以上にスムーズに革新計画が実行されました。医療用医薬

品の中でも最も厳しいレベルの許認可が必要な事業であるので、この方面のリスクも心配しました

が、全く問題なく、最短期間で許認可を得ることができたなど、予想をはるかに超える成果が得ら

れたと思っています。

■東京都への要望等

特にありません。初めてのトライにもかかわらず、奨励賞を頂くなど、感謝しております。

今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営者が首尾一貫した経営方針を堅持すること。経営者は若手スタッフのイマジネーション能力

や成長を信頼すること。
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0 

２．平成 年度 実施フォローアップ企業

東京都では、計画開始から１～２年目の企業を対象に、専門家（中小企業診断士）を派遣し、計画実現に

向けた課題解決等を支援する「実施フォローアップ支援」を実施しています。

実施フォローアップ支援の対象企業のうち、事例集掲載にご協力いただいた企業について、計画策定の

きっかけや計画内容、承認後に感じたことなどを取材しました。

（ 業種内 五十音順）

製造業

９社 

情報通信業

14 社 

上記以外の

業種

３社 

サービス業

７社

アトーテック株式会社　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38 

石川金網株式会社　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39 

株式会社エコファースト　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40 

有限会社サインハウス　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 

株式会社ジェイエムエス　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 

中島　耕太郎 （個人事業主）　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  43 

株式会社光レジン工業　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 

株式会社リスコビジネス　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  45 

株式会社ＹＫＣ　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46

株式会社アイスリープ　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61 

Ｈ＆Ａ株式会社　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62 

ＭＩコンサルティング　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 

サンタックス株式会社　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64 

首都マンションズ株式会社　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65 

株式会社ノマド・グローバル　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66 

MEGALASH株式会社　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67

有限会社カチャーシーパシフィックムーン　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68 

株式会社グリーンパーク　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69 

株式会社ハウスボートクラブ　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70
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ナノ粒子製造装置の実用化
（承認年月：平成28年8月、4年計画）
ナノ粒子製造装置の実用化

（承認年月：平成28年8月、4年計画）

企業概要

アトーテック株式会社（代表取締役：渡辺　正晴）
所在地：東京都足立区足立 1 丁目 5 番 5 号
業　種：真空装置・真空機器製造業
ＴＥＬ：03－3840－5151　ＵＲＬ：http://www.attotec.co.jp/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ 

当社は平成元年に設立し、主に真空装置の技術開発を行ってきた。製造は全て外注のファブレスで、基本設計を当

社、販売は当社および代理店で行ってきた。今回の「ナノ粒子製造装置」は、従来と異なる新しい事業である。 

約 15 年前に開発した旧型装置は 3,000 万円と高価で販売が伸び悩んでいたところ、簡易で 1,000 万円以下の装置

開発の要望が顧客より多く寄せられたため、新たに技術改良を行い、実用化に至った。本装置の基本は、国立研究開

発法人物質・材料研究機構との共同特許である。 

ナノ粒子とは 1/10 億メ－トル（1/100 万ミリメ－トル）の粒子で、マグネシウムは超伝導材、ネオジムは永久磁

石、そのほかに太陽電池、焼結助剤、発光材料などに利用されている。 

■新事業の計画内容 

アルゴンと混合した水素や窒素などのガス中で、金属材料をア－ク放電で溶解すると水素が金属を強制蒸発させる

作用を利用して、ナノ粒子を作製する「ナノ粒子製造装置」を開発した。 

（1）水冷銅ルツボ使用により多品種のナノ粒子作製が可能

本装置 1台で作製可能なナノ粒子の種類は金属、合金、セラミックスと多品種である。Mg（マグネシウム）、Ag（銀）、

Fe（鉄）、Ni（ニッケル）、Si（シリコン）など、金属のナノ粒子はほとんど作製可能である。 

（2）ガスをろ過循環させる閉鎖型装置により無公害化を実現

閉鎖型装置のため、無公害な製法である。材料を蒸発させるための消費電力は従来に比べて 2桁以上小さく、省エ

ネ製法でもある。

（3）新方式により低コストで効率的なナノ粒子回収を実現

扉から送風してチャンバ－内に旋回流を起こし、蓋側から別回路で送風することで粉の回収率を 30～40％向上した。

チャンバ－を小型にし、直流ア－ク電源を 500A（アンペア）から 300Aにすることでコストダウンも行った。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見） 
経営革新計画が承認されることで、当社の技術力・開発力の高さをピーアールでき、当社製品の信頼性向上につな

がり、売上高増加、収益力向上を図ることができると期待している。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ 
（1）経営革新計画を策定することにより、開発体制や開発手法の見直しの機会が得られ、結果として技術力の向上

が計れます。

（2）今まであまり注意していなかった財務内容についても、経営的に注視できるようになりました。
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新機能金網・JAPANブランドを構築し、海外市場へ販路拡大していく
（承認年月：平成27年12月、5年計画）

新機能金網・JAPANブランドを構築し、海外市場へ販路拡大していく
（承認年月：平成27年12月、5年計画）

企業概要

石川金網株式会社（代表取締役：石川　幸男）
所在地：東京都荒川区荒川 5－2－6
業　種：金属製品製造業
ＴＥＬ：03－3807－9761　ＵＲＬ：http://www.ishikawa-kanaami.com/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

弊社は大正 11年に創立、昭和 24年 1月に設立され、荒川区に本社を置く金網専業のトップ・ニッチメーカーであ

る。既存の用途・分野向けに多種多様な金網製品の制作・販売を行っており、平成 21 年に「経営革新計画」を取得

するなど、かねてより先進的な技術開発と新事業推進に努めてきた。 

一方で、既存事業の主力製品である自動車用フィルターを中心として取引先の海外移転や安価な海外輸入品が氾濫

し、金網メーカーとして厳しい状況に陥っており、新たな商品開発と新規市場開拓の必要を感じていた。

そこで平成 25 年にデザイナーの提案もあり、異素材金属を組み合わせたインテリア・生活用品市場向けの「ＫＡ

ＮＡＯＲＩ」を開発、また「ＫＡＮＡＯＲＩ」を利用した金網折り紙「ＯＲＩＡＭＩ」を開発し、海外を含めた金網

の商品化と販売をする新事業の検討を開始した。 

■新事業の計画内容

新事業の目標は、「新たなデザインによる新機能金網を開発、Ｊ

ＡＰＡＮブランドを構築し海外市場へ販路拡大していく」ことであ

る。 

　デザイナーの提案もあり、異種の金属ワイヤーを経糸と緯糸に組

みあわせて、布のように柔軟で自由に折り曲げ可能な多目的シート

素材「ＫＡＮＡＯＲＩ」を開発する。この製品をインテリア製品

（内外装材、照明等）、アパレル用品（蝶ネクタイなどの装飾品、

衣装等）や生活用品（トートバッグ、小物入れ等）などの新規市

場向けに事業展開する。また特許、商標登録、意匠出願も行い、

知的財産の保護に努める。 

 一方で、海外でも普及している折り紙に注目し、「ＫＡＮＡＯＲ

Ｉ」を利用した、文具・ホビー用の金網折り紙「ＯＲＩＡＭＩ」を

開発する。 

 「ＫＡＮＡＯＲＩ」は、デザイン性の高い新機能金網として経済産業省助成事業に採択されるとともに、国際見本

市（ストックホルム）に出展、「ＯＲＩＡＭＩ」は国内産業展に出展してそれぞれ好評を博した。 

 いずれの製品も、他社では製品化したことのない新規性のある差別化商品であり、他社との性能の違いにより高価

格での販売が望まれ、今後の新規市場拡大が期待される。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新承認は、経営コンサルタントからのアドバイスもあり、銀行からの信用が高まり外部の評価が高まったこ

とは大きなメリットである。また、従業員の意識が変わった。エンドユーザーを意識して業務を行うようになり社内

の心構え、雰囲気が変わった。 

 しかし、まだ対象が顧客 1社の 1製品に留まっており、全社売上げへの寄与が限定的である。対象製品と顧客を拡

大していくことが課題である。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新を進めるには、いろいろな人の話を聞くことが大切です。改めて顧客の要望していることを聞く、従業員

の日常感じていることを聞く、支援機関のセミナーを受講するといったことです。 

　自分の目指すイメージが固まったところで計画書を作成するのですが、これは夢を現実にする第一歩になります。

ここでも社員や中小企業診断士などの支援者と話し合いながら作成するのがよいでしょう。実現のための協力者が得

られます。 
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工場の省エネ・燃料コストとCO2削減を実現させる機器の開発
（承認年月：平成28年6月、4年計画）

工場の省エネ・燃料コストとCO2削減を実現させる機器の開発
（承認年月：平成28年6月、4年計画）

企業概要

株式会社エコファースト（代表取締役：桂　勤）
所在地：東京都杉並区井草 1－2－11
業　種：金属製品製造業
ＴＥＬ：03－5368－2560　ＵＲＬ：http://www.enetrap.jp

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

震災後の日本の工場のニーズを探索する中で、蒸気について様々な省エネの取り組みがなされており、その中でも

スチームトラップに対する関心が高いことが分かった。スチームトラップは蒸気を使用する装置や配管に取り付け、

凝縮水(ドレイン)を速やかに排出する等、エネルギーロスを防止するために使用されるが、他社の従来品は可動部が

あることで蒸気ロスが非常に多く、また耐久性に課題があった。

そこで、これらの課題を解消すべく、「エネトラップ」を平成 24年に自社開発したところ、大手企業のフィールド

テストにおいて大変高い評価を得ると同時に納入実績も着実に増え、確かな手応えを感じた。信頼関係を築いた顧客

の真のニーズを掘り起こし、顧客満足度をさらに向上させることが当社の使命だと考え、次世代型エネトラップの開

発を決断した。

■新事業の計画内容

次世代型エネトラップの開発に当たっては、性能向上とコストダウ

ンの両面から進めるが、まず性能面では、内容積、外形を極力小型化

し、シンプル構造にすることでトラップ本体の熱損失を最小限に抑え、

従来品よりもさらに 5%以上の漏えい蒸気削減を目標とする。加えて、

水平、垂直設置を 1台のトラップで実現するために、配管接続、開口

部の加工を水平、垂直方向に改良し、普及機の 3軸タイプの NC旋盤で

製造可能とする。

コストダウンについては、まずは試作品を自社で製造する方向で体

制構築を行っており、従来通りにフィールドテストを通して顧客との

密なコミュニケーションを図り、量産体制に向けた仕様固め及び製品

ラインアップを整備していく。

販売面においては、既存顧客並びに販売代理店、商社との関係性を

一層強化するとともに、業界最高クラスの性能と大手企業での具体的

な実績を訴求して、新規顧客の開拓を図る。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新計画承認のメリットは何といっても資金調達が円滑にできる点である。今回も政府系の金融機関に融資を

依頼したところ、資金調達が速やかに実行され、大変スムーズに新製品開発に着手できた。 

また、当社のような開発型ベンチャー企業が大手企業と取引を行なう際には、企業規模などを心配される場合があ

るが、経営革新計画の承認企業ということで信頼性や評価が高まった。 

さらに、経営目標を明確にしたことで、社内のモチベーションが大きく向上した。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画を策定する場合に、自社の現状や問題点を明らかにした上で将来のテーマを決めていくため、計画的

な経営が可能になる。経営革新計画を会社経営の軸足を見直すチャンスと捉え、果敢にチャレンジすることが経営管

理能力の向上につながっていくことは間違いない。 

また、具体的な販売計画の策定を通して、販売代理店、商社等の販売パートナーとのコミュニケーションが深まり、

より踏み込んだ議論を通してターゲット顧客への戦略が共有できたことは、大きな収穫であった。 

従来型エネトラップ 



41

純国産のバイク用高品質Bluetoothインカムの開発による世界展開
（承認年月：平成28年4月、5年計画）

純国産のバイク用高品質Bluetoothインカムの開発による世界展開
（承認年月：平成28年4月、5年計画）

企業概要

有限会社サインハウス（代表取締役：白松　和豊）
所在地：東京都世田谷区玉川田園調布 2－9－14
業　種：その他の通信機械器具・同関連機械器具製造業
ＴＥＬ：03－5483－1711　ＵＲＬ：http://www.bolt.co.jp/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ 

当社は昭和 62 年に設立し、東京都世田谷区に本社を置く、バイク部品の製造販売を行う企業である。設立当初か

ら「バイク乗りによる、バイク乗りのための会社」として歩んできており、バイクが好きな人材を集め、”儲かる・

儲からない”を考えるより、まず先に”ほしいものを作る”ことをモノづくりのテーマとし、市場にない商品開発に

チャレンジしてきた。

今回で経営革新計画の承認は 2回目であるが、前回の経営革新計画の承認後、新たな製品開発にチャレンジし、売

上も順調に伸びている。しかし、さらに売上を伸ばす起爆剤の必要性を感じていた。また、今後の事業拡大を見据え、

グローバルへの展開を目指し、再度、経営革新計画に挑戦した。 

■新事業の計画内容 

平成 20 年に販売を開始したバイク用 Bluetooth インカムの

B+COM は、バイクに乗りながら仲間との会話や音楽を楽しむこと

ができる通信装置であり、国内シェア No.1 を誇っている。現在

は、主に提携先である台湾工場から仕入れ、大型商社、バイクチ

ェーン店、小売店などに販売している。また、販売代理店経由で

一部韓国へも販売している。本計画では、この B+COMの品質を根

本から見直し、新商品として生まれ変わらせ、世界 No.1 シェア

を目指す。 

国内市場は頭打ちであり、今後、事業を拡大していくためには

海外にも進出していく必要があると感じるようになったが、現在

製造・販売しているモデルは顧客から支持されているものの、品

質レベルが海外競合製品と大差がなく、当社としては満足してい

ない。そのような中、自社のマーケティング力を買われ、基盤開

発・ソフト開発を行う国内メーカーの A社、および、プラスチッ

ク加工から量産までを行う B社から協業のオファーをいただいた。

A 社は世界最高水準品質の国内最大手企業の品質を実現しており、

B社は大手企業へ納品できる品質レベルを持っている。この 2社

と協業することで、世界最高品質のバイク用 Bluetoothインカム

を実現し、国内シェア No1から世界シェア No.1を目指す。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見） 
前回、経営革新計画の承認を得た際、金融機関や取引先などの対応が非常によくなり、対外的評価が一段階上がっ

たことを実感した。また、その後の新製品の開発にも拍車がかかり、社員のやる気も増した。今回の計画において有

能な企業と協業できることになったのも、前回の経営革新計画の賜物といえる。今回は、2 回目ということで、計画

の策定から実施に至り、順調に進んでおり、見込み違いということは感じていない。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ 

経営革新計画を策定することで、目標が明確になり、社員一丸となって取り組むことができます。また、目標に向

けての道筋が明確になります。実施フォローアップを受ければ、実施段階において、専門家からアドバイスを受ける

ことも可能です。経営革新計画は、一度だけで終わらせず、次のステージへステップアップするため、何度でも挑戦

していくことをお勧めします。 

写 真 
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慢性閉塞肺疾患（COPD）診断・管理装置の開発と提供
（承認年月：平成28年8月、5年計画）

慢性閉塞肺疾患（COPD）診断・管理装置の開発と提供
（承認年月：平成28年8月、5年計画）

企業概要

株式会社ジェイエムエス
所在地：東京都品川区西大井 6－5－1
業　種：製造業
ＴＥＬ：03－3778－2671　ＵＲＬ：http://www.jmsystem.co.jp

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は創業からプラント計装品の製造販売を行ってきた。特に H2Sガスに係る商品ラインナップを充実させ、ノウ�

ハウを蓄積してきた。この度、福島県立医科大学呼吸器内科斎藤先生から、呼気のH2Sガスを測定したいと言う引き

合いを頂いた。本件は、当社がこれまでかかわったことのない医療系用途で新たなチャレンジといえる。福島県立医科

大学呼吸器内科は喘息に対する有用な診断ツール（NOガス測定法）を開発済みで、次のステップでは呼気中のH2Sガス

の測定によって慢性閉塞性肺疾患(*COPD)を診断するツールの開発を検討していた。診断ツール開発の課題は、当社の

持つ計装品関係技術を応用する事で解決が見込めるため、斎藤先生と連携して医療関係参入へ挑戦する運びとなった。 

*COPD：慢性閉塞性肺疾患（COPD）とは喫煙や大気汚染物質が原因で起きる肺疾患で、世界の死亡原因は：4 位、日本：9 位に位

置する、昨今世界的に注目されている疾患である。 

■新事業の計画内容
呼気を一定の流量で H2Sガス測定器に呼出しすることで、短時間で

リアルタイムに診断できる装置を開発する。

その際、安定した H2Sが測定できるような呼気流量調節計も同時に

開発し、H2Sと呼気流量の相関関係を評価することで、どこでも診断

できる方法を確立させる。最終的には COPD判定基準を作成する。（例：

H2Sガス基準値以上：COPDが発症または悪化するリスクがある。基準

値以下：COPD未発症または治療にて安定化。） 

安定して繰り返し測定ができる様、測定器内の残留 H2Sガスを当社の

主力商品である化学吸着剤を使い除去する機能を開発する。この装置を

実現化させることで、今後の呼吸器疾患の診断・治療に大いに貢献でき

ると考えられる。 

＜既存装置との相違点＞ 

 現時点で COPDを診断する手段としては症状と肺機能検査しかない。 

症状はかなり病気が進行しないと現れず、また呼吸機能検査も一般的に

広く普及しているとは言えないのが実情である。本装置を開発すること

で、COPDの早期発見や早期治療が可能となる。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

メリットは事業の方向性を明確化し従業員・連携先と共有化することで、新規事業に対して従業員・連携先が一丸

になって長期的にチャレンジする「道しるべ」となる点です。 

当初見込みと違うと感じていることは、特許の取得に挑戦したが「進歩性」が不十分と言う事で簡単には特許取得

ができず、知財戦略を練り直すことが課題となっている点です。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画は承認会社への直接的な助成金制度はないので、長期的な事業の「道しるべ」となるソフト的な期待

効果が大きいことです。また、経営革新計画を取得したテーマでの助成金申請の場合、加点ポイントとなり開発資金

調達と言うハード的な効果も期待できる。当社もこの度、品川区の新製品・新技術開発費助成金取得の一助となりま

した。 
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展示用ネイルチップの企画・開発・卸売
（承認年月：平成28年10月、3年計画）

展示用ネイルチップの企画・開発・卸売
（承認年月：平成28年10月、3年計画）

企業概要

中島　耕太郎（個人事業主）
所在地：東京都渋谷区本町 3－35－5－102
業　種：製造業
ＴＥＬ：03－5332－3022　ＵＲＬ： http://www.pin-chip.com/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
平成 21 年よりネイルサロンの運営に携わってきたが、ネイルサロンにおいてネイルデザインの見本を展示する方

法に種々の課題があることに気がついた。そこで、ネイルデザインの見本を展示するために最適な形状のネイルチッ

プを考案し、「展示用ネイルチップ」として国際特許を出願するに至った。 

事業化の可能性についても検討した結果、日本国内のみでなく、世界的にもネイルの市場が拡大しているため、長

期的に成長できる事業であると判断した。そこで、この「展示用ネイルチップ」を企画・開発・卸売してネイルサロ

ンやネイリストへ流通させることを目標とする新規事業に取り組む計画を策定するに至った。

■新事業の計画内容
新事業では、「展示用ネイルチップ」の企画・開発・卸売を行う。

ネイルサロンでは、ネイリストがデザインを施したネイルチップを

展示ケースや展示ボードなどに並べ、顧客に提供可能なネイルデザイ

ンの見本として展示するが、ネイルチップを固定するため、両面テー

プを利用したり、ケースのカバーで圧迫するなどしている。しかし、

固定に手間がかかったり、配列が崩れてしまったり、両面テープにほ

こりが付着し汚れるなど、現状では課題があると感じていた。この課

題については、多くのネイルサロンにおいても問題視されていること

から、「展示用ネイルチップ」のニーズは高いと考えた。

　開発したネイルチップは、裏面にピンを付けたもので、コルクボー

ドなどに簡単に固定することができ、自由度が高くデザイン性の高い

展示が可能で、かつ、メンテナンス性も高い。

現在、海外での生産の見通しが立ち、流通においても、大手ネット

通販業者を介して日本国内全域のネイルサロン等にリーチできる見

込みである。さらに、今後は、アジアを中心に、海外へも市場を開

拓していく予定である。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
経営革新計画の承認を取得することとなったもともとの理由は、金利の低い融資を受けるためであった。本事業を

進めるにあたり、希望していた融資の条件に経営革新計画の承認の取得があったからである。このように、経営革新

計画の承認を得たことで、資金面でのメリットがあった。

　また、現在、個人事業主であるため、対外的信用力が弱いという不利な面があるが、経営革新計画の承認を得たこ

とで、対外的信用力が高まることを期待している。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営革新計画の申請書は、専門家のアドバイスを受けましたが、ほとんど自分一人で作成しました。作成段階では、

いろいろと苦労もありましたが、経営革新計画実施段階においては、スムーズに事が運んでいます。計画策定過程に

おいて、これからやるべきことや、課題等が明確になったためです。これから経営革新計画の承認を受けようとして

いる方は、ぜひ、ご自身で経営革新計画の申請書を作成することをお勧めします。 
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FRP製防災シェルターの新商品開発と自社経営の革新
（承認年月：平成28年9月、5年計画）

FRP製防災シェルターの新商品開発と自社経営の革新
（承認年月：平成28年9月、5年計画）

企業概要

株式会社光レジン工業（代表取締役：大野　仁生）
所在地：東京都日野市日野本町 4－10－23
業　種：強化プラスチック製容器・浴槽等製造業
ＴＥＬ：042－584－5797　ＵＲＬ：http://www.frp-hikari.com/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ 

 当社は昭和 49年 5月創業以来、東京都日野市に本社を置き、FRP（強化プラスチック）製品の成形メーカーとして

FRP製品の受託生産事業を営んでいる。商品は主にトラックの導風板をはじめとする自動車関連の外装部品等である。 

平成 23 年の東日本大震災に伴う甚大な津波被害を目の当たりにして、今後同じような犠牲者が生じることの無い

よう、当社技術を活用して広く社会に貢献したいと考え、「防災・救命シェルター」の開発に着手した。これまでに、

試作品の製造や展示会への出展等のテストマーケティングを行ってきている。今般、自社特許技術を生かした「FRP

製防災シェルター」の新型商品を開発し、自社ブランド製品による事業拡張を計画するにあたって、経営革新計画を

策定した。本計画の達成により、既存事業を含めて「人・物・金」全ての面で企業体質の強化を図り、名実ともに業

界を代表する FRPメーカーを目指す。 

■新事業の計画内容 

1. 新商品の津波シェルターCL-HIKARi（写真）は、高い確率で起こるとされる東南海大震災等での津波や家屋の倒

壊といった災害発生時に、避難誘導や救助活動、又は地域の安全確保や施設の保全業務等の為、ギリギリまで任務

に従事しなければならない「避難を前提としない特定従事者」、傷病や障害などの身体的制約により、速やかな避

難行動を取る事が出来ない「避難困難者」、そして、地震等の災害が発生した場合、安全を確保する為の避難又は

救助活動を行う時間的猶予が与えられていない地域に居住又は勤務する「避難困難地域居住者・勤務者」の生命を

守る事を主眼に関発された防災・救命商品である。

2. 救命艇や地下容器等の方式の「防災・救命シェルター」が、大き

さや費用等の面で設置が難しい場合もあるのに対し、CL-HIKARiは押

し入れ又はクローゼットに収納可能な大きさで、4人収容、本体価格

698千円（税別）と、入手し易い価格となっている。又、静止耐荷重

32.25t という強靭性に加え、水に浮くと必ずハッチ面が上になる自

動スイング構造や開閉式換気口、他にも内部で搭乗者が気絶してい

る場合の為の、外部からの開口操作によるハッチ開錠機能等、弊社

の独自技術を生かした多くの特許機構を持つ、全く新しい発想の救

命シェルター商品である。

3. 販売方法はネット通販に加えて、販売取次店や販売代理店による

販売も計画している。それらは地方商談会等を活用し、順次展開し

て行く予定である。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見） 

承認メリットは、経営革新計画の持つブランドにより金融機関からの融資や支援機関からの助成が得やすくなる 

とのことですので、今後に大きな期待を寄せています。また、その承認取得や実行の過程を通して自社の成長・飛躍

のキッカケを得ることが出来ればと考えております。そして、「地震大国・日本」において、現状では「防災シェル

ター業界」と言えるものが未確立の状況で、「防災グッズ業界」の新規分野との位置づけです。

東京都におかれましては、津波シェルターCL-HIKARi等を島嶼地域での防災商品としてご検討いただき、公共施設で

の導入や、民間での導入費用に対する助成金等を設けることにより、普及にご支援をいただきたいと願っております。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ 

 弊社は経営革新計画の達成により、弊社独自ブランドの商品を育て上げ、元請企業の業績に大きく命運が左右され

がちな、下請部品メーカーの弱点を補完し、企業体質の強化を図りたいと考えております。平成 20 年のリーマンシ 

ョック以降、信用収縮と共に進行した「超円高」とその定着は、「モノ造り日本」に大きな産業空洞化という危機を

もたらしましたが、昨今の経済環境の改善は、製造の国内回帰傾向を強め、定着化させるチャンスとなりつつありま

す。今こそ、経営革新計画の活用により独自の製品を開発して、日本ブランドを盛り上げていきましょう！ 
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プリンターの無料レンタル・保守修理を付加したサービスの導入
（承認年月：平成28年8月、5年計画）

プリンターの無料レンタル・保守修理を付加したサービスの導入
（承認年月：平成28年8月、5年計画）

企業概要

株式会社リスコビジネス（代表取締役社長：木村　一彦）
所在地：東京都江東区辰巳 1－7－26
業　種：その他の事務用機械器具製造業
ＴＥＬ：03－3522－6510　ＵＲＬ：http://www.lisco.co.jp/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成 18 年 8 月に設立し、レーザープリンターや複合機の消耗品であるトナーカートリッジのリサイクル製

造･販売を行なっている。国際規格環境マネジメント ISO14001 の認証を取得し、循環型・環境型のリサイクルシステ

ムを実現することで、社会と環境への貢献を追及している。

当社で製造したリサイクルトナーカートリッジは、文具店や事務機器販売店等への販社ルートによる卸売りと、地

方自治体や一般企業への直接販売ならびにネット通販も行なっている。しかし、昨今ではトナーカートリッジの価格

競争が激化し、粗悪な互換トナーカートリッジ（コピー商品）も出回り、リサイクル品の品質低下、信頼失墜が起き

ているのが現状である。また、顧客からは「リサイクルトナーを使用すると、プリンターメーカーの保守を受けにく

い」という声も聞かれるようになった。 

そこで、リサイクルトナーカートリッジの製造・販売にとどまっていた既存事業に対し、新規にプリンターのレン

タルと保守修理もセットにしたトナーカートリッジの販売を行なうことで、リサイクルトナーカートリッジの信頼回

復と、新規顧客の拡大による売上増大を目指すことにした。

■新事業の計画内容

新事業では「プリンターの無償レンタルと保守修理サービス」

を付加したリサイクルトナーカートリッジの製造・販売を行な

う。従来は、カートリッジの製造・販売のみであったが、プリ

ンターの無償レンタルと保守修理を加えることで、顧客は、リ

サイクルトナー利用時の不安と不満を解消できる。これまでプ

リンターの購入・保守サービスは、顧客がメーカーや系列の販

売店等に依頼していたが、当社がリサイクルトナーの販売とと

もに、ワンストップで提供するものである。これにより、

・顧客は、プリンター導入の初期コストを抑えた上に、保守修

理付でリサイクルカートリッジを使用できるので、大幅なコ

ストダウンを図れる。

・当社にとっては、新規顧客の獲得と同時に、プリンターレン

タル期間中は、トナーカートリッジの継続利用により安定し

た収入を確保できる。�

という双方に利点のある事業展開を行うことが可能となる。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

計画を作るために、客観的に自社を見つめ直し、将来像を描く必要があり、その過程で従業員も会社の将来や方向

性に関心を抱き、意欲向上に繋がった。計画の承認によって、自社の存在や経営計画が公に認められたという意味合

いは大きく、取引先など外部の評価が高まったことはメリットである。しかし、無条件に融資や施策支援が受けられ

るわけではない。そのための継続的な努力は必要だが、自信を持って行動にあたることができるようになった。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画を作成する段階はもちろん、承認された後の実行段階においても、商工会議所やよろず支援拠点など

の支援機関の方々からアドバイスをいただけるのは大きなメリットだと感じています。自分だけで考えるのと、支援

者の協力を得ながら進めるのとでは、かかる時間も内容にも格段の違いがあります。協力者とともに夢を実現される

ことをお勧めします。  
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自律神経バランス・血管老化度測定機器の開発と提供
（承認年月：平成28年1月、4年計画）

自律神経バランス・血管老化度測定機器の開発と提供
（承認年月：平成28年1月、4年計画）

企業概要

株式会社ＹＫＣ（代表取締役：崔　元哲）
所在地：東京都千代田区五番町 12－4－402
業　種：医療用計測器製造業
ＴＥＬ：03－3239－8431　ＵＲＬ：http://www.ykcgroup.com/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成 14年 2月 1日に設立され、「予防医学を通して人と社会の健康に貢献する」という理念のもと、健康指

標の測定機器や生活習慣の改善をサポートする製品等を提供してきた。主な顧客層は、医療機関、大学・研究機関、

スポーツ施設、一般企業等で、顧客からは「製品に確かなエビデンスがある」「研究機関との連携・提携が多い」「顧

客フォローが行き届いている」等の評価を頂いてきた。

近年日本の疾病構造が変化して、「生活習慣病」を未然に防ぐために「一人ひとりが自分の健康状況を把握するこ

と」が重要となっている。自分の身体の健康状態を把握するためには「自律神経バランス」と「血管老化度」の測定

が有効とされる。また、平成 27 年 12月からはストレスチェックが義務化されたこともあり、企業等では従業員のメ

ンタルヘルスを管理することが趨勢となっている。ただし運動療法等による回復・予防までを含めたプログラムの普

及には至っていない状況である。

当社は以前から、大学・研究機関、医療機関等の研究者と協力しながら「自律神経バランス」と「血管老化度」を

測定する機器の研究・開発を進めてきた。それらの「新製品開発・提供」とともに、「一般市民や企業従業員に対す

る健康管理に運動療法等による健康回復・疾病予防までを含めたサービス提供」を内容として本計画を策定した。 

■新事業の計画内容

新製品の特徴は

①自律神経バランスの測定・評価にかかる時

間を、30秒程度（従来比 20%程度）短縮す

る。これにより、安静状態を保ちにくい患

者の体への負担を減らすことができる。

②反射式センサーと 2 箇所測定の導入によ

り、血管老化度の測定・分析の精度を上げ

た。これにより、生活習慣病などの評価に

とってより重要である中心動脈の動脈硬

化等の状態を外科的処置に拠らないで診

断できる。

③「ワンタッチ操作・測定」や「データ管理

機能の充実」などにより、より使いやすく、

分かりやすくなっている。 

一般市民や企業従業員に対する取り組みとして、保健師とコラボレーションしたパッケージメニュー（測定イベン

トや改善プログラム）を公共施設、スポーツ施設、企業向けに提供する。ここでは、単に測定機器を販売するだけで

はなく、保健師との業務委託契約による健康チェック・保健指導等を含めた健康管理プログラムとして提供する。ま

た、顧客に健康指標の測定、運動療法の実施、および健康相談の場を提供するトレーニング・スタジオも開設する。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

承認メリットは、経営革新計画申請書の作成を通じて、社内の市場環境変化に対する危機意識が高まったこと、お

よび行政や支援組織が注目する中で結果を出そうという意識が高まったことである。一方で、経営革新計画承認によ

る支援策について、一部の金融機関等では情報の展開不足を感じたこともあった。  

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画承認は書類作成に時間とエネルギーを必要としますが、承認までの書類審査の過程で自社の考えを整

理し文書化することにより、経営判断と考えの見直しが容易となります。当社では、経営革新計画書は常にすぐに取

り出せる場所に置いて適宜参照しています。また、承認後に各種機関の諸支援やフォローアップでさらに有益なアド

バイス・提案が得られることもあり、中小企業にとって大変役に立つ制度です。 
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クラウド型多言語医療問診支援システムの開発による革新計画
（承認年月：平成27年6月、5年計画）

クラウド型多言語医療問診支援システムの開発による革新計画
（承認年月：平成27年6月、5年計画）

企業概要

株式会社アイエスゲート（代表取締役：小林　俊哉）
所在地：東京都墨田区押上 2－20－2－401
業　種：受託開発ソフトウェア業
ＴＥＬ：03－5879－4527　ＵＲＬ：http://www.isgate.co.jp/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ 

当社は、平成 17 年の創業以来、大手メーカーからの受託によるソフトウェア開発事業に取り組んできた。金融機

関や官公庁の基幹系システム開発および運用等システム受託が事業の中心である。また、もう一つの事業の柱を確保

するために、医療分野向けのシステム研究開発に着手してきた。大学医学部や大学病院医師らとの共同開発による聴

覚障害者や外国人向けの医療問診システムは、数々の賞を受賞し注目を集めたが、当時は外国人の医療機会もさほど

多くなく、ニッチ市場でもあることから、普及や事業化にはいたらなかった。 

しかし、昨今のインバウンドの増加と平成 25年の東京オリンピック･パラリンピックの招致決定により、今後のさ

らなる外国人観光客の増加に伴い外国人が医療機関で受診する機会も増加見込みの一方で、言語の違いにより診療が

難航することが懸念される。そこで、当社がこれまで培ってきたノウハウや技術力、研究開発力等を活かし、言葉の

壁がある外国人受診者と医療機関を繋ぎ、外国人医療が円滑に行なえる仕組みづくりに取り組むことにした。従来の

下請受注から脱却して、自社によるシステム開発・構築・販売・保守までのトータルソリューションの提供を目指す。 

■新事業の計画内容 

本計画は、海外からの渡航者などが母国以外の医療機関で安心安全に受診できるようにサポートするクラウド型多

言語医療問診支援システム「ヘルスライフパスポート」の開発と普及である。患者と医療機関の間にある言葉の壁を

取り除き、円滑な医療を実現する、いわば通訳の役割を担うクラウドシステムである。 

１．外国人患者のメリット 

11か国語に対応したアプリで、スマホやタブレットにより母国語

で、自分の症状や既往症、服用中の薬などを医者に伝えることがで

きる。テキストや音声ファイルに加え、イラストを指差しで示せる

ので、日本語がわからなくても安心して受診することができる。ま

た、Q&Aによる事前の病状確認や、PDFでの印刷も可能である。 

２．医療機関のメリット 

クラウド利用により、患者の症状を容易に確認でき、日本語によ

る医療指示も患者の母国語に変換されるので、患者が外国人であっ

ても安心して治療に専念することができる。また、本システムに対

応した医療機関であることが公開されるので、外国人の来院も増え、

患者増を見込める。 

本システムは、グローバルコミュニケーション開発推進協議会の

協力のもと、開発と普及を図る方針である。なお、多言語医療問診

支援システムと謳っているが、外国人のみならず、聴覚障害者にと 

っても有効利用できる。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見） 

経営革新計画の策定を通じて、自社の進むべき方向や社内の目標が明確になった。また、実行段階においても様々

な方から意見を頂くことで改善を図ることができた。計画を作って終わりではなく、環境の変化や進捗状況に合わせ

て常にブラッシュアップすることが大切だと実感した。今回、商工会議所やよろず支援拠点の皆様には多大なるご支

援を頂き、外部の方や第三者の知見を活用できたことは、大きなメリットであると感じている。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ 

自社の進むべき方向性が明確になったことで社員の視野も広がったと思います。加えて、承認を頂くことで自信が

つき、社員の意欲向上と共に一体感が芽生えてきており、その意味は大きいと感じています。 

ご自身の開発テーマに自信と誇りをもって、経営革新計画を策定されることをお勧めいたします。 
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ＬＰガス事業者との提携によるトータルサポート
（承認年月：平成28年6月、5年計画）

ＬＰガス事業者との提携によるトータルサポート
（承認年月：平成28年6月、5年計画）

企業概要

株式会社アイキューブ・マーケティング（代表取締役：岩上　直也）
所在地：東京都港区海岸 2－1－18　高丸ビル 7 階
業　種：地域電気通信業（優先放送電話事業を除く）
ＴＥＬ：03－3453－4252　ＵＲＬ：http://icube-m.com/

従
来
行
程

当社 エンドユー
ザー東西

光回線の卸提供 プロバイダと回線
をバンドル販売。

利用開始後のアフ
ターフォロー

特殊な問
い合わせ
は直接弊
社窓口に
て対応

情報共有サイ
トで最新の情
報を確認

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
行
程

当社

異業種
パートナー
様

東西

光回線の卸提供

NTTから卸受けた光
ファイバーに、プロバ
イダをバンドルし、カ
スタマサポート用
ホームページもシス
テム化し卸提供

エンドユー
ザー

自社の回線として自社
の保有顧客へ販売。通
常必要なプロバイダの
申し込みなどはセットに
している為お客様が申

込をする必要は無い。
料金はこれまでのガス
料金に、電気料金も合
算して請求。

新サービス
用

ホームペー
ジ

Q&Aなどの情
報を随時アップ
デート、問い合
わせメールなど
への回答

不明点の確認、問い合わ
せ、使い方の案内などを
ホームページで確認

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は平成 22 年 11 月の設立以来フレッツ光の販売代理事業を営んでおり、その翌年平成 23 年 9 月には自社プロ

バイダーサービス「andline」の提供をスタートした。これまで、このフレッツ光の販売収益とプロバイダーサービ

スの継続収益が当社の収益の軸であったが、平成 27 年 2 月から、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会

社の光コーポレーションモデルを用いた自社サービス「andline 光」をリリースし、現在売上の約 46％は本事業が

占めている。 

しかし、これまで、B2Cでのインターネット回線の販売を行ってきたが、さらなる事業拡大を模索している中で、

東西電信電話株式会社から卸請けしている光回線に「andline 光」をバンドルし、B2B2Xモデルとして LPガス事業者

への再卸を考えるに至った。平成 28年 4月から電力が自由化されたことにより、LPガス事業者は電力市場に参入し、

自社のエンドユーザに向けて回線の販売を開始し、エンドユーザであるお客様との繋がりを強固にし、他社への流出

を防ぎ、長期にわたる収益向上を図ることができるようになった。 

■新事業の計画内容
新事業は、当社とエンドユーザ間に、提携 LPガス事

業者を介している。当社は LP ガス事業者に対し光ファ

イバーとプロバイダーをバンドルして提供し、LP ガス

事業者は直接エンドユーザに LP ガスとセットにして当

社の光ファイバーやプロバイダーを提供する。エンドユ

ーザへの請求は、これまで通りガス料金と共に回線料金

をエンドユーザに対して行う。

また、LP ガス事業者が異業種への参入を容易にする

ために、それぞれの LP ガス事業者用のホームページを

設け、LPガス事業者向けに Q＆Aの定期的な発信や、新

サービスの周知、お客様からの申込みフォームなどを一

本化したシステムを提供する。また、ホームページだけ

では処理できない専門性を有する相談などに対しては、

当社内の相談窓口にて対応する。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
経営革新承認により、直接的にもっとも大きいメリットは、金融機関から有利な低利融資を受けることができたこ

とである。また、承認を受けたことにより、全社的にビジネスを成功させたいとの自覚および使命感が高まったこと

もある。これは、新ビジネスだけでなく、既存のビジネスの見直しもするようになったことにも表れている。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
今回の当経営革新計画の策定には、かなりの手間、時間がかりました。コンサルタントは入れずに全て当社で策定

しました。不明点は、東京都中小企業振興公社へ 3～4 回程赴き、いろいろと教えていただきました。この計画はか

なりレベルが高いので、承認を受けたことにより、全社的に事業拡大の自覚が高まったと思います。 
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日本の漫画文化をスマートフォンを通じて海外へ展開する新事業
（承認年月：平成28年9月、4年計画）

日本の漫画文化をスマートフォンを通じて海外へ展開する新事業
（承認年月：平成28年9月、4年計画）

企業概要

株式会社ウイズ（代表取締役：信清　城）
所在地：東京都中央区銀座 6－6－1　銀座風月堂ビル 5F
業　種：受託開発ソフトウェア業
ＴＥＬ：03－5537－6962　ＵＲＬ：http://www.wiz-system.co.jp/company/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成 16 年に設立したソフトウェアサービス会社である。既存のシステム開発だけでなく、新たな事業展開

を模索し、スマートフォンが普及してからは、主婦層向けの育児管理や若者向けの学習アプリなどのスマートフォン

向けアプリの開発にも成功している。ソフトウェアサービスのノウハウやアプリ開発の経験の蓄積が、当社の強みで

ある。 

本計画策定のきっかけは、①スマートフォン向けアプリの開発ノウハウの蓄積と売上に貢献する事業展開、を模索

すると共に、②日本の漫画文化のレベルの高さは海外でも評価を得ている一方、国によって漫画の普及度に差がある

こと、などに着目したためである。 

当社ではこの 2点を踏まえて、スマートフォン向け漫画アプリの開発と漫画コンテンツのオリジナル制作・販売に

ついて新たに事業化を検討し、本計画の策定を行なった。 

■新事業の計画内容
日本の漫画家志望者と協力し、海外（ヨーロッパ、インドなど）を

ターゲットにしたオリジナルの電子漫画を作成し、当社が開発したス

マートフォン用電子雑誌アプリを用いて購読してもらう。

アプリは無料ダウンロードができ、複数の漫画の 1話分を閲覧でき

る雑誌形式である。5話分で単行本化し販売する。 

アプリの最大の特長は、アニメーションやサウンドの機能が加えら

れている点である。画面をタップする度に読者の目線に合わせたコマ

の自動移動や拡大、迫力を要する場面での画面の揺れの表現、内容に

合わせた音声や音楽が流れる、といった機能である。 

また、ターゲットとなる海外の趣味・嗜好を参考にしながら、当社

は、シナリオ、構成、サウンド等のトータル的なプロデュースを行な

う。コンテンツの制作・運営のために、漫画家、翻訳家といった外部

人材との協力を進めていく。 

　これにより、「漫画家志望者への活躍の場の提供」の実現を目指して

いく。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

承認メリットは、東京都の専門家派遣のフォローアップが受けられることである。一方、経営革新計画が承認された�

ばかりではあるが、販売促進による周知に時間がかかっている。今後テストマーケティングなどで克服していきたい。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画書の作成は大変であったが、提出することで、専門家からの助言によりブラッシュアップしていくこ

とができる。主観に頼っていた計画に、第三者の客観的な意見を反映していくことも大切だと思う。 
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会計パッケージ事業から海運業の統合業務システム（ERP）事業への拡大化
（承認年月：平成28年11月、3年計画）

会計パッケージ事業から海運業の統合業務システム（ERP）事業への拡大化
（承認年月：平成28年11月、3年計画）

企業概要

株式会社エイ・アイ・エス（代表取締役：大浦　博）
所在地：東京都千代田区岩本町 3 丁目 9－2 　PMO 岩本町 6F
業　種：パッケージソフトウエア業
ＴＥＬ：03－5833－8808　ＵＲＬ：http://www.a-i-s.co.jp/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ 

当社は、昭和 58 年創業のシステム開発会社であり、①海運業界向け会計パッケージシステムの開発・販売、②個

別ユーザーからの受託開発、③クラウドでのパッケージシステムの開発・提供の 3本柱で事業を展開している。中で

も海運業界向け会計システムは、平成 15 年の販売開始以来ユーザーを着実に増やしていて、売上高に占める割合も

高い。そのため、海運業界は当社が強みを持つ最重要市場と捉えている。 

海運業界では、会計システムに運航管理機能や配船管理機能などを加えた、海運業向け統合業務システム（ERP）

へのニーズが高い。しかし、海運業向け ERPは、海外製の高価なシステムか、ユーザーによる独自システム開発に選

択肢が限られていた。当社は、会計システム導入ユーザー向けに上流システムを個別開発してきた実績もある。海外

競合製品に対し、価格面に加え機能面でも対抗できる海運業向け ERPを開発・提供することで、海運業界における当

社の競争力を強化し、日本企業だけでなく海外企業に対してもグローバルに事業展開することを目標とした。 

■新事業の計画内容 
 当社の海運業向け ERP「Trans-Operator」の機能面

の特徴は以下の通りである。 

①基本機能

会計の仕訳を意識することなく、伝票類をそのまま

入力することで、会計システムへ連携する。 

②外部企業との連携

Weather News社の気象データ連携、DA-DESK社の港

湾情報連携など、外部企業のデータを連携し、ユーザ

ー業務の効率化や精度向上を可能とする。 

③競合製品との競争力強化

海外製競合製品が優位にある機能を強化し、当社シ

ステムの競争力を強化する。

④情報ベンダーとの連携

船舶管理に強い海外情報ベンダーと連携し、海外に

おける当社ユーザーのサポート体制を強化する。 

 また、マーケティング面では、国内・国外でのセミナー実施により、新規顧客開拓、既存顧客の掘り起こしを計画

している。さらに、組織構造を事業部制に改めることで、海運業向け ERP事業の推進力を高める。 

以上の計画で Trans-Operator を開発・提供する。導入ユーザーは、事務の効率化および業務改善、さらには運搬

コスト等の見積を適宜に顧客へ提案することが可能となり、商機拡大のチャンスが広がる。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見） 

 当社は今回が 2回目の経営革新計画承認となります。経営革新計画承認を受けたことで、取引先金融機関から高い

評価を頂きました。今回は、経営革新計画承認で得られるメリットである、低利融資や展示会支援などを受けられる

可能性を活用し、経営革新計画の実現を目指します。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ 

 中小企業の要件を確認した上で、新たな事業活動で実現可能性の高い数値目標を立てられるのであれば、経営革新

計画にチャレンジし、メリットを活用すべきであると思います。経営革新計画の作成にあたっては、中小企業振興公

社へ問い合わせると、適切なアドバイスがもらえます。また、東京都産業労働局のホームページで事例が参照できる

ので参考になります。 
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遺言映像メッセージサービス
（承認年月：平成28年1月、5年計画）
遺言映像メッセージサービス
（承認年月：平成28年1月、5年計画）

企業概要

株式会社グランツ（代表取締役：村上　倫弘）
所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷 3－2－4　ミッテウメハラＢ1Ｆ
業　種：映像制作業
ＴＥＬ：03－5413－5526　ＵＲＬ：http://glanz.vc/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成18年設立以来10年にわたり、報道やドキュメンタリー、バラエティーなどのテレビ番組や企業プロモー 

ション映像等、多種多様な映像ジャンルで企業向け（ ）の映像制作に携わってきた。自社で企画、構成、撮影、

編集の作業を可能とする優秀なスタッフを擁しており、若いスタッフの豊かな発想力と経験豊富なスタッフの融合によ

り、新しい表現を生み出すクリエイティブ集団として映像製作の現場で実力を培ってきた。

東日本大震災の罹災地で罹災者のお話を伺う度に、個人の想いを記憶として記録に残すことの大切さに気づかされ、

それには映像が有効な手段であると考えた。一方、高齢化が進む我が国では、相続に関するトラブルが増加しており、ご

遺族の間での争続を回避することにも繋がる新サービスを開発・提供することに社会的な意義を見出し、この計画を策

定し実施することとした。

■新事業の計画内容

新事業は、当社としては初めての一般消費者向け（B to C）

の事業で、映像を使って故人の遺志を伝える遺言映像メッセー

ジサービスを提供する。依頼者の想いを自身の言葉で遺言メッ

セージという形で映像に残し、当社で大切に保管、管理する。

旅立ちを迎えた時には、大切な家族へ当社が責任を持って“故

人の想い”をお届けするサービスである。この当社独自のサー

ビスを「つたえびと」と名付け、商標登録も取得した。
映像メッセージの製作に際しては、専門知識が豊富なスタッ

フが、ヒヤリングをもとに、相手への気持ちが伝わる原稿作成

から完成まで、きめ細かくサポートする。「つたえびと」では、

依頼者の想いをいかに最善に伝えるかにこだわり、映像製作の

経験と知識が豊富な当社だからこそ提供できるサービスに仕上

がっていると自負している。

計画を進めることで、「つたえびと」を幅広く普及させ、当社

のもう一つの収益の柱に育てる。その結果、世の中の財産争い

を少しでもなくし、映像を通じて社会に貢献することを目指し

たい。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

送られてきた経営革新計画の認定証を見ると、素直に嬉しく、心情的にも新事業に取組む力を得ることができた。

また、取引金融機関から当社への信用力が高まり、既存の借入も含めて有利な提案を得られることとなり、資金調

達の幅が広がった。

一方で、補助金申請するも採択までには至らなかったものもあり、取組みを強化した上で再チャレンジしたい。

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

新しいサービスを事業化するには、それが世の中に受け入れられるか、質の高いサービスを提供できるか等々、経

営者として悩みはつきることがありません。経営革新計画の策定を通じ自身の考えの整理を進めることができまし

た。また、実施してからもフォローアップ等で中小企業診断士等に相談する機会も得られ、大変有意義でした。

写 真 
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ゲーム型デジタル会社案内を開発し事業成長を目指す
（承認年月：平成28年1月、5年計画）

ゲーム型デジタル会社案内を開発し事業成長を目指す
（承認年月：平成28年1月、5年計画）

企業概要

Ｃｒｉｃｏ株式会社（代表取締役：市川　剛実）
所在地：東京都千代田区外神田 3－6－13　清田商会ビル 301
業　種：ゲームソフトウエア業
ＴＥＬ：03－6206－8965　ＵＲＬ： http://www.crico-japan.com

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成 25 年 1 月に設立以来、ゲームソフトウエア制作業に従事し、現在は大手ゲーム会社等からイラスト・

アニメーション・3DCG・シナリオ等のコンテンツ制作を受託している。当社のビジネスモデルは、「独立して仕事を

したいと考えるクリエイターと共に成長して行く」という方針に基づき、ゲーム会社から受託した仕事を約 1,000人

のクリエイターを外注先として制作し、完成物をゲーム会社に納品するというものである。顧客からは、「ゲーム制

作に精通したディレクターによる品質管理、スケジューリング、発注・決済手続きのワンストップ対応」「イラスト・

アニメーションをひとまとめに制作」「アートアニメーション制作において必要となる各種ドキュメント制作の代行」

等のサービスが評価されている。ただし、大手ゲーム会社の方針で当社の収益が左右され、当社の受注が減少すれば

クリエイターにも仕事が出せないという問題があり、大手ゲーム会社の下請以外の事業開発が求められている。

近年、スマートフォンの普及でゲームが広く社会に受け入れられ、様々なシーンで使用されるようになってきてい

る。当社の強みであるキャラクターやシナリオの制作力を活かしてこの市場機会を最大限に活用すること、ならびに、

大企業の下請けから脱却するために自社ブランド商品を持つことが求められる。両者を満たすものとして、一般企業

向け等にゲーム形式で会社案内や商品説明を行うソフトの開発・販売が最適と判断し、表題の経営革新計画を策定す

ることとした。 

■新事業の計画内容

１．新事業では、ゲーム型の会社案内や商品説明、教育プログラム等

を開発し当社ブランドで一般企業等に販売する。ビジネスモデルは、

ゲームの企画とマネジメント・プログラミングを当社内で行い、コ

ンテンツはクリエイターを外注先として制作するものである。

２．新製品は、イベント、展示会等への訪問者が液晶モニターや VR（バ

ーチャルリアリティー）機器等のキャラクターをゲーム感覚で操作

することにより、飽きさせずに説明を伝えることができる。 

ゲームの形式には RPG（ロールプレイングゲーム）、クイズ、パズ

ルゲームがある。その会社や商品の魅力等が伝わるようなゲームの

形式ならびにコンテンツを中心に展開する。

３．顧客メリットは、通常のデジタルサイネージ型と異なり、ユーザ

ーがゲームをする方式であり、双方向性であることにより、ユーザ

ーに与えられる印象がより大きいことである。そのために企業の人

材採用の現場やメーカーの新製品 PRの展示会場、eラーニング等で

も活用されることを見込んでいる。また、ゲームにおけるユーザー

の選択をログデータとして蓄積することにより、そのデータを企業

の新商品開発や活動に生かすことも可能である。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

承認メリットは、経営革新計画申請書の作成過程において、分析の方法・資料の作り方等について気づきがあった

ことである。一方で、承認後に助成金活用の際に、少額の助成額に対してその半分に近い申請作業費用（工数）がか

かってしまったことには違和感があった。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画を作成して承認されるまでには、書類作成や手直しに手間と時間が掛かります。「それだけ工数と時

間をかけても、金融機関からの融資が容易になる」と考えていたのに、期待外れだったという例もあるようです。経

営革新計画承認による各種機関の支援を活用する場合には、申請前から行政や各種機関に相談をして支援施策の正し

い情報を入手・検討しておくことが大事です。また、それが支援機関からの認知度を高めることにもなります。 
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認知症予防音楽体操の指導者育成・普及事業
（承認年月：平成28年8月、4年計画）

認知症予防音楽体操の指導者育成・普及事業
（承認年月：平成28年8月、4年計画）

企業概要

株式会社 ケアフィット・ネットワーク（代表取締役：伊藤　幹雄）
所在地：東京都港区赤坂 4－13－5－140 号
業　種：その他の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業
ＴＥＬ：03－6426－5033　FAX：03－6426－5034　URL：http://www.carefit-net.com/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は平成 20 年 2 月に設立した。当社の理念である「共生社会の実現」に向けてソフト・ハード両面のユニバー

サルデザインサービスの提供をするため、「サービス介助士」資格の運営代行、人材事業・物販事業・出版編集事業

など、多岐にわたる事業を実施している。サービス介助士は「おもてなしの心」と「安全な介助技術」を学び、公益

財団法人日本ケアフィット共育機構による検定により取得でき、平成 28年 6月現在、累計約 13万人の資格者がいる。

また、当社は「認知症予防音楽体操」の普及に努力してきた。講師の中村嘉奈子氏とともに、老人ホームや地域の

公民館などに出張してセミナー形式で音楽体操の講座を実施している。この講座は非常に好評であるが、講師のスケ

ジュールや費用の問題もあり、恒常的に開催するのは難しい。施設側からスタッフが実施できるようにノウハウを教

えてほしいという声を多くいただき、音楽体操の指導員の資格を構築することで、施設側スタッフの指導スキル取得

ができると考え、当社にとっての新たなビジネスモデルの構築を計画した。 

■新事業の計画内容
本事業では、「認知症予防音楽体操指導者」を資格化し、運営

する。具体的には、次のことを実施する。 

① 認知症予防音楽体操指導者の要綱・ガイドラインの策定

NPO 法人リブグリーンと連携を図り、「一般財団法人国際技

能・技術振興財団」の認可資格として運営する。そのためには

まず、資格の要綱・ガイドラインを作成する。 

② 認知症予防音楽体操指導者養成講座の開講

資格取得には、認定テキストを用いた講座の受講を義務付け

る。入門資格（20,000 円）は、2 日間の受講後試験を行い、修

了証を発行する。初級資格（30,000 円）は 3 日間の受講後認定

試験を行う。地域や施設など音楽体操を実施できる者を「音楽

体操指導員」とし、その指導員を育成できる資格を「インスト

ラクター」（80,000円）と位置付ける。

③ 認知症予防音楽体操の普及活動

音楽体操指導員を育成し、週１回、月 3,000 円の低価格で定

期的に音楽体操を実施し、近い将来、全県で実施したい。音楽

体操の普及により、認知症予防に貢献でき、今後の高齢化社会

での課題解決の１つになると考えている。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
メリットと感じているのは、明文化した計画を承認いただいたことで、それに基づいてやらなければならないとい

う自分自身への課題ができたことです。いままで、ややもすると状況が変わったのだからと期日を延ばしたり、数字

がおいつかなくても簡単に変更していましたが、いい意味でそれがしづらくなりました。また、スタッフにも意識変

化が起こり、商品である音楽体操に自信を持てているようです。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
承認されるためには、既存にあまりない商品やサービスであること、収益が見込めることが当然ながら求められま

す。逆にいえば、承認を得られるならば見込みのある商品、サービスであるということです。さまざまな形の指導・

援助も受けられるようですので、承認を受け、あとは信じて事業に邁進してほしいと思います。 
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中小企業に適した、導入指導付き「原価管理」システムの開発展開
（承認年月：平成28年5月、4年計画）

中小企業に適した、導入指導付き「原価管理」システムの開発展開
（承認年月：平成28年5月、4年計画）

企業概要

株式会社ケイズ（代表取締役：河西　孝）
所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町 2－6－8　日本橋 KS ビル 3F
業　種：受託開発ソフトウエア業
ＴＥＬ：03－5640－6351　ＵＲＬ：http://www.ksic.co.jp/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は中小製造業の会計監査、ITコンサルタントを通じ、中小製造業が原価、利益管理ができていないこと、潜在

ニーズがある事に着目した。当社が培った高度な開発技術、ノウハウを活かし、当社の公認会計士がデザインを行い、

技術責任者とで中小企業レベルに通用する「原価管理システムＳＨＩＮ」を開発・販売することとした。 

経営的には、顧客状況に収益が左右されないよう、外注依存の開発・売上体質から脱却し、自社製品を持つことで

業績の安定と躍進を図り、請負下請的構造から独立企業としてのビジネスマインドを持った企業へ革新することを目

標とした。 

■新事業の計画内容

中小製造業の悩みを解決するシステムを公認会計士の

知識と、永年のシステム構築経験からの技術を活かし、

以下の特徴を有するシステムを開発した。 

①会計士による標準原価計算法に基づき業務、部門間デ

ータを正規化指導

②管理ポイントに基づいたデータ精度調整・整備

③基幹業務からのデータインターフェイスの作成（基幹

業務システム入替不要）

④原価管理システム「SHIN」へのデータ収集と蓄積、加

工

⑤原価管理システム「SHIN」による分析（BI ツールと

も言える）

⑥廉価� �

システムを、導入指導から稼働まで会計士及びシステムエンジニアがコーディネートし必ず稼働させます。会計士、

中小企業診断士、税理士、及び基幹業務システム開発・販売会社等とのパートナー企業と提携しサポートできる準備

が整っております。中小製造業企業は、基幹システムの入替、追加開発をすることなく、また Excel等での管理集計

の為の大変な労力も改善でき、正しく、適合した数値に基づき、リアルタイムに種々の課題、問題点を把握でき本来

の経営資源の効率化、無理無駄の排除、生産性向上等収益の改善・向上（PDCAサイクル）が期待できます。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新計画承認を受けたばかりである。提案した「原価管理システムＳＨＩＮ」は、中小企業の方々から利用を�

していただくためのマーケッティング面の検討が必要と思っている。特に中小企業支援の中小企業診断士、会計士、

税理士の方々との連携が重要である。経営革新計画承認を受けているのは、そのアプローチの力になる。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画策定により自社の経営計画策定のノウハウを身につけた。計画策定にあたり中小企業診断士の支援は

非常に役に立った。中小企業向けの販路開拓のためのマーケッティング面には課題があるが、公的支援機関の支援を

得て推進していきたい。 

Copyright© 2015-2016 K's Co ltd. All Rights Reserved.

営業利益の推移

原価管理

売上

生産高

在庫

販管費

給与

日報

仕入 経営分析ツール

会計の専門家によるトータルコンサルティング

外注

見える化コストフロー

メニュー

経営管理のためのオールインワンパッケージ

デ
ー
タ
分
析

デ
ー
タ
収
集

デ
ー
タ
加
工

デ
ー
タ
蓄
積

デ
ー
タ
追
加



55

ソフトウェア開発コンビニエンスサービス
（承認年月：平成28年8月、5年計画）

ソフトウェア開発コンビニエンスサービス
（承認年月：平成28年8月、5年計画）

企業概要

株式会社システムクレール（代表取締役：高橋　淳司）
所在地：東京都千代田区岩本町 3－9－17　スリーセブンビル 4 Ｆ
業　種：IT ソフトウェア業
ＴＥＬ：03－3851－3931　ＵＲＬ：http://www.claire.co.jp/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成 2 年に設立し、制御アプリケーション、WEB アプリケーション、モバイルソフトウェア等の多種多様な�

システム開発に人月単位で技術力 (労働力)の提供を行い、幅広い業務に携わり技術の向上に努めてきた。

需要が拡大し続ける IT 業界は深刻な人材不足であり、想定どおりのスケジュールで開発できない事態が発生し、

納期に間に合わない、人員の残業が増え離職者が増えるといった悩みを常に抱えているのが現状である。そこで、25

年以上に渡る長年の事業を行う中で得た時代に適したソフトウェアの開発能力を強みとする当社が、ソフトウェア制

作を最小単位から受注生産することで、必要な時に必要な部分だけ発注できるサービスを構築し、深刻な人材不足に

悩む IT業界に解決策を提供することができないかということで新事業を検討開始した。 

■新事業の計画内容

新事業では、システム開発事業者がソフトウェアを完成

品とする工程において、技術者の補充ではなく、部品の一

部やタスク単位に至る細かい単位の必要とする部分をピ

ンポイントで依頼できるサービスを提供する。

この新事業により、

・IT事業者にとっては、深刻な人材不足問題の解消、特定

技術者にかかる負担の軽減、過度の残業による離職率の

低下、人件費削減、開発コストの軽減ができる。

・社会にとっては、IT 業界の労働環境の改善に繋がり、

シニアや主婦層に働く場を提供することができる。

・当社や提携先にとっては、労働集約ビジネスから知識集

約ビジネスへの転換、ソフトウェア開発の受注ターゲッ

トの全国規模展開ができる。

というような多方面での利点のある事業展開を行うこと

が可能となる。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新計画が承認されることによって、金融機関からの信用や評価が高まり、円滑に資金調達ができることが大

きなメリットである。また、経営革新計画を多くの社員を巻き込んで策定したことにより、社内において企業の将来

ビジョンについてのコンセンサンスを確立することができ、モチベーションが向上した。一方で、取引先など一般の

企業においては、経営革新計画の認知度は高くなく、経営革新計画そのものがどういうものか知らない人も多い。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

多くの社員に参加してもらい経営革新計画を策定していくプロセスで、通常の業務関係を超えた社員同士の意見の

交流ができ、社内が大いに活性化します。また、社員が自社の将来像をトップとともに考えていくことにより、社員

の視野が拡がって、社員の意識が変わってきます。そうすると、社員の現業のスキルの向上にもつながってきます。 

実際に経営計画書を作成し、数字に落とし込むことにより、今後のビジョンについて頭の中で考えていたものが見

える化し、より具体的な事業の方向性がより明確になります。経営革新計画を策定し、承認を受けるということは、

新たなビジネスの可能性が一層高まる第一歩になります。 
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介護に革新をもたらす人工知能プラットフォームの開発・販売
（承認年月：平成27年12月、5年計画）

介護に革新をもたらす人工知能プラットフォームの開発・販売
（承認年月：平成27年12月、5年計画）

企業概要

Shannon Lab 株式会社（代表取締役：田中　潤）
所在地：東京都八王子市大谷町 355 番地 1
業　種：受託開発ソフトウェア業
ＴＥＬ：042－644－0013　ＵＲＬ：http://shannon-lab.org/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は、これまでソフトウェアの受託開発事業と、自社で開発したソフトウェアを販売してきた。「人工知能」と

「音声認識」を特に強みとし、しゃべるキャラクターや、ユーザーからのレスポンスを人工知能により反応を返すソ

フトの開発実績がある。

計画策定のきっかけは、当社が保有する人工知能のエンジンを様々な企業様に使っていただき、新規サービスの創

出に貢献したいというものが挙げられる。特に、音声認識やテキスト対話のエンジンをどの企業様も使えるようにな

り、介護にかかる応答システムをはじめとする様々なシステム・サービスを開発することが可能となる。また、今後

は、エンターテインメント事業を行っている企業様やメーカー企業様など、他分野に広がりを見せると想定される。

■新事業の計画内容

新規事業では、人工知能を備えたキャラクターが、単に話すだ

けでなく、音声認識を使って双方向の対話を可能とするものであ

る。「対話機能の強化」と「ノイズキャンセルマイクの精度向上と

製品化」に新たに取り組む。 

既存製品では、「動詞」にしか応答ができないため、「食べまし

たか？」の受け答えには対応できるが、「大丈夫ですか？」などの

受け答えには対応できなかった。新たに対話機能を強化し、当社

が得意とする「人工知能」の能力向上と「音声認識」の精度向上

により、より多くの場面に対応できるようにする。また、大量の

アクセスがあっても、反応スピードが落ちないようにするととも

に、利用者の好むデザインへ修正する。 

さらに、当社開発のマイク(右の写真参照)として、マイクの近

くの音声だけを拾う仕組みにすることでノイズを低減し、当社代

表が人脈を持つスピーカー製造業者に生産を委託し、量産化を図

ることとする。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

承認メリットとしては、専門家を派遣する実施フォローアップを受けることができたことが挙げられる。また、見�

込みと違うと感じていることは、資金面において承認前と状況が変わっていないため、多角的な開発が実施できな

かったということである。したがって、あくまで資金面ではなく、経営面における支援という観点では承認メリッ

トを感じている。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

中小企業診断士の方に経営等のサポートをしていただき、非常に助かっています。しかしながら、中小企業診断士

にも様々な方がいらっしゃるので、良い方に来ていただいた当社は幸いであったと思います。 
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技術者作業行動予定表自動化システムを構築し提供していく
（承認年月：平成27年8月、5年計画）

技術者作業行動予定表自動化システムを構築し提供していく
（承認年月：平成27年8月、5年計画）

企業概要

株式会社ゼスト（代表取締役：伊藤　由起子）
所在地：東京都中央区新富 2－4－12　三井ビル 3F
業　種：受託開発ソフトウェア業
ＴＥＬ：03－5542－0542　ＵＲＬ：http://www.zest.jp/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
弊社は昭和 63年 12月に設立し、顧客ニーズの本質を把握して、問題解決のためのツールとしてソフトウェア・シ

ステムを開発する業務を営んできた。

本計画で開発する「行動予定表自動化システム」は、建物診断会社から、コンサルタントの行動予定作成の自動化

を図るためのソフトウェア開発を受託したことがきっかけである。このソフトウェアによって、煩雑であった同社の

業務が効率化され、スタッフは顧客満足の向上に専念できるようになった。 

その後、このソフトウェアに対して複数の問い合わせを受けるようになった。調査の結果、大半の企業で、スケジ 

ューリングをベテランのノウハウに頼っている実態が明らかになったことから、より多くの企業の省力化に貢献でき

るよう、システムのパッケージ化を図ることとした。 

■新事業の計画内容
新事業では、多くの業種・業界で利用できるように大幅に機能

を高めたバージョンとして、「技術者作業行動予定表自動化シス

テム」を開発し、大規模な販売体制・技術サポートの強化を図る。

弊社では、様々な業種・業界の企業 700社に対してヒアリング

を行い、求められる機能を精査した。その結果に基づき、次のよ

うに機能を拡張・充実させるとともに、クラウド化を図ることと

した。 

・担当者の技能と業務内容のマッチングを最適化

・現在の予定状況・未来の空き状況を一覧表で確認可能

・他社システムや自社の基幹システムと連動可能

・ボタン一つで予約と担当者のマッチングを最適化

・Google/昭文社/駅探と連動したルート最適化

・Webサイトからの予約可能

・マルチデバイス対応

これらの機能により、多くの業種・業界において、様々なミス

マッチや予約トラブルの回避が図られるだけでなく、予定表作成

作業の大幅な効率化、指示書や資料の削減等を実現できるように

なると考えている。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
経営革新承認は、ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金の加点対象となり、平成 27 年度補正の同補助金

の採択を受けることができた。また、特許料金が半額に軽減されることも大きなメリットであり、現在審査中である。 

 現状では、金融機関からの融資につながっていない点が課題であり、もっとアクセルを踏み込みたいのに十分踏み

込めないもどかしさを感じている。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
事業計画を作成すること自体が、会社にとって非常に大切なことだと思います。

自分たちがこれから何をどうやっていくのかをまとめておけば、後々、その計画と実態を比較することができます。

現状でどの程度のズレが生じていて、どう修正していくのかを計るための羅針盤としての役割を果たしてくれます。 

弊社では、今回、2回目の策定となりました。是非、皆様にも策定をお勧めします。 
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画像復元技術と最新AR技術による同窓会ビジネスの展開
（承認年月：平成27年10月、4年計画）

画像復元技術と最新AR技術による同窓会ビジネスの展開
（承認年月：平成27年10月、4年計画）

企業概要

株式会社タスク（代表取締役：岸本　雅弘）
所在地：東京都世田谷区上馬 1－35－10　日神パレステージ三軒茶屋 214 号
業　種：専門サービス業（3 ＤＣＧパース制作）
ＴＥＬ：03－4400－9474　ＵＲＬ：http://www.task-inc.co.jp/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ 

当社は平成元年に設立し、都市開発・土木工事等のパース(完成予想図)制作会社として、公共工事の受託を圧倒的

な強みとし、画像処理技術およびバーチャルリアリティ(VR)技術を蓄積してきた。しかし、公共事業の特性から繁閑

の差が激しく、平準化するために新事業展開の必要性を感じていた。 

同窓会ビジネスのきっかけは、私自身の同窓会に企画から参加したことだった。古い卒業アルバムから昔の校章を

復元し、クラスの集合写真に名前を付加して拡大し、貼り出したところ、とても好評だった。また、近年は団塊世代

の退職等により、同窓会ビジネスが活況を呈しているという記事を目にすることが多く、成長性があると見込んでい

る。喜ばれる仕事をしたいという思いと、既存事業の繁閑の差を平準化する目的から、新事業を計画するに至った。 

■新事業の計画内容 

当社が強みとする画像処理技術および新技術の ARを活用し、同窓会

そのものの演出をサポートする。 

① 経年劣化した卒業アルバムの写真やデザインを、画像復元技術により

デジタル化

学生時代の思い出が詰まっている卒業アルバムは、同窓会の演出に最

も優れた素材である。しかし、多くは経年劣化しているため、当社の画

像処理技術を駆使して、復元・デジタル化する。デジタル化により、会

場に拡大掲示するとともに、CD-R等にて配布することが可能となる。 

② AR技術を駆使した招待状・名札の提案、作成

右図のように、AR(拡張現実)技術を駆使した招待状や名札を作成する。

招待状の画像にスマホをかざすと、幹事が語りかける動画が始まり、同

窓会への参加を促す。また、参加者の名札にスマホをかざすと、学生時

代の写真等が浮かび上がるという仕掛けも可能である。 

③ 同窓会幹事さんとの連携

同窓会ビジネス用のホームページを新たに立ち上げ、同窓会を盛り上

げようとしている幹事さんの集客を図る。また、プレスリリースを活用

し、メディアへ働きかけ、同窓会幹事さんに向けて、広く情報発信して

いく。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見） 

メリットは、日本政策金融公庫から低金利の融資をすぐに受けられたことである。また、東京都から承認を得られ

たことで、自信をもって計画を実施することができることだ。一方、当初の見込みが外れたことは、想定していた同

窓会幹事代行業者との提携ができなかったことだ。そのため、直接、同窓会幹事さんに働きかける必要か生じ、AR事

業部および同窓会事業部を立ち上げた。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ 

新しいことに取り組むのは困難を要することですが、経営革新計画の承認を得たことは、自分を追い込むために、

良かったと思います。計画が承認されたことにより、これで一つ階段を上ったな、という実感があります。計画実施

過程では、実施フォローアップの支援を受け、専門家からの助言も得られます。どんな計画も PDCA サイクルを回し

ながら見直しが必要ですので、要所で外部のコンサルタントを無料で派遣してもらえるのは助かります。経営の安定

あるいは成長のために、経営革新計画が背中を押してくれます。 

しゃ
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日本製高級デリケートゾーン専用ブランドの開発と販売
（承認年月：平成28年3月、5年計画）

日本製高級デリケートゾーン専用ブランドの開発と販売
（承認年月：平成28年3月、5年計画）

企業概要

株式会社バルドゥッチ（代表取締役：バルドゥッチ淳子）
所在地：東京都渋谷区富ヶ谷 2－34－21－202
業　種：広告制作業
ＴＥＬ：090－8508－8429　ＵＲＬ： http://www.balducci.jp

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成 26年に設立し、美容関連商品のマーケティング業の会社として、グローバル市場向けの商品開発企画、�

PR戦略、販売促進施策、教育、店舗などの企画と運営を行っている。 

日本の美容市場において、脱毛サロンの急成長とともに、女性のアンダーヘアへの意識が高まり、デリケートゾー

ンの露出から生まれるケアの需要が拡大されているにも関わらず、日本製高級ケア商品は欠如しているのが現状であ

る。美容のトレンドは欧米から発信され日本に流れ普及するが、世界市場においてデリケートゾーンケア（フェミニ

ンケア）市場は拡大している一方で、日本市場は大きく遅れているといえる。当社がアンケート調査を実施したとこ

ろ、実際の日本人女性の多くの悩みが顕在化した。そこで、美容や女性の需要に関して、国内外の知識が豊富な当社

が、多様化する女性の需要に解決策を提供し、高級デリケートゾーンケア市場を率先できないかということで新事業

を検討開始した。

■新事業の計画内容

新事業では、美容業界の女性エキスパートを集め、その人脈と知識を活用し、

また女医とのコラボレーションによって、日本製高級デリケートゾーン専用ブラ

ンド「トレスマリア」を開発する。多様化する女性の需要に解決策を提供するこ

とで、日本にてデリケートゾーンケア市場を確立する。そして、世界に誇る日本

産ブランドとして世に送り出すことを目標とする。

「トレスマリア」（三人のマリア様のスペイン語）は、母、私、娘の三世代の

象徴であり、母や私が悩みから解き放たれ満たされることで、子供、そして日本

を潤すというブランドメッセージである。 

この新事業により、 

・ユーザーにとっては、多様化する女性特有の悩みや不便さが解決され、ポジテ

ィブな思考への転換の機会となる。

・社会にとっては、デリケートゾーンケアが母から子への温かい口頭伝承となり、

美しく輝く女性が増え、そのポジティブな生き方そのものが、次世代へと受け

継がれ、日本の明るい社会づくりにつながる。 

・販売先としては、先端の高級美容商材によって、新規の顧客を獲得することが

できる。

・当社にとっては、日本初の日本製高級デリケートゾーンブランドとして悩みに

対するソリューションを提供し、確固たる地位を築くことができる。

というような多方面での利点のある事業展開を行うことが可能となる。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

金融機関からの信用が高まり、取引先様からの評価が高まったことが大きなメリットであった。また、支援策とし

て、専門家による多岐分野に渡る実施フォローが非常に役に立ち、プロジェクトが着実に遂行することが可能となっ

た。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画を策定することで、今後のビジョンや具体的な事業計画が明確になり、ビジネスの基盤となります。

また、専門家による実施フォローによって、計画をプロアクティブに実行し、レビュー・改善することで、実現性が

高まると考えます。 
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自由度の高い取引条件に個別対応できる低コスト電子商取引システムの開発
（承認年月：平成28年8月、4年計画）

自由度の高い取引条件に個別対応できる低コスト電子商取引システムの開発
（承認年月：平成28年8月、4年計画）

企業概要

株式会社マスターズソリューション（代表取締役：高見　淳）
所在地：東京都中央区東日本橋三丁目 12 番 2 号　清和ビル 6 階
業　種：受託開発ソフトウェア業
ＴＥＬ：03－5614－0520　ＵＲＬ：http://www.ms-sol.co.jp/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成 21 年の設立以来、各業界の業務に即したソフトウェア開発を通して多くの大企業と信頼関係を築いて

きた。近年卸売業では、大企業を中心に紙媒体のコストや作業負担を大幅に削減できる電子商取引システムの導入が

進んでいるが、既存の電子商取引システムは以下の課題を抱えている。 

1．卸売業者ごとにオーダーメイドされることが一般的であるため、開発費・維持管理費が高額になりがちである。

2．商品選別や値引率など、取引先ごとの個別の販売条件での対応が困難であり、様々な受注条件の一括管理に支

 障をきたしている。 

そこで、金銭面に余裕がない中小企業等でも利用可能で、顧客ごとに異なる条件での多様な卸販売の一括管理が可

能な電子商取引システムの実現を図る為、従来よりも低コストで多様な取引条件に個別対応できる電子商取引システ

ムの開発・提供を新事業として計画するに至った。

■新事業の計画内容

　本システムは Web上に構築し、多数卸業者が同一システムを利用するものであり、メンテナンスは当社が実施す

る。卸業者が、小売り業者をシステムへ招待することで取引が可能となり、小売業者ごとに異なる販売条件で商品

提示を行うことができるようにするものである。

1．事業化準備�

以下段取りで事業化準備を進める。 

(1)社内体制整備、(2)システム構成の概要決定、(3)システ

ム遷移フローの決定、(4)システムの詳細設定、(5)プログ

ラミング、(6)広告宣伝活動

2．稼働試験 

システム稼働試験を行い、これを踏まえてシステム改善を

行う。 

3．事業化 

顧客に対して本サービスの提供を行い、システムの安定稼

働の為、定期的にメンテナンスを実施する。 

4．事業改善 

利用者アンケートを実施し、アンケート結果をもとにサー

ビス改良や販売方法の見直しを行う。 

5．事業拡大

市区町村/卸業者間 EC や飲食店/仕入先間 EC 等他業種へ展

開し事業拡大を図る。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新計画を策定することで、新たな社内の目標と行動が明確となり、改めて全社の意識統一を図ることができ

ました。また、承認を受け、社会的な信用も得られたことは、新たな事業展開の大きな推進力となりました。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画を策定することで、自社を客観的に見直し、新規事業を見出すきっかけとなりました。また、経営革

新計画承認により外部からの信用力も高まり、東京都制度融資優遇金利利用の可能性も開けることは、企業にとって

の大きなメリットとなると思います。 

写 真 
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寝床内温度コントロールシステムの開発
（承認年月：平成28年2月、4年計画）

寝床内温度コントロールシステムの開発
（承認年月：平成28年2月、4年計画）

企業概要

株式会社アイスリープ（代表取締役：犬山　義昭）
所在地：東京都荒川区荒川 8－20－5
業　種：コンサルティング業
ＴＥＬ：03－6806－8077

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
アイスリープ社は、寝具業界での長年にわたる経験や研究成果を基に、睡眠環境製品に関する性能評価や情報提供、

コンサルティングを主たる事業としてきた。当社では会員制組織「アイスリープ会」に属している企業から受注する

ことで業界外企業との業務を排除している。平成２７年度時点での会員数は１５社となっている。

コンサルティングの実施は当社代表者のみであり、専門知識を持つ人財を確保するのも困難な状況でもあり、契約

会社を増やすことが望めないのが実情である。また、コンサルティング業では契約期間の終了時の契約更新などが必

要であり安定的な売り上げの確保が困難である。そこで当社の睡眠に関するノウハウを生かした製品を開発し販売す

ることで経営の安定化を図ることにした。 

■新事業の計画内容
昨今では健康の維持には睡眠も重要であるとの意識が広がりを見せて

おり、寝床内環境や睡眠環境におけるビジネスチャンスが拡大している。

そこで、アイスリープ社では人体の睡眠段階と寝床内実測温度に応じた寝

床内環境を制御するシステム開発を進めている。このシステムは、人間の

体温の変化により、温度調整器具である電気毛布やヒーターなどのＯＮ・

ＯＦＦ制御を行い、最適な寝床内環境を提供するものである。 
既存製品には、一般的な睡眠サイクルを基に温度制御を行う電気毛布類

はあるが、睡眠サイクルは個人差があり、体調によっても変化するもので

あり、必ずしも最適な温度制御が出来ているとは言えない。当社の新製品

は「睡眠判定センサー」を内蔵しており、このセンサーで取得したデータ

により睡眠サイクルの状態を判定して、最適な寝床内環境を実現する。 
完成した製品は寝具メーカーに対してОＥМ製品として提供し、寝具メ 

ーカーは、寝具内温度コントロールを付加価値とした寝具として販売をし

てもらう計画である。当社はこのＯＥＭ製品の試作開発をし、協力メーカ 

ーを通じて寝具メーカーに納品をすることでコンサルティング業に加えて

開発商品の販売事業を展開する。製品の開発は測定器とセンサーをオリジ

ナル筐体とセット化し、寝具メーカーに組み込むＯＥＭ製品として計画し、

小型化、デザイン性を追求した。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
経営革新計画立案を成文化したことにより、自社の今後の目標管理や経営面での利益体質に対しての意識向上が明

確化できたことが最も有意義でした。承認後、荒川区での支援事業に対し積極的に申込みに参加することが出来まし

た。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営革新計画を作ると言うことは、自社の「現状把握」「目標管理」を明確にできることにあります。経営は、う�

まくいっているときは見えないことを、中小企業診断士などの客観的目線で「現状把握」を行って分析をして、目指

すべき方向性を会社内で共有して計画的に実施することが大切だと思います。 

是非「経営革新計画」策定をお薦めします。 
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空き家の活性化と住宅及びゲストハウスの開発、運営
（承認年月：平成26年12月、4年計画）

空き家の活性化と住宅及びゲストハウスの開発、運営
（承認年月：平成26年12月、4年計画）

企業概要

Ｈ＆Ａ株式会社（代表取締役：川口　大成）
所在地：東京都中野区大和町 1－31－5
業　種：不動産業
ＴＥＬ：0120－22－33－93　ＵＲＬ：http://www.misawa-mrd.net/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は平成 20 年に設立し、現在中野区に本社を置く不動産会社である。主な既存事業は不動産仲介である。中古

マンション、中古戸建、新築戸建など、一般エンドユーザーの住まいを中心に仲介を行なっている。当社の特長は、

集客をインターネットに絞る等、広告宣伝費を圧縮することで、「買主の仲介手数料を無料又は半額」にしているこ

とである。販売促進の工夫により顧客への還元を行なうことで、価格サービス面で他社との差別化を図っている。リ

ピート率や口コミ率の高さが強みである。

本計画策定のきっかけは、①近年増える空き家・空室問題に悩む大家さんや地主さんの存在、②数年後に東京オリ

ンピックを控えて、訪日外国人観光客がさらに増加傾向にあること、等を知ったことである。

当社ではこの 2点を踏まえて、空き家の活性化と訪日外国人宿泊需要の対応について新たに事業化を検討し、本計

画の策定を行なった。 

■新事業の計画内容
当社の不動産仲介ノウハウを活用して、空き家問題で悩む大家さんや地主さ

んから土地や空き家の買取りを行なう。買取り後、宿泊施設用として耐震補強

等のリフォームや関係法令に適合させるリフォームを施し、ゲストハウスとし

て再生し、運営を行なう。また、古家を利用できない場合は、解体し新築でゲ

ストハウスを建設し運営を行なう。ゲストハウスの運営においては、主に外国

人観光客にターゲットを絞り、東京オリンピックの外国人宿泊施設の供給にも

つなげていく。

販売促進面では、お洒落な日本の良さを強調した内外装デザイン等、宿泊者

をリピーターにつなげる工夫を行なう。また、現在の自社ホームページとは別

に、ゲストハウス運営用の専用ホームページを立ち上げ、世界中の観光客に対

する周知を図っていく計画である。 

これにより、 

・既存の仲介業を通じて探索した、空き家や空室の多い物件を収益に結びつけ

る

・訪日外国人向け滞在施設の課題解決を通じて、地域への貢献と顧客との関係

性強化

といった効果を目指している。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
承認メリットは、東京都を通じた経営サポートを受ける機会があることである。承認後、蒲田店を出店の際には、

東京ビジネスサポート専門家派遣事業により、経営シミュレーションや資料作成等のサポートを受けることができ

た。新事業に限らず、既存事業への波及効果もあるように思う。 

一方、計画承認は融資保証ではないため、資金調達の面での苦労は避けられず、新規事業を思うように進められな

いジレンマも感じている。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
やらないよりは、やったほうがいいです。現段階では費用対効果の点でまだ成果はあがっていませんが、取得して

良かったと思います。計画承認へ向けての準備には時間もかかりますが、取得することをおすすめします。 
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実務系コンサルティングの展開による総合コンサルへの事業拡大
（承認年月：平成28年8月、4年計画）

実務系コンサルティングの展開による総合コンサルへの事業拡大
（承認年月：平成28年8月、4年計画）

企業概要

MI コンサルティング（代表：井上　雅夫）
所在地：東京都小金井市本町 4－1－38－213　メルローズスクエア武蔵小金井
業　種：経営コンサルタント業、社会保険労務士業
ＴＥＬ：090－6525－0188　MAIL：sri@mi-sr.com　URL： http://www.mi-sr.com/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

平成 24 年に経営コンサルタントとして独立した。業務内容は経営支援を中心としたコンサルティング業務と社会

保険手続き業務や就業規則等の作成支援であり、対象企業の業種は問わない。しかしながら、社会保険労務士も過当

競争で、新たな顧問先の発掘には苦戦をしている。 

平成 28 年 1 月からのマイナンバー制度の導入に際し、中小規模事業者向けのセミナー講師を数回務めた。そのな

かで、中小規模事業者には導入支援から実際の運用まで、トータル的に依頼したいというニーズが多くあることがわ

かった。そこで、中小企業のニーズに応えるべく、freee株式会社と株式会社Donutsの「認定アドバイザー」になり、

株式会社日本シャルフの社会保険業務システムを当事務所に導入して、クラウドの活用による低コストでのサービス

提供をすることを計画した。 

■新事業の計画内容

新事業では、クラウドサービスの導入支援および、給与計算業務

と社会保険の手続き業務を、ワンストップかつ低価格でサービスす

る実務系コンサルティングを行う。 

当事務所の実務系コンサルティングは、①クラウドシステムを活

用した出退勤管理と給与計算の融合およびマイナンバー管理の支援、 

②クラウドで会計記帳することにより自動での会計帳簿や決算書の

作成支援、③社会保険関係の電子申請手続きが 3本の柱である。

従来の戦略系コンサルティングに加え、新たに実務系コンサルテ 

ィングメニューを増やし、既存事業との相乗効果を狙う。 

本事業実施による顧客のおもなメリットは、①クラウドソフトの

導入により社内に人材確保の必要がなくなる、②業務のスピードが

格段と速くなる、③委託により法律改正への対応がスムーズになる、 

④今まで、別々に依頼していた会計・人事関係の委託先が一か所で

済むようになる、⑤社内のマイナンバーへの対応負担が軽減する、な

どである。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新計画への認知度が意外に低く、これは何ですかという質問が多かった。しかし、計画についての説明をす

ると、内容をご理解いただき、信用していただいたのか、受注につながるケースが数件あった。まだ、成果としては

限定的であるが、今後も PRし、受注につなげていきたい。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画を作る際に、商工会の人たちからさまざまな助言をいただきました。その中で一番印象に残っている

のは、お客様は何に魅力を感じるかという点です。それまではどうしてもサービス内容が提供者目線になってしまい

がちでした。それを指摘され、また、アドバイスを受けながらお客様の立場にたって考えることができたのが良かっ

たと思います。 
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自動定期通電装置の開発と販売
（承認年月：平成27年10月、5年計画）

自動定期通電装置の開発と販売
（承認年月：平成27年10月、5年計画）

企業概要

サンタックス株式会社（代表取締役：田中　惇介）
所在地：東京都千代田区神田東松下町 25 番地
業　種：自動車賃貸業
ＴＥＬ：03－3256－8801　ＵＲＬ： http://www.suntacs.co.jp/

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ 

当社は昭和 5年に創業し、自動車リース、販売、整備をメインに自動車のワンストップサービスを行っている。ま

た、防災用品の販売、電動階段運搬車の輸入販売も行っている。当社で販売している電動階段運搬車では、利用頻度

の少ない顧客において、定期的な充電をせずバッテリーを使用不能にしてしまう場合があり、都度新規にバッテリー

を再購入していただいている。広く使用されている鉛バッテリーには、完全な放電状態になると充電ができなく使用

不可能になるという特性がある。とくに、利用機会が定まっていない防災用の蓄電池や UPSでは、バッテリーを放電

させて損傷してしまうケースが後を絶たない。 

このような状況から、定期的に自動で通電して充電すれば問題は解決するのではないかと考えたが、適応する製品

が見当たらなかったため、当社で、新規事業として開発に取り組むこととした。 

■新事業の計画内容 

本製品は、一定期間毎に一定時間通電させる機能をもったコンセントアダプター

である。現在市場にある類似商品としては、「1日の間に自動で ON－OFFを繰り返す

商品」、「一定の時間経過時に 1 回だけ ON又は OFFにする商品」、「一定時間単位（時

間・日・週）で ON－OFF が可能な商品」などが存在する。当社の新製品は、長期間

かつ一定間隔でバッテリー充電器を ON－OFF させる事ができ、防災用バッテリー利

用者向けに、対象バッテリーの仕様に合わせて通電間隔を設定できる。 

製造面では、製品の安全性に関する PSE認証を取得している製造委託先を選定し、

安全性を確保する。 

販売面では、取引実績のある、防災卸商社や、蓄電池メーカー、防災用簡易無線

のメーカーに対して、営業を行っていく。また、本製品を「スマート通電」と命名

し、防災関連の展示会に出展するとともに、ホームページを充実する。 

なお、本経営革新計画で開発する「タイマー機能付きコンセントアダプター」に

ついては、平成 27年 7月 29日に特許を出願済みである。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見） 

 経営革新計画の策定を通じて、新規事業を立ち上げる際にやるべきことが明確になったこと、フォローアップなど

の仕組みで助言が得られたこと、トライアル発注などの機会が得られる可能性があることを、承認メリットとして感

じている。しかしながら、融資や助成金にはいろいろハードルがあり、使いにくいと感じた。 

 一方、製品化に当たっては、当初見込み以上に、製品の安全性を確保するため、PSE 認証を取得している製造委託

先の開拓が難航した。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ 

経営革新計画の策定と申請には、かなり時間も労力を要するため大変でしたが、今ではやってよかったと考えてい

ます。計画の策定と申請にあたって、専門家のサポートを受けられる制度もあるため、そのような外部の力を活用す

ることで、経営革新計画の策定や申請に割ける人員が少ない企業でもチャレンジできると考えます。また、経営革新

計画の策定には、社員の意識の高揚という側面もあります。 

自動定期通電で防災用
バッテリーの過放電を防止
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障がい者向け職業訓練付きアパートの運営
（承認年月：平成28年8月、4年計画）

障がい者向け職業訓練付きアパートの運営
（承認年月：平成28年8月、4年計画）

企業概要

首都マンションズ株式会社（代表取締役：釘宮　道弘）
所在地：東京都港区南青山 2－2－8　DF ビル 10F
業　種：不動産代理業・仲介業
ＴＥＬ：03－5772－1166　ＵＲＬ：http://www.metro-mansions.jp/index.html

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

　当社は、平成 24年 1月創業の不動産代理業・仲介業者である。事業用不動産の開発・紹介、居住用不動産の紹介

を柱として、オフィス店舗の紹介、不動産セミナーの開催等の事業を手掛けている。 

当社は事業用不動産の開発の一環として、民間の障がい者支援機関からの依頼で障害者向けグループホームの開発

を試みたが、不動産会社からは敬遠されているのが実態である。また、近年国の政策により障害者の雇用数は増加傾

向にあるものの、障がい者は日常生活に時間がかかり、職業能力の向上のための勉強に使える時間が少ないため、就

業ができても昇給・昇格等を果たせる人は非常に少ない。 

そこで、当社は自ら民間の障害者支援機関と連携して「障害者向け職業訓練付きアパートの運営」の事業化を計画

するに至った。 

■新事業の計画内容

本計画は、当社と民間の障害者支援機関が連携して、就

業中の障害者向けに専用アパート、教育・訓練、生活サポ

ートサービス等をワンストップで提供する「障害者向け職

業訓練付きアパート」の開発・運営であり、就労先企業と

障害者の双方が理解をもって働く環境構築をサポートする

事業である。 

１．障害者向け専用アパートの提供 

中古アパート(1 棟)を購入し、当社にて法律要件に合

うよう改装をし、居室に近接した場所に、入居者同士

でのコミュニケーションや、訓練が行える共同のリビ

ングを設ける

２．障害者の能力アップ支援（教育・訓練） 

パソコンスキル、コミュニケーション能力、ビジネス

マナー、就職活動支援等、スキル醸成の支援をする。

３．生活サポートサービス 

世話人が常駐し、就業先への送迎、家事などの日常生

活支援をする。 

 本計画は、障がいが比較的軽度の方の利用を想定しており、「外部サービス利用型グループホーム」の規定に沿い

施設運営をする。利用者へはサービス提供を通じて、働く喜びを感じながら生き生きと暮らせるようサポートし、

就労能力及び意欲向上につなげる。就労先企業へは、企業における社会的責任を果たすことへの一助となること

を目指している。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

特に大きな当初見込みとの違いはありませんが、予想通り融資の困難さを感じています。当社の場合、融資目的が

居住用不動産の取得になるため、どうしても高額融資になります。しかも、継続的に不動産を取得するビジネスにな

りますので、融資がなければ成り立ちません。現行の中小企業向け融資制度では不足しますので、どのような融資を

得るかが大きな課題です。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ �

 経営者であれば、現在のビジネスの延長線上に多少なりとも新しい取り組み材料があると思います。その中で特に

取り組みたい内容に着目し、深掘りし、整理していけば経営革新計画が策定できると思います。他社で類似の事業

が行われていても問題ありません。独自のカラーを織り込みましょう。また、最後に複数人でレビューし、実現可

能性についてチェックしてください。 
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「インバウンド向け　カルチャー体験＆民泊施設」の構築とサービス提供
（承認年月：平成28年5月、5年計画）

「インバウンド向け　カルチャー体験＆民泊施設」の構築とサービス提供
（承認年月：平成28年5月、5年計画）

企業概要

株式会社ノマド・グローバル（代表取締役：桐山　一人）
所在地：東京都大田区下丸子 1－5－17
業　種：旅行業
メール：1k.nomadglobal@gmail.com　　ＵＲＬ： http://nomadglobal.co.jp

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は平成 22 年 3 月に創業し、主として富裕層向けに投資や資金運用に関するファイナンシャル・プランニング

に関するセミナーを行っている。仕事上、海外に行くことが多い中で、日本文化やマンガに興味をもつ諸外国の人々

とより多く接する機会が増えた。そうした交流の中で「日本でマンガを勉強できないか」とか、「日本にマンガを見

に行きたいので安い宿を紹介してくれ」といった相談を受けることが多くなった。それであれば、日本のもう一歩突 

っ込んだマンガをはじめとする日本文化を体感できる「学びの場」、そしてリーズナブルな宿泊施設を提供したいと

思ったのが、新規事業を思い立ったきっかけである。 

■新事業の計画内容
①体験型マンガ教室

マンガ初心者向けに 1 週間から 3 ヵ月のクラスを設け、

1日 2レッスンを行う予定で、1クラス 7～8名を想定して

いる。元漫画家の前田俊夫氏に監修を依頼して、日本のマ

ンガをかじってみたい、勉強したいといったニーズに対応

する。

②その他の文化体験

同上の日程で日本語教室も開催する。他の日本語学校と

差別化するため、マンガを題材にしたテキストを作成し、

週 1回のアニメソング教室、その他、月 2回のコスプレ教

室や日本食クッキング教室を行う。 

コスプレスクールは、お披露目の場としてメイド喫茶の

ステージやドンキホーテの催事場で発表を行う。

③マンガ及び日本カルチャーに興味がある外国人専門の民泊施設

マンガ、日本文化体験教室を併設した民泊施設（予約手配）を大田区で展開し、滞在期間は 6泊以上とする。民泊

施設の基本モデルとしては、3 階建で 1 階は教室として活用し、2 階は、大型モニターを備えたサロンとして旅行者

同士の情報交換の場として開放。大型モニターからは、日帰り旅行のイメージビデオのプロモーション動画を流す。

3階の 2部屋にはベッド、小型テレビ、冷蔵庫等を用意し、7～8人が寝泊まりできる宿泊部屋とする。 

※ただし、必ずしもモデル通りの施設でなくても（宿泊のみ等）、近隣であれば分業による連携で対応する。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
経営革新（申請書）を作成することにより、自分なりの考えや将来展望を纏めることが出来たので、計画書として

も使える指針（道標）が持てたことが大変良かったです。未だ取得して 2ケ月しか経ちませんので、結果が出るまで

には至りませんが、この経営革新を有効活用して当社の経営に於ける最大のパフォーマンスを導きたいと考えており

ます。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営革新を取得することにより、今まで見逃していた数値や経営指標を改めて垣間見ることが出来ました。また自

分の仕事を見直す意味でも大変役に立ちました。 

そして経営革新を取得したことにより弾みがついて、ものづくり補助金も此度、採択いただく結果と相成りました。 
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自社ブランド確立による新商材開発および美容スクール開設
（承認年月：平成27年12月、5年計画）

自社ブランド確立による新商材開発および美容スクール開設
（承認年月：平成27年12月、5年計画）

企業概要

MEGALASH 株式会社（代表取締役：尾崎　友美）
所在地：東京都渋谷区円山町 5－18　道玄坂スクエア 906
業　種：美容業
ＴＥＬ：03－6416－1726　ＵＲＬ：http://crazybeauty.jp

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

まつ毛エクステンション専門サロン CRAZY BEAUTY を 8 年前に創業し、2011 年 12 月 MEGALASH 株式会社を設立し�
た。創業 8年、法人化して５年経過し、社長自身でまつげエクステをブランディングしたかった。 
まつ毛エクステの柔らかさ、軽さ、柔軟さにこだわり最高品質のまつ毛エクステを国内外に探してみたが、なかな

か良いものが見つからず、自社開発するに至った。自分で本当に良いものを作ろうと４年以上の研究でやっと完成し
た、日本人の繊細なこだわりで出来た世界一を目指す形状記憶の最高品質ロシアンセーブルまつ毛エクステを提供す
る。スクールは準備中であり、海外の商法登録を取得していこうと試みている。当初は、アメリカの会社として展開
することに着手する。 

■新事業の計画内容
当社の強みとして、高品質まつ毛エクステンション技術がある。先端

を特殊技法で細く加工した限りなく自まつ毛に近い素材を使用している。
ほとんどのまつげエクステは、中国、韓国で製造されている。1 回両目
1.5時間から 2時間（初回はカウンセリング付き）程度の施術をし、約 3

週間～5週間長持ちをするが、毛周期に合わせて生え変わるときまつ毛と
ともに一緒にとれる。そして、また新しく生えてきたまつ毛に付け足し
てメンテナンスをする。洗顔すると、カールが取れたり、抜け落ちてい
たが、当社の商品は、形状記憶することでカールが長持ちする。 
　世間で扱われているまつげ接着剤は、雑貨タイプ 9 割・医療用 1 割で
ある。そのため、まつげエクステはトラブルが多く、問題になっていた。 
　そうした課題を解決するべく、医療機関や製薬会社からのサポートに

より、手術用の接着剤を取り入れて、安全なまつげエクステを開発する
ことになった。サポートしていただいている方が、医療関係に強く、つ
ながりができつつある。薬品会社と連携できており、もっと良品を展開
していこうとしている。 
スクールは、準備中であり、日本で実施し、その後はSNS等を介して

展開していく。アメリカ、中国同時展開し、後にヨーロッパも含めて進
める。ブランド商品として販売して、技術的には変わらないので、B2B取
引として、サロンに販売できるよう展開していく。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新計画をまとめることで、事業の方向性が明確になった。計画を実行する中で、問題も発生した。高品質ま
つ毛を開発するのに、5年かかった。サンプルを確かめて、生産にはいると、違ったものが送られてきたこともある。 
全量検品すると、カールできていないものがあったため、製造し直しの依頼をしている。 

まつげは準備できており、接着剤ができれば販売展開できるが、接着剤が未完成である。化粧品で売るか、医薬部
外品で売るか、検討中である。いずれにしても、海外の許認可を取る必要があり、時間がかかる。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

日本の技術を海外に発信し、日本人のこだわりと、繊細な技術で完成した最高品質な商品を世界に広める発想から
起こした新事業である。まだ道半ばであるが、徐々にチャネルがついてきている。クラウド・ファンデイングの成立
によってモニタリングも進んでおり、顧客から直接ヒアリングでき、意見を商品・品質に反映させて更に最高品質商
品の提供が可能になってくる。 
社長の持論として、「あきらめないでやり続ける。99％反対批判されても１％の可能性に全力を尽くす。やらない
で後悔するより、やって反省し次の手を打つ。」を貫いている。 

写 真 
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美容院向け次世代経営支援サービスの開発
（承認年月：平成27年7月、4年計画）

美容院向け次世代経営支援サービスの開発
（承認年月：平成27年7月、4年計画）

企業概要

有限会社カチャーシーパシフィックムーン（代表者取締役：金井　まゆ）
所在地：東京都目黒区中目黒 1-10-25　フレンドパレス 403
業　種：無店舗小売業（その他の小売） 他
ＴＥＬ：03－6452－2350

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は平成 15 年 3 月に設立し、独自に企画したシャンプーなどを全国の美容室、美容学校向けに通信販売する事

業と美容室オーナーを対象としたコンサルティグ事業を行ってきた。 

近年、小規模美容室はリピート率と客単価が下がり、苦戦している。経営改善のポイントは「カット＋パーマ」の

比率を高めることだが、顧客にとっては仕上がりが分かりにくいという不安も多く、課題になっている。 

新事業では、タブレットやスマートフォンなどの端末機器（以下、端末）に髪型をビジュアルに表示し、顧客の嗜

好に応じた提案やカウンセリングを行う「美容院向け次世代経営支援サービス」の開発を行う。これにより、物販中

心の事業形態から、アプリケーションプロバイダー事業への拡大を図る。 

■新事業の計画内容

「美容院向け次世代経営支援サービス」は以下のとおりである。

（１）カウンセリングのシステム化によりリピート率向上

スタイリストのノウハウを盛り込んだ、カウンセリング機能をシステ

ム化する。顧客の毛髪診断、なりたいイメージ聴取、おすすめスタイル

抽出、施術提案などを端末で行う。施術後に撮影した画像を蓄積し、顧

客の嗜好に合う髪型の自動抽出を行うこともできる。

（２）パートナー企業との連携により効率的にリスク分散

当社は、アプリの企画と販売する美容室の獲得を目的としたセミナー

講師を行い、パートナー企業に開発、保守、システム管理、セミナー開

催に係る販促活動などを任せ、効率化とリスク・負担分散を図る。 

（３）顧客、美容室の満足度向上により利益率拡大

顧客は、自身の髪型を確認しながら、美容師へのフィードバックがで

き、満足度が向上する。 

美容室は、質の高いカウンセリングを提供することで顧客との信頼関

係を深くできる。 

当社は、製品販売などが進み、売上高・収益率の拡大を期待できる。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
承認のメリットは、現状の課題を整理し、今後の方向性や目標が確認できたことである。しかしながら、最も期待

していた公庫からの融資は、経営革新計画が承認されていても獲得は難しいと感じた。実際、資金調達が思うように

進まず、製品化後のリスクも高いということで、本格的な開発着手はかなり遅れた。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営革新計画の承認をとれるような新しい事業を始める場合、今までにないビジネスモデルを考えると思います。

そのビジネスモデルを構築するには運転資金、設備投資などの資金が必要になりますが、融資を目的で経営革新計画

を策定することはあまりお勧めできません。ベースにあるビジネスの基盤を作った延長線上に経営革新計画を策定す

ることが必要だと思います。 
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ハーブティーの専門性を活かしたティーハウスを開店させ、軽食等の提供をしていく
（承認年月：平成28年2月、3年計画）

ハーブティーの専門性を活かしたティーハウスを開店させ、軽食等の提供をしていく
（承認年月：平成28年2月、3年計画）

企業概要

株式会社グリーンパーク（代表取締役：市村　百合子）
所在地：東京都中央区日本橋浜町 2－35－4　日本橋浜町パークビル 3 Ｆ
業　種：輸入卸売・小売業
ＴＥＬ：03－5623－5740　ＵＲＬ：http://www.greenpark.co.jp

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ
当社は平成 14 年 4 月設立以来、ハーブティー及び化粧品の輸入卸及び小売りを行ってきた。ヨーロッパのオーガ

ニック認証を取得したハーブティーを中心に、約 350種類の中から、美容、健康、リラックスの 3つのカテゴリーに

効能を分けて、取引先のコンセプト、ニーズや客層、季節等に合わせて製品を紹介している。

ハーブティーは、長く飲み続けることによって、体のバランスを整え、緩やかに悩みを改善していく西洋の漢方と

位置付けられている。一方、一般的なイメージは、「味覚もおいしくない」「入れ方や飲み方が面倒」などあまりよく

ない印象があり、なかなか日本市場では広がっていかないのが現状である。 

設立以来の取引先及びそのお客様から「ハーブティーを専門に取り扱っていて飲める店舗がない」との多くの声を

いただいてきた。新たなニーズに対応し、間違ったハーブティーのイメージを払拭していくためには、当社が行って

きた茶葉の卸売りや小売りという形態では訴求力が弱い。その場で気軽にハーブティーが飲める店舗、例えばカフェ

スタイルの形態であれば、ハーブティーの良さや楽しさがよりわかりやすく伝わるのではないかと考えてきた。そこ

で、美容と健康をコンセプトにしたハーブティー専門のティーハウスを開店し、合わせて情報発信を行い、お客様の

健康と美容に貢献する場所の提供を新事業として計画するに至った。

■新事業の計画内容
ハーブティーを専門に輸入販売を行ってきた当社が、美容と健康をコンセプトにした本格的なハーブティー専門の

ティーハウスを開店する。

創業から培ってきた経験と専門知識を強みとして活かし、飲み物の提供に加え、ハーブや野菜、フルーツ等を使っ

た軽食の提供の他、正しいハーブの知識を伝えられるように、ハーブを題材にしたワークショップの開催や情報発信

を行う。 

ハーブティーだけを専門に扱い、カフェスタイルで提供する店舗は他になく、優位性が確保できる。

具体的な事業内容は以下のとおりである。

① 四季それぞれに応じて、ハーブティーの効能のキーワードを

決め、それに即したハーブティーを提供する。

例）春は花粉・アレルギー対策：花粉すっきり茶等を提供

② お客様の体調やご要望に応じて、美容、健康、リラックスの

3カテゴリーから選択してハーブティーを提供する。

③ 軽食、スイーツにつき、カロリー計算を表記して、季節ごと

の野菜や果物を取り入れた、季節感溢れるヘルシーなラインア

ップを提供する。

④ ハーブの正しい知識やレシピなどの情報を発信する手段と

して、ワークショップを店舗内で行い、より一層ハーブ製品に

興味を持って頂くことにより、差別化を図る。

⑤ 店舗の立地については、ターゲット客層である「美容や健康

に高い意識や興味を持つ女性層」にふさわしい、話題性、将来

性のある立地を検討する。

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）
経営革新計画を策定することで、新たな社内の目標と行動が明確となり、改めて全社の意識統一を図ることができ

ました。また、承認を受け、社会的な信用も得られたことは、新たな事業展開の大きな推進力となりました。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ
経営革新計画を策定することで、専門家のアドバイスを受けながら自社を客観的に見直し、新規事業を見出すきっ

かけとなりました。また、その上で東京都制度融資優遇金利利用の可能性も開けることは、企業にとっての大きなメ

リットとなると思いますので、希望と勇気をもって利用されることをお勧めします。

グリーンパーク社のハーブティー 
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「終活コミュニティカフェ」によるライフエンディング・ワンストップサービス
（承認年月：平成28年3月、5年計画）

「終活コミュニティカフェ」によるライフエンディング・ワンストップサービス
（承認年月：平成28年3月、5年計画）

企業概要

株式会社ハウスボートクラブ（代表取締役：村田　ますみ）
所在地：東京都江東区住吉 2－2－4
業　種：港湾旅客海運業
ＴＥＬ：03－6659－9801　ＵＲＬ： http://hbclub.co.jp

終活関連の展示 

明るく入り易い入口 

■既存事業の内容と計画策定のきっかけ

当社は、個人・法人に対して貸切パーティークルーズや各種イベントクルーズパーティーを提供するクルーズ事業

と海洋散骨(故人の遺骨を粉末化し海に散布する葬送)の企画施行を行う海洋散骨事業を行っている。海洋散骨事業は、

とくに都市部の墓問題の解決にもなることから、創業以来右肩上がりの成長を続け、平成 26 年の売上でクルーズ事

業を追い抜いて主力事業となっており、今後の成長施策を検討している。 

海洋散骨事業の成長の観点からも、ライフエンディングの悩み事(介護・医療・保険・相続・葬儀・供養・死別に

よる心のケア)を気軽に相談でき、親子三世代が安心して活き活きと集える場所を地域に作りたい、また、｢終活｣を

単なるブームではなく文化として根付かせたいとの思いを常々抱いていた。事務所の移転でスペースが確保できたこ

ともあり、このような思いを実現するための拠点として終活コミュニティカフェの事業を計画した。 

■新事業の計画内容

江東区・扇橋の事務所兼相談サロンで、散骨に加え葬儀や老人ホームへの入居な

どの相談に来る方に、終活というキーワードで、様々な相談を受けられる体制を整

えてきた。しかし、気軽には入り難かったため、｢海辺のリゾート｣｢健康｣をテーマ

にゆったりとしたスペースで、ロコモコ丼やタコライスなど南国ムードの食事やス

イーツとドリンクを提供し、気軽に相談できる｢ブルーオーシャンカフェ｣をオープ

ンした。

現在では、保育園帰りのお母さんが子供連れでも入り易い雰囲気としたことで、

近隣の会社員なども含めてランチなどで良くご利用頂いている。 

また、終活の専門家によるセミナーやカルチャー教室などに加えて、手元供養品

など供養関連雑貨・書籍等の販売などの物販も行っている。終活カウンセラーが常

駐しており、医療・介護・保険・相続・葬儀・供養など、様々なお困りごとをいつ

でも相談でき、各専門家に繋いだり、保険、介護施設、葬儀、散骨、永代供養墓等

の仲介サービスを行っている。 

自社企画以外にも各種セミナー・ワークショップ・イベントなどのための場所貸

しも行っており、これまで縁のあった終活の専門家にもっと活躍してもらえる場を

提供し、訪れる人全員が輝けるコミュニティを地域に作ることで、新たな縁を築き、

無縁社会の問題を解決することを目指している。 

■承認メリットや当初見込みと違うと感じていること（自由意見）

経営革新計画を策定した終活コミュニティカフェの新事業は、当社にとって経験のない露店の飲食業への参入であ

ったが、事業計画を作り上げることで既存事業との相乗効果のポイントなども良く把握できた。 

しかし、カフェ事業のベースとなる｢カフェとしての魅力で集客する｣部分が弱く、日々の工夫を積上げて少しずつ

集客を増やす努力を重ねている。一方、海洋散骨事業との相乗効果や｢終活｣を単なるブームではなく文化として根付

かせたい思いの実現については、中長期的な取組みとして経営革新計画に則り今後も進めて行く。 

■今後、新たに経営革新計画の策定を検討している皆様へのメッセージ

経営革新計画は新しい事業の計画策定であり、これまでの経験とは違った観点も必要です。経営革新計画の策定に

於いては、決まった形式に基づいて計画を策定するので、見落としなく事業計画を策定できます。また、計画の審査

では色々な観点からのご指摘があり事業全体を見通せるようになります。 

東京都中小企業制度融資の大きなメリットもあり、実施フォローアップに於ける専門家の支援も利用できます。 

　経営革新計画を新たな事業展開の道しるべとして利用されることをお勧めします。 
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第３章 資料（東京都経営革新計画の特徴）

（１）承認件数

東京都では、経営革新計画の承認を平成  年  月に開始しました。開始から平成  年  月までの

累計承認件数は、  件となっています。また、平成  年度末の全国における累計承認件数は 
件で、都の累計承認件数はその約１割に相当します。

年度別の年間承認件数の推移をみると（図１）、平成  年度の  件をピークに減少が続き、平成

 年度には  件となりました。しかし、平成  年度には  年ぶりに増加に転じ、平成  年度の承

認件数は  件となっています。また、平成  年度は  月までで  件と、前年度とほぼ同水準で

推移しています。

平成  年度以降の申請件数の増加要因の一つには、緩やかな景気回復基調や経済政策効果などによ

り、新事業に取り組む企業が増加していることが考えられます。

図１ 承認件数の推移（東京、平成 11～28 年度） 

年度

（件） （件）

年間承認件数
（左軸）

累計承認件数

（右軸）

～ 月まで

注 年度は 月から 月までの か月間の値※11 年度は 9 月からの 7 か月、28 年度は 12 月までの 9 か月間の値。
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（２）業種別承認件数（構成比）

平成 年度（ 月まで）の業種別承認件数（構成比）をみると（図２）、その他サービス業が ％

で最も高くなっています。次いで、情報通信業、製造業、卸売･小売業となっており、上位４業種で ％

と 割近くを占めています。

図２ 業種別承認件数構成比（東京、平成 28 年 4～12 月） 

製造業

情報通信業

卸売・小売業

その他サービス業

建設業

医療、福祉

飲食店、宿泊業

教育、学習支援業

運輸業

その他

（％）

注） 4月から12月までの9か月間の構成比

図２ 業種別承認件数構成比（東京、平成28年4～12月）

※12 月までの 9 か月間の値。承認時の既存事業の業種で分類。 

業種別承認件数（構成比）の推移をみると（図３）、制度開始直後は製造業が全体の半数近くを占

めていましたが、次第に減少し、平成  年度（  月まで）は全体の約  分の  にまで低下しています。

一方、その他サービス業は増加傾向にあり、平成  年度には全体の4分の1以上を占めています。

図３ 業種別承認件数構成比の推移（東京、平成 11 ～28 年度） 

※11 年度は 9 月からの 7 か月間、28 年度は 12 月までの 9 か月間の値。上位 5 業種以外は合算。
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（３）地域別承認件数（構成比）

平成  年度（  月まで）の地域別承認件数（構成比）をみると（図４）、都心が ％で最も高く、

次いで副都心が ％となっており、この２地域で半数を超えています。また、多摩は ％と  割
程度を占めています。 

図４ 地域別承認件数構成比（東京、平成 28 年 4～12 月） 

都心

副都心城東

城西

城南

城北

多摩 島しょ
（％）

※12 月までの 9 か月間の値。承認時の本社所在地（登記）で分類。

地域別承認件数（構成比）の推移をみると（図５）、平成 年度を除いて都心が最も高くなっ

ています。平成28年度は、都心、副都心がわずかに減少した一方で、城東、城南がわずかに増加しま

した。また、多摩は  割程度で推移しています。

図５ 地域別承認件数構成比の推移（東京、平成 11 ～ 28 年度） 

※11 年度は 9 月からの 7 か月間、28 年度は 12 月までの 9 か月間の値。島しょは 1％未満のため非表示。
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【参考データ】年度別承認件数

（１）承認件数（全体） 

（２）業種別承認件数 

（３）所在地別承認件数 

※いずれも 年度は 月からの か月間、 年度は 月までの か月間の値。承認時の既存事業の業種・本社所在地で分類。

（件） 

（件）（構成比は％） 

（件）（構成比は％） 
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あとがき

この経営革新計画事例集は、経済・社会情勢が大きく変化する中でも、様々

な工夫により経営の向上を果たし、経営革新優秀賞を受賞された企業７社と、

経営革新計画を実施中の企業３３社の状況をお伺いし、作成したものです。

本事例集に掲載されている企業の計画策定の経緯や課題解決に向けた取組な

どが、これから経営革新計画を策定しようとする皆様の一助になれば幸いです。

また、本事例集の作成に当たり、ご協力いただきました企業の皆様、並びに

一般社団法人東京都中小企業診断士協会の中小企業診断士の皆様に厚くお礼申

し上げます。

平成２９年３月

商工部経営支援課長
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