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選定企業一覧 

  社名  地域  業種  

1 有限会社 斉藤砂利工業 北海道 砂利採取業 

2 株式会社 札幌デンタル・ラボラトリー 北海道 その他（歯科技工） 

3 小林ハードウェア株式会社 青森県 卸小売業 

4 株式会社 佐藤工務店 宮城県 建設業 

5 グラントマト株式会社 福島県 小売業 

6 有限会社 山崎石材店 茨城県 サービス業 

7 有限会社 ＨＡＰＰＹ ＩＳＬＡＮＤ 群馬県 飲食業 

8 株式会社 セイロジャパン 埼玉県 情報サービス業 

9 有限会社 ミカタ 千葉県 その他（介護事業） 

10 株式会社 ＫＰＩソリューションズ 東京都 情報通信業 

11 株式会社 今野製作所 東京都 製造業 

12 株式会社 セイファート 東京都 サービス業 

13 有限会社 井組自動車工業 神奈川県 サービス業 

14 山岸株式会社 神奈川県 卸売業 

15 株式会社 光栄 石川県 製造業 

16 久野金属工業株式会社 愛知県 製造業 

17 株式会社 半谷製作所 愛知県 製造業 

18 有限会社 イトーファーマシー 三重県 小売業・介護事業 

19 有限会社 アドバンク 京都府 印刷業 

20 株式会社 塚腰運送 京都府 運輸業 

21 株式会社 Ｏｒｂ 岡山県 小売業 

22 ダイヤ工業株式会社 岡山県 製造業 

23 株式会社 シーパーツ 山口県 卸売業 

24 佐賀冷凍食品株式会社 佐賀県 卸売業 

25 川崎興産株式会社（メトロ書店） 長崎県 小売業 

26 株式会社 エスケーホーム 熊本県 建設業 

27 株式会社 教育情報サービス 宮崎県 情報通信業 
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攻めのＩＴ経営中小企業百選 
選定企業概要 

 有限会社斉藤砂利工業は、北海道十勝管内に営業エリア
を持ち、創業以来68年の実績を持つ砂利採取販売事業者
で、砂利採取に伴う、骨材生産、販売・運搬までの一貫プ
ロセスを運営しています。 
 公共事業に左右されがちな事業特性や、需要が夏季（５
月～９月末）に集中する地域特性、さらには河川からの砂
利採取が制限される河川法改正など様々な制約条件に対し、
徹底的な効率化をベースにした競争力強化が課題となって
いました。 
 会計・販売管理で運用していたオフコンのリプレイスの
機会に、自社の事業特性を踏まえて、ＩＴ活用による経営
革新の実現に、率先して取組んでいます。 

クラウドシステムで屋外広域にわたる作業プロセスを一元管理 

１ 有限会社 斉藤砂利工業  砂利採取業/北海道 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 有限会社斉藤砂利工業のＩＴ活用の特徴は、屋外現場である砂利採取場所の作業・進捗状況、工場での
コンクリート、建設現場で使用される骨材における生産管理、そして建設現場までのダンプトラックの運
行管理、建機の手配など、一貫プロセスとは言いながら分散する作業現場の状況を、クラウド環境を活用
して閲覧、入力できるシステムにより「どこからでも見える化」 を図ったことです。 

 ＩＴ活用に不慣れな従業員を前提にした使いやすい操作画面の設計や、コスト管理の上で必要となる情
報収集を可能としています。日々の業務連絡にも使われ、全員で活用する、同業他社にはないＩＴ活用で、
競争力や収益を確保しています。 

 過去５年間の売上高の伸びは約１．４倍となり、また、クラウドサービスベンダーのお客様事例にも取
り上げられるなど、業界での先行モデルとなっています。 
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 株式会社札幌デンタル・ラボラトリーは、約105名の歯科技
工士を擁し、地域の歯科医院や歯科技工士と連携して、歯科医療
の向上に貢献するとともに、歯科技工士の労働環境改善に取り組
んでいます。 
 歯科技工士は全国で34,000人を数えますが、その大部分が個
人事業主であり、6名以上の組織に属する技工士は約7%に過ぎ
ません。背景としては、歯科医院との関係が強く、かつ高品質、
低単価、短期間という要求に応えるために長時間労働が常態化し、
企業組織化への取組みが遅れてきたことが挙げられます。 
 こうした状況を踏まえ、CAD/CAMを使った歯科技工に取り
組み、かつデータを共有する環境を地域の歯科医院や歯科技工士
で活用することで、個別のオーダーへの対応力のみならず、地域
の中での競争力強化に取り組んでいます。 

システム共有による地域組織連携で、高品質、短納期、競争力強化を実現 

２ 株式会社 札幌デンタル・ラボラトリー その他（歯科技工）/北海道 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 株式会社札幌デンタル・ラボラトリーのＩＴ活用は、歯科技工技術としても先進領域となるCAD/CAM
への取組みが中心です。平成6年に通産省の「次世代オーラルディバイスエンジニアリングの開発」事業に
協力したことを足掛かりに、平成11年のシステム製品化以降も大学や歯科材料メーカーとの連携を継続し、
開発したシステムや設備を地域の歯科技工士と共有し、相互連携を強めています。 
 労働環境改善の取組みとして、女性歯科技工士の働きやすい環境づくりをめざし、技工士10５名の内５
１名が女性という成果を実現しています。 

 過去5年間の売上高の伸びは約１．３倍となっています。CAD/CAM関連製品の保険適用が広がる可能
性もあり、今後もＩＴ活用による事業貢献が見込まれています。 

 小林ハードウェア株式会社は、明治２５年創業以来地域に根
差して、建築関連業者等へ建設資材(副資材)及び産業機器(電動
工具等)の卸小売業を営んでいます。建築関連事業は、景気の動
向に大きく影響され、加えて地方都市においては、人口減少、
産業の衰退が、そのまま需要の元となる住宅建設件数の減少に
繋がっています。 
 こうした背景を踏まえ、地方にありながら全国からの新規顧
客獲得を目指し、多岐にわたる取扱商品についての専門知識が
豊富であることを強みに顧客からの問い合わせ対応に重点を置
き、販売は大手ショッピングモールを活用し、仕入れと物流を
東京の商社と連携する形で、ネット事業を立ち上げました。 
 さらに、米国で開発された教育用植物教材ファストプランツ
の日本での独占販売契約を結び、学会や学校教育機関向けの需
要開拓を行う等、新分野への挑戦にも取り組んでいます。 

地域を越えた関連事業者連携で、地方から全国展開企業へ 

３ 小林ハードウェア株式会社  卸小売業/青森県 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 小林ハードウェア株式会社のＩＴ活用は、大手ショッピングモールの活用や関連事業者連携を基本とす
る事業モデルが特徴と言えます。販売と決済は楽天、ＤｅＮＡ、ヤフーなどの大手ショッピングモールを
活用し、物品の仕入れについては東京の商社との業務提携と配送の完全委託により、地方に拠点を置きな
がら全国展開が可能なスキームを実現しています。建設関連の道具類は種類も性能も様々で、用途に合わ
せた選定や納入後の使い方についてのアドバイスが必要とされる場合が多く、これまでの経験の蓄積を活
かした受注・コールセンター業務に特化するというこれまでにないスキームを活かした事業展開で業績を
伸ばしています。 
 過去５年間の売上高の伸びは約１．４倍となり、ネット事業の売上比率は、半分を超えています。 
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 株式会社佐藤工務店は、中小建設業界にあって、自
ら「情報化施工に強い会社」を標榜する企業です。そ
の背景には、建設業界の熟練技術者を含む深刻な人材
不足に対する危機感と、若手人材採用のためには、建
設業に対するこれまでのイメージを払しょくしなけれ
ばならないという、強い思いがありました。 
 自ら率先して、ＩＴやＩＣＴ機器の活用に取り組み、
実践事例を重ねることで広く世の関心を集め、官民の
顧客やベンダ、さらには業界からの評価を獲得し、建
設業界全体の変革に貢献することを戦略課題としてい
ます。 

建設現場での最新ＩＴ技術活用で、安全・安心、業界イメージアップ、人材育成を促進 

４ 株式会社 佐藤工務店  建設業/宮城県 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 株式会社佐藤工務店が現在取り組んでいるのは、無人航空機（ドローン）による建設現場の撮影写真を
元にした３Dオブジェクト生成というデータ化技術の確立です。これにより、施工現場の横断図を作成し、
測量作業の人員削減やリードタイム短縮を実現し、かつ急傾斜地や土砂崩落等の危険個所での作業の安全
性を確保することができます。さらに、タブレットからの携帯電波で制御できる遠隔監視カメラと太陽光
や風力で発電する複合型発電装置を組み合せ、遠隔地の現場の安全管理、進捗状況確認を限られた人員で
実施することを可能としています。 
 こうした建設現場の取組みに新入社員を投入し、ＩＴに対する親和度を活かしながら、現場キーマンか
らの実践的、多面的な知識・経験を伝える場面を増やし、技術継承を進めています。 

 ICT機器活用とドローンによる３Dオブジェクト作成と、重機の大型化を効率よく組み合わせることによ
り、導入前からの売上高の伸びは約１．２倍となり、利益は約4０％増となっています。 

 グラントマト株式会社は、農家の米穀集荷や肥料販
売から業を興し、２０年ほど前の法人化を機に、農業
生産者の様々なニーズに対応するため、農業生産資材
や農産物の小売事業に移行しました。さらに生活必需
品等取扱商品の広がりに伴い、地域の消費者にも利用
される店となり、福島、栃木、茨城、山形地域で複数
店舗を展開しています。 
 経営方針として「消費者にとって最高のもの」を提
供し、かつ「生産者に最高の収益」をもたらす仕組み
作りを目指しています。その方策として、ＩＴ活用に
より物流手配を含めた中間工程の効率化を図り、売上
情報を活用して各店舗の自立した経営を実践し、地域
に密着した農業支援を推進する企業となっています。 

POS情報の集計分析結果を仕入生産者とも共有し多店舗展開で地域に貢献 

５ グラントマト株式会社  小売業/福島県 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 グラントマト株式会社のＩＴ活用は、POSレジで収集する販売情報と顧客情報が全ての出発点となりま
す。販売情報は生産者と共有され、店頭での評価を実感するデータとなります。野菜とセットで売れる商
品や自社のブランドとなる強い商品を見つけ出す工夫に使われています。 
 人事管理としては勤怠管理システムを運用し、従業員のシフト調整や給与計算、交通費精算、さらには
労働基準法との照合など、事務処理の効率化を実現しています。 
 それぞれのシステムは、タブレットやスマホ等の携帯端末からのアクセスが可能であり、各自の持ち場
での作業を妨げることなく、情報活用ができる環境となっています。 
 過去５年間の売上高の伸びは約１．５倍超となり、店舗数も４県で８店舗増加し合計２７店舗まで展開
されています。 
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 有限会社山崎石材店は、墓石等石工品の製造会社と
して、江戸時代半ばに創業以来13代目となる老舗です。 
４年前の事業承継を機に、現代の事業環境に即した経
営モデルへの再構築に取り組み、ＩＴを活用して「家
業を企業にする」というスローガンを掲げて実践して
います。具体的には、先代の頭の中にあった顧客情報
を共有情報とすることで、組織的な顧客対応を可能と
し、機会ロスの削減や、個別の施工事例を参考にした
わかり易い提案を実現しています。同時に一生に一度
の墓作りは、何世代にもわたる長期的な信頼関係が基
盤という原点に立ち帰り、顧客満足の実現と信頼の獲
得を足掛かりに、新規顧客の増加を実現しています。 

老舗家業の経験をＩＴで共有する情報に換え、業界をリードする先進企業へ 

６ 有限会社 山崎石材店  サービス業/茨城県 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 有限会社山崎石材店がＩＴ活用を進めるにあたり、実際に大多数の注文案件が、既存顧客の紹介またはリピー
トであることから、顧客とのリレーション強化が、新規顧客の獲得につながることに着目しました。過去の手書
き履歴から約500名の有効既存顧客を掘り起こし、自社独自のCRMシステムを構築して一元管理ができるよう
にしました。電話問い合せを支援するCTIシステムとクラウド上に置かれたCRMを組み合わせることで、工場・
営業先等どこに居ても履歴情報の参照が容易となり、案件の進行に合わせて、見積作成、受注管理、発注書作成、
入金管理、在庫管理が、どの社員でも同じような対応が可能となりました。また、情報の一元化により個別の事
例を参照することが容易になり、３DCADを活用した新しいデザインや様々な文字サンプルの提案等、顧客の要
望に細かく対応することが可能となりました。 
 共有情報は、クラウドサービスやモバイルデバイスを通して、どこからでも利用可能となり、社内SNSも併
用することで、効率化も進んでいます。 
 過去5年間の売上高の伸びは約1.7倍、顧客数は約２倍となっています。 

 有限会社HAPPY ISLANDは『来た時よりも幸せに』を
モットーに顧客満足を徹底追及するステーキレストランを運
営しています。最初の取組みでは、輸入牛を上州牛に切り替
え、「安心・安全」「食育」「地産地消」を積極的に訴えて
他店との差別化を図りました。また、イベント出店用のメ
ニューを開発し、地域イベントでの積極的なアピールと、
SNSを組み合わせて、店舗への誘導を促進する独自の戦略的
なビジネスモデルを確立しました。 
 さらに、ＩＴ活用により、お客様の動向を極力データ化し、
お客様の満足度をデータで裏付け、更なる顧客満足を追い求
め、リピート客の獲得をデータで確認し続けています。 

市場の反応と来店誘導と顧客RFM分析で、顧客満足度実現サイクルを確立 

７ 有限会社 ＨＡＰＰＹ ＩＳＬＡＮＤ  飲食業/群馬県 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 有限会社HAPPY ISLANDのＩＴ活用の特徴は、効果を確認するという点にあります。以前のフリー
ペーパーなどを主体とした広告の効果に納得できず、より戦略的な市場開拓への取組みとして、地域イベ
ントの場を活用して関心を高め、HPやSNSからの投稿や、Facebookの「いいね」などをきっかけに来店
サービスを紹介するなど、ＩＴを活用した来店のきっかけ作りをしています。来店客にはリライトカード
で顧客管理をし、売上実績の集計やRFM分析とABC分析で、購買分析や売れ筋・死に筋の把握を元にした
メニューの定期的な全面リニューアルを実施し、顧客との接点作りから来店誘導、購買動向把握、メ
ニュー改定までのサイクルを継続しています。 
 社内のＩＴ活用として、従業員間のLINEグループで、お客様のアンケートやクレーム情報を閲覧したり、
相互交流を促進したりする等、モチベーション向上にも繋がっています。 
 過去５年間の売上高の伸びは約１．３倍、登録顧客数は４万人を超え、DMのヒット率は約３０％超、１
年間の来店率は約２５％となっています。宣伝広告費は、約４割減となっています。 
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 株式会社セイロジャパンは、主として金型設計等の製
造系ソフトウェアの輸入販売を行っています。特徴とし
て、単なる販売代理店ではなく、保守契約の継続に重点
を置き、ソフトウェアの使い方に留まらず、良い金型設
計を実現するためのソフトウェア機能の使い方や、加え
てプラスチック成形品素材の分析を行った上での金型設
計へのアドバイスなど、他社ではやらない付加価値を付
けたアフターサポートを実現しています。 
 顧客からのクレームやサポートの対応履歴の共有を始
め、行動目標をKPI指標として定め、さらに部門別の利
益目標を明確にし、中長期の発展プロセスも含めて全員
で目標を共有しながら、アメーバ経営と可視化経営を実
践して、更なる発展を目指しています。 

付加価値付きアフターサポートを差別化戦略の重点とし全社一丸で目標実現を目指す 

８ 株式会社セイロジャパン  情報サービス業/埼玉県 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 株式会社セイロジャパンのＩＴ活用は、パッケージと自社開発を組み合わせた独自性のあるシステムです。 
販売管理・生産管理はパッケージを利用し、各部門への粗利配分や部門別の経常利益目標管理、更には個々
人の生産性指標にリンクさせています。新規の事業についてはプロジェクト会計としての予算管理を行い、
顧客対応については、SFAとグループウェアパッケージを組み合せた自社専用業務システムを開発し、商
談履歴管理や保守費支払い管理及び契約期間管理を共有して、更新漏れを防ぐ対策をしています。 
 BSCの戦略マップから重要成功要因を抽出して目標達成のためのKPI管理を実施し、給与評価とも連動さ
せたPDCAサイクルをデータベースとWebシステムを使って確立しています。 
 販売製品の３D-CAD/CAMでは、顧客向けのデータ作成サービス等も実施し、CAD/CAMツールの販
売実績で、世界一を達成したことで開発元より表彰を受けています。 
 過去5年間の売上高の伸びは約１．８倍超となっています。1人当り粗利は約１．５倍です。 

 有限会社ミカタは、脳卒中の後遺症などによる失
語症等の言語障害に特化した「通所リハビリデイ
サービス」を営んでいます。脳卒中患者は20０８
年時点で133万人と言われ、それに対する言語障害
特化のリハビリサービスは全国に20カ所程度にと
どまります。また、言語障害に対応する言語聴覚士
の数もまだまだ十分ではなく、受け皿体制の整備と
同時に、効率の良いリハビリサービスを実現するこ
とが課題となっていました。 
 同社は、ＩＴを活用した学習教材を開発し、限ら
れた人数で最大の効果を目指したリハビリサービス
に取り組み、１０年間に延べ６万人の利用者を受け
入れ、高い評価を受けています。 

 

言語障害のリハビリサービスをＩＴ活用で開発提供する独自のビジネスモデル 

９ 有限会社 ミカタ  その他（介護事業）/千葉県 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 有限会社ミカタは、言語リハビリテーションのプログラムを統一教材（「脳楽習（のうがくしゅう）」
2015年に商標登録）としてデータベース化、クラウド環境で電子黒板とタブレットを活用したグループ
言語リハビリ手法を実現しました（H26年度補正ものづくり補助金や千葉県専門家派遣制度等の公的制度
を活用）。この教材を活用することで、言語聴覚士との「対面型学習」だけでなく、「グループ型学習」
でのリハビリを可能とし、リハビリサービスの生産性向上を実現しています。併せて、利用者自身が独自
に教材を利用してトレーニングを継続することで、症状改善の後退防止にも役立っています。 

 過去5年間の売上高の伸びは約１．７倍となっています。経常利益も順調に伸び、確実に確保できるよう
になりました。定員充足率90％を達成しています。（千葉県内のデイサービス平均は70％程度） 
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 株式会社ＫＰＩソリューションズは、インターネッ
ト上での広告配信システムの提供を通じ、顧客企業の
マーケティングを支援しています。年々著しい進歩を
遂げているこの領域において、同社は、２０１１年頃、
既に取り組んでいたＤＭＰ（Data Management 
Platform）事業で培った技術を基に、インターネット
広告、とりわけ今後の成長が見込まれた運用型広告に
焦点を絞り、独自の特許技術による精度の高いトラッ
キングを可能にしたＤＳＰ（Demand Side 
Platform）の開発に取り組みました。アドテクノロ
ジーと呼ばれる領域で、他社には無い画期的な技術を
基に幅広い業種の顧客獲得に成功し、自社サービスの
さらなる競争力強化を図っています。 

インターネット広告の技術刷新で新たな次元のビジネスモデルを実現 

１０ 株式会社 ＫＰＩソリューションズ  情報通信業/東京都 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 株式会社ＫＰＩソリューションズのＩＴ活用は、参入企業の多いアドテクノロジー分野でも優位性のあ
るサービスを提供できるビジネスモデルといえます。当然、他社よりも優れた機能を持つことが優位性の
ポイントとなります。同社ＤＳＰの特徴は「ニューラル・マッチング」技術と高度な人工知能活用により、
高い効果を実現している点にあります。とりわけ昨今急激な伸張をみせたスマートフォンユーザ向けの広
告配信において、顧客からの高い評価を得ています。さらに、Ｗｅｂサイトの広告掲載先を制御するＳＳ
Ｐ（Supply Side Platform）も独自に開発し提供することで、広告配信を有利にし、顧客獲得のみな
らず、売上・利益増をも果たしています。加えて、サーバー環境を従来の機械設置型からクラウド型へと
いち早く大きく舵を切ったことで、運用経費の大幅な削減と、サービスの高可用性を維持しています。 
 過去５年間の売上高の伸びは約８倍、経常利益の伸びは約１２倍となりました。中核となるＤＳＰ事業
の売上は、全体の４分の３になります。 

 株式会社今野製作所は、かつては、見込生産型の
油圧ジャッキ製造と、受注生産型の板金加工の二つ
の事業を営んでいました。2008年のリーマン
ショックを乗り越え、特定分野の需要に左右されな
い事業構造への変革を狙い、個別ニーズに対応する
少ロット・カスタム受注や、板金加工においては、
一品試作研究の様な特注品受注に方向を定めました。
現在は、爪付き油圧ジャッキ製造、ステンレス板金
加工、福祉機器等の受託開発など多角化を進め、さ
らにはニッチ事業のグローバル化を目指して、全社
一丸体制の下に、更なる発展に取り組んでいます。 

自社開発の情報連携ツールで、全社一丸体制の強化と多角化経営の推進 

１１ 株式会社 今野製作所  製造業/東京都 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 株式会社今野製作所のＩＴ活用の方針は、情報共有、情報連携、一元化、見える化です。狙いは、限ら
れた人数で、新たな分野での顧客獲得を成功させることにあります。そのためには営業、技術、製造の情
報共有が絶対的条件であり、かつ業務全体の効率化を実現するものでなければなりません。具体的には、
Contexerによる自社専用業務システムの開発によりデータ連携を実現し、資材発注、在庫管理、納期管理
を一元化し、会計システムとも連携しました。自社Webサイトの全面リニューアルにより、カスタムオー
ダー対応をアピールし、海外市場に向けた英文サイトも構築しています。 
 部門間コミュニケーション基盤として、グループウェアKintoneを活用し、業務プロセスの見える化を
実現しています。 
 過去5年間の売上高の伸びは約１．２倍超となり、利益率も順調に改善しました。海外向けの売上は、
6％を超えて順調に伸び、取引先数も約27％増となっています。 
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 株式会社セイファートは、美容師・美容業界
の地位向上に向けた「新しい価値」の提供を企
業理念として、美容師の求人・就職・派遣支援、
美容室の集客支援など、美容師・美容業を志す
人材をトータルで支援するサービスを提供して
います。個人商店型ビジネスである美容業はＩ
Ｔ化が遅れている分野でしたが、スマホ時代の
到来により、Webでの求人や予約受付による集
客サービスなどを提供する競合が現れ、熾烈な
競争を強いられる時代となりました。同社は、
美容業界を熟知する長年の経験を基に、トータ
ルサポートにこだわるサービスを提供し、高い
競争力を維持しています。 

美容業界向け求人・就職・派遣のマッチングサイト運営で、業界のトータルサポートを実践 

１２ 株式会社 セイファート  サービス業/東京都 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 株式会社セイファートの主要なＩＴ活用として、求人サイト「リクエストQJナビ」では、美容師会員が
登録するキャリア情報をもとに、美容室側からの求人や紹介・派遣要請とのマッチングを促進しています。
美容室利用者の顧客履歴管理では、予約受付から、写真付きカルテの管理、来店履歴を分析してクーポン
などの特典付き案内を送るなどの再来店率向上を促進しています（サロンカードアプリ）。派遣社員美容
師の勤務管理として、出勤可能日程の確認や派遣美容師の希望及び契約条件等との速やかなマッチングを
可能にする等、社内作業の効率化を図っています。日本の美容技術は海外からも高く評価され、同社のＩ
Ｔ活用も含め、グローバルな人材・技術交流にも実績を上げています。 
 過去５年間の売上高の伸びは約１．２倍となっており、利益率についてもこれまでどおり維持されてい
ます。 

 有限会社井組自動車工業は、競争の激しい自動車整
備事業に取組む中で、戦略目標として高級車ユーザー
を重点ターゲットに定め、他社との差別化を図ってい
ます。情報発信の面では、HPを高級車重点にして、具
体的な整備実績を示す写真や動画を掲載しています。
また、顧客情報分析により、重点顧客層の居住地域を
特定して店舗の出店場所や広告チラシの配布地域を決
める等戦略的な取組みを行っています。 
 お客様への修理車両納車の際は、写真入りのリアル
で丁寧な作業報告を行うとともに、整備担当社員のプ
ロフィールをHPで紹介し、お客様の信頼を得て指名し
てもらうなど、やる気にさせる人材育成とも組み合わ
せ、熱気あふれる企業を実現しています。 

写真・動画のフル活用による顧客信頼獲得で、自社ブランド創出を目指す 

１３ 有限会社 井組自動車工業  サービス業/神奈川県 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

 有限会社井組自動車工業のＩＴ活用の特徴は、ひとつは戦略を意識したHPの構築です。修理や整備の作
業工程とその内容を、写真も入れてわかり易く紹介することで、任せても大丈夫という安心感を与えるも
のとなっています。また、整備を担当する社員の写真を入れたプロフィールは、職人と技術力が自社ブラ
ンドそのものであることを強調しています。作業報告に入れる写真も含めて、デジカメの写真が多数記録
として残されており、修理、整備という仕事柄、貴重なデータの蓄積となっています。 
 社内業務支援の面では、会計パッケージによる経営管理が中心になる他、LINEやEvernoteによる日々
の作業報告や顧客からの問い合わせ情報を共有する等、費用負担を抑えたコンパクトなＩＴ活用を実現し
ています。 
 過去５年間の売上高や顧客数の伸びは、共に約２倍となっています。重点とする高級車顧客数は、全顧
客数の２５％まで上昇しています。 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 
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 山岸株式会社は、物流・包装の総合的サプライヤー
として、物流には必須の各種資材や機材を提供してい
ます。物流に関する経営環境が大きく変化する中で、
追従するだけでなく、要求を先取りしたプラスワンの
提案による競争力の維持が求められてきました。山岸
ブランドを更に高めていく方針として、１）社員のや
る気、精力的な活動、２）顧客からの信頼の獲得、
３）状況に応じた的確な意思決定に取組んでいます。
方策として、ＩＴインフラの活用による情報のオープ
ン化に取り組み、併せて、同族で進めてきた経営への
こだわりを改め、その時々の経営を的確に実践できる
人材に経営をゆだねる「親族外事業継承」を決断し、
経営体制の刷新を図っています。 

ＩＴインフラ活用による情報共有とオープン経営で、事業承継とブランド確立を実践 

１４ 山岸株式会社  卸売業/神奈川県 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 山岸株式会社のＩＴ活用の基本は、幹部社員間の情報共有です。顧客との交渉情報をグループウェアで
統合し、モバイル端末を利用して、いつでもどこからでも確認できます。情報は営業員だけでなく、経営
者、工場関係者とも共有されています。工場の生産スケジュールも営業部員が確認し顧客対応に利用して
おり、月次単位での計画と実績の確認や日々の実績把握によって部門別採算管理が定着しています。 
 加えて、インターネット通販に取組むことで、新たな販路と商圏を獲得し、山岸ブランドの知名度向上
に繋げています。また、人材の育成にも重点を置き、海外研修への参加や国家資格、公的資格の取得支援
等、大手企業との渉外にも対応できる次世代を担う社員を育成しています。 
 過去5年間の売上高の伸びは約１．２５倍となり、年間の新規顧客獲得は約2倍、顧客向け提案件数は、
2.5倍となっています。 

 株式会社光栄は、建設機械や輸送機械の板金溶接部
品製造を事業とし、全社一丸による改善力や独自開発
の業務システムを活用して同業他社を圧倒する競争力
を確立しています。リーマンショック後の経営の見直
しにおいて、QCDの管理や、中でも記録管理が不十
分であることが顧客要求に対応できない大きな要因で
あることに気付き、これをきっかけに、全社を挙げて
の改善活動に取り組みました。以来、4つの委員会
（安全委員会、品質委員会、５S環境委員会、改善委
員会）と５つの小集団サークル活動を運営し、人材育
成と業務のベースとなる業務システムの構築を組み合
わせて、攻めのＩＴ経営に取り組んでいます。 

QCD管理や日次決算情報の共有と全社一丸の改善サイクルで、競争力強化を実現 

１５ 株式会社 光栄  製造業/石川県 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 株式会社光栄は、独自開発の光栄総合管理システム「KTS」で、売上、仕入、受発注、生産管理、標
準原価管理、在庫、日次決算部門別採算等の総合的な管理を実施しています。その中の生産管理システ
ム「KPCS」では、事務所と工場の全工程で情報を共有し、ほぼリアルタイムで、生産指示、進捗管理、
納期管理、実績管理、自主検査記録管理、負荷管理、督促管理が運用されています。常に信頼される情
報に基づいた改善活動のサイクルが実行され、様々な工夫を重ねながら、変動する顧客要求にも素早い
対応が可能となり、顧客からの高い評価を受けるまでになっています。 

 過去５年間の売上高の伸びは約１．４倍となっています。委員会、小集団サークル活動による改善成
果は、年間数百万円となっており、またクレーム件数は半減近くとなっています。 
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 久野金属工業株式会社は、自動車をはじめとする
プレス部品の、工法開発から製品設計、金型設計・
製作、プレス加工及びその後工程の機械加工や溶接、
熱処理等の二次加工まで一貫して行う金属加工メー
カーです。多岐にわたる要素技術の組み合わせと、
創業より積み重ねた熟練の金型技術や自社開発の多
彩な設備群を駆使し、難易度の高い「複雑高精度プ
レス加工」を可能としています。 

 事業戦略として、国内で付加価値の高いものづく
りを続ける顧客との連携を強め、世界市場における
競争力の最大化を目指して挑戦を続けています。 

熟練技・ロボット・ＩＴの融合で、世界市場における競争力の最大化に取組む 

１６ 久野金属工業株式会社  製造業/愛知県 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 久野金属工業株式会社のＩＴ活用は、熟練技（人）×ロボット×ＩＴの融合という方針に組込まれてい
ます。具体的には、①日本が狙いとする付加価値の高いプレス部品開発・設計・製作に特化する。②製造
する部分はソフトやシステムを駆使して自動化を原則とし、人が考える仕事と区分する。③技術開発でも
ＩＴを駆使してノウハウを仕組にし、最新の３D計測器やCAEよる確認で人の「カンコツ」依存を1/10に
する。④製造設備は自社開発ロボット・設備や無人搬送システムで付加価値製造を最小人員で行う。とい
う取り組みです。加えてクラウドサービス活用による投資コストの低減に努め、外に向けてはHPやSNSを
利用した技術情報発信と問合せ誘導で新規顧客との接点を拡大しています。 

 この１～２年の売上高は毎年１０％増となっています。次世代自動車向け及び開発部品の売上比率は
20％超となり、新規顧客数も19社獲得しています。 

 株式会社半谷製作所は、自動車の足廻りやボ
ディー部品を中心とした、プレス加工、溶接、
塗装、組立までの一貫生産を行っています。こ
れらの部品は、自動車の燃費や安全性に直結す
るものが多く、技術革新の対象として常に改善
が求められ、その都度、新しい技術領域に取り
組むことが求められています。例えばハイテン
材や極薄アルミ材等難成形材料を投入した一貫
生産ラインでは生産性向上とコスト低減という
難題に対し、ＩＴを駆使し、ノウハウを蓄積し
て、解決ポイントを探りながら、顧客の信頼に
答え続けています。 

製造工程をデータで把握し、速やかな改善に繋げ新たな技術領域に挑戦 

１７ 株式会社 半谷製作所  製造業/愛知県 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 株式会社半谷製作所のＩＴ活用は、自社開発の生産管理システムDBを中心に運営され、製造工数データ
を集計・分析することにより、どの製品の、どの工程の、どの作業において、生産性が阻害されているか
を明確にしています。並行して、工数管理テンプレートを参照し、製造日報データと賃金データ、付帯作
業日報等を付き合わせた品番別生産性管理表を用いて原価管理計算を行い、どの部署のどの作業にコスト
面の改善に必要性が出ているのかを精査します。改善ポイントを明確にして対策を実行することで、顧客
要求を満たす取組みを継続しています。データ運用のベースとしては、各種マスター情報の整備はもとよ
り、タブレットによりデータ入力や情報活用の利便性を高めることで、情報精度の向上も進んでいます。 
 過去４年での売上高は約１．１倍となりましたが、現場作業の原単位が明確化され作業割り振りの最適
化が進んだことで、人件費は約５％削減されました。さらに、生産データの収集がほぼリアルタイムにな
り、問題点に対する速やかな対応が可能となっています。 
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 有限会社イトーファーマシーの介護事業の特徴は、
利用者一人ひとりの介護の行為動作分析による介護
の最適化を目指す「介護の科学化」です。介護サー
ビスを単にメニューとして提供するのではなく、被
介護者の生活行為における一連の動作ごとに、意欲
「あり」「なし」、ひとりで「できる」「できな
い」などを分析し、介護が必要な動作を限定的に定
め、介護した結果と共に記録を残して評価する方法
です。一人ひとりの介護内容が見えることで誰が担
当しても同じ介護を提供でき、結果が積み重なるこ
とで、介護計画と評価が繰り返され、利用者の安心
感にも繋がります。多くの課題を抱えた介護事業に
おける効率化の実現等、様々な改善の可能性が広が
る画期的な取組みと言えます。 

「介護の科学化」とＩＴ活用で、介護事業の新たな取組みを実践 

１８ 有限会社 イトーファーマシー  小売業・介護事業/三重県 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 有限会社イトーファーマシーのＩＴ活用は、介護事業に必要な文書作成のための情報を、現場から直接
入力しレセプト請求に連動させるシステムを自社開発したことから始まりました。当然、スマートディバ
イスの活用による簡単軽量化を実現し、訪問介護における負荷軽減に貢献することができました。行為動
作分析と組合せることで、手元で個人別の介護手順を表示させ、実施した介護を記録し、実績表の作成は
評価のベースとして蓄積され、常により良い介護を考えながらサービスを継続できるシステムとして運用
されています。 
 業務効率化の成果として、残業０、離職者０を実現しています。業務効率化の成果実現により介護報酬
の加算が取れたことで、収益は約１０％改善しています。過去５年間の売上高の伸びは、約２割弱ですが、
事業全体の中の介護事業の比率は、約１５％まで拡大しています。 

 有限会社アドバンクは、中小食品スーパー向けのチラシ企画印刷
を専門に手掛けてきました。売上の伸びないスーパーが広告費を抑
える傾向にある中、より効果的な集客方法として、スマホアプリ
「コラボレAR」を開発し無料で運用しています。「コラボレAR」
は、スマホで様々な来店メリットを紹介して来店を促す「O2O
（Online To Offline）」の仕組みです。資金力の弱い中小企業に
対しては、チラシ作成契約をこれまでどおり維持することを条件に、
アプリ対応のチラシを納入し、集客増を狙う店舗とのWin-Winの関
係を築いています。結果として新規顧客の獲得も含めてチラシ印刷
の受注拡大が実現されています。 
 また、チラシ作成の効率化が進んだことで、従業員のモチベー
ション向上にも繋がっています。 

チラシとスマホのコラボで、中小スーパーとの新たなWin-Winの関係を構築 

１９ 有限会社 アドバンク  印刷業/京都府 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 有限会社アドバンクの「コラボレAR」は、チラシ広告をスマホにかざすと、予めチラシに埋め込んだ画
像が表示され、アプリを登録した会員に、その食材を使ったレシピなどの追加情報を案内するというもの
です。従来型の広告チラシとは明らかに違う情報の提供が可能となり、大きな広告効果を実現しています。
広告を契約するスーパーにとっても、買物をするアプリ会員にとっても、チラシ情報を提供する同社に
とっても、それぞれにとってメリットのある仕組みとして、運用しています。 
 また、チラシ広告のフォーマットが固定されたことで作成方法が標準化され、編集・印刷の生産性が大
幅に改善されました。さらにチラシの裏面を広告看板として販売する「コラボレチラシ」（特許取得）を、
ネットで販売するなど、様々なアイディアで、事業の好転を実現しています。 
 過去5年間の売上高の伸びは約６％増となったほか、チラシの作成件数の増加やチラシ作成工程の短縮が
進んでいます。 
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 株式会社塚腰運送は、半導体製造装置、光学試験
装置、包装計量装置などの精密機械及び整流器、エ
ネルギー関連機器などの高付加価値製品の扱いに多
くの実績を持ち、輸出入通関から、運送、倉庫保管、
搬出入据付や国内外向け梱包等の一貫した物流シス
テムを構築し顧客要求に対応しています。 
 創業１０６年の老舗ですが、常に業界の最新・最
先端であることを意識し、先行投資を惜しまず、全
社一丸で経営刷新に取組んでいます。リーマン
ショック後は改めて経営の基本に立ち返り、経営数
字の見える化と全社を挙げてのPDCAサイクルのス
ピード化を図り、経営の的確な判断で、価格競争で
はなく、価値競争での成長を目指しています。 

先端ＩＴ技術への先行投資で、運送・輸送の安全・安心・信頼の価値提供 

２０ 株式会社 塚腰運送  運輸業/京都府 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 株式会社塚腰運送のＩＴ活用は、採算管理を狙いとした販売管理パッケージを軸としています。特殊装
置の輸送、通関、倉庫保管、請負派遣など、多岐にわたる業務を広くカバーし、カスタマイズ要求にも対
応し、運用に於いては、正確でスピーディな月次決算を実現しています。また、各営業所の数字を本社
サーバーで集計し、外注先との費用精算は請求書の様式も含めてシステムで共有する等、双方の効率化を
実現しています。運輸業として不可欠な運行管理におけるＩＴ活用は、デジタルタコグラフの刷新を図り、
ドライバーの安全運転技術の向上を支えています。また、HPやSNSによる情報発信は、自社ブランドのア
ピールを狙うだけでなく、斬新さをアピールするなど、受注や若手採用及び人事育成も含めたトータルな
狙いを持って運用しています。 
 過去５年間の売上高の伸びは約１．２倍です。品質改善の取り組み結果として、売上高に占める損害比
率は約４割減少し、年間保険額を半減させています。 

 株式会社Ｏｒｂは、作り手の想いとお客様を繋ぐ
架け橋であることを理念とし、２０１３年にネット
通販事業社として創業しました。創業者がそれまで
１０数年のネット販売経験の中では果たせなかった
自分なりのビジネスへの挑戦として、お客様の要望
に応えるより多くの商材を取り扱うことを目標とし、
美容健康、日用品・雑貨等のアイテムを取り扱って
います。 
 美容健康用品は、外国人に関心の高い商品ですが、
国内の外国人を対象とした販売サイトの運営は、国
外からの直接購入を増やす結果にもなっています。
また、地元岡山の産品を販売するサイトを運営し、
岡山ブランドの普及を通して地域活性化への支援に
も取り組んでいます。 

売れ筋分析と在庫管理、業務効率化で、取扱い商品２万件超のネット通販を実現 

２１ 株式会社 Ｏｒｂ  小売業/岡山県 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 株式会社ＯｒｂのＩＴ活用のひとつは、売れ筋を探るためのデータ活用です。過去の注文履歴データに
加え、Webで収集したリサーチデータを合わせて自社オリジナルの分析を行い、売れ筋のピックアップと
適正在庫の計算を行います。一方で、短時間に大量注文が飛び込んだ場合に備えた２４時間監視と自動停
止装置により、お客様からの苦情を発生させない工夫もしています。内部処理業務に関しては、自動集計、
自動発注により、誰でも効率よく作業が可能なシステムとしています。各システムはクラウドで運用する
ことにより、働き方が制約されるホームワーカーも参加しやすい環境を整備しています。 
 創業直後ではありますが、一年間での売上高は、約４倍となりました。月間出荷数は５，０００件とな
り、販売モール数は4から１１に増加、取扱アイテム数も２万件超となっています。 
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 ダイヤ工業株式会社は、身体を動かす機能である「運
動器」を支えるコルセット、サポーター等医療用品（サ
ポーティングシステム）の製造販売を行っています。
ネットを利用した他業者の参入に対して、お客様第一を
掲げ、他社の追随を許さないオリジナリティあふれる付
加価値の高い製品を積極投入することで差別化し、価格
競争に巻き込まれないビジネスモデルを構築し運営して
います。独自進化可能な全身サポーティングウェア
「DARWING」を肉体労働による筋肉疲労を軽減する
「建築用DARWING」に進化させたり、産学連携で開発
した作業義手等、お客様のニーズをひとつひとつ拾い上
げ、新たな製品開発を続けています。 
 これらを実現するためＩＴ活用により、営業力強化や
物流の刷新に取り組みました。 

一人ひとりのお客様ニーズを引き出す情報活用と、価値を提供する製造物流システム 

２２ ダイヤ工業株式会社  製造業/岡山県 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 ダイヤ工業株式会社のＩＴ活用は、One To Oneマーケティングを実践する自社専用業務システムが中
核となります。蓄積された取引実績を分析して個別の顧客のニーズを推測し、電話問い合わせ対応の際は、
ＣＴＩを利用して的確な提案をしたり、WebShopでは顧客向けのメッセージに反映させ、企画提案の機
会損失を最小にしています。物流においては自社物流倉庫にWMS（倉庫管理システム）を導入運営し、誤
配送の削減など物流業務の品質向上・効率化を実現しています。その他、積極的なＩＴ投資を継続的に進
め、競争力の維持向上を図っています。 
 過去5年間の売上高の伸びは約１． 3倍となりました。顧客数は１７％増。オーダー品の生産リードタイ
ムは、２週間から１日に短縮され、誤配送は７分の１まで削減されています。 

 株式会社シーパーツは、一般のお客様や企業から車
輌を仕入れ、工場で分解・整備作業を行い、商品とし
て管理し出荷するまでの一貫体制を構築し、海外に向
けても自動車リユースパーツを販売しています。 
 産業廃棄物という暗いイメージを脱却し、「どうし
たら自動車の終わりが産業廃棄物ではなく価値のある
ものになるか」という発想の基にリサイクル工場を運
営することで、循環型社会の構築に貢献しています。 

自動車リサイクル工場の再資源化プロセス確立で、グローバルな循環型社会の構築に貢献 

２３ 株式会社 シーパーツ  卸売業/山口県 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 株式会社シーパーツのＩＴ活用は、 TAPRASという車輌の仕入れから販売までを一括管理する自社開
発ソフトが中心に位置付けられ、社内情報や仕入れた車輌情報の一括管理を行い、また、登録した車輌情
報をバイヤーへ公開し、オークション形式で販売するものです。インターネットからの情報発信は、海外
バイヤーの購買計画や購入意思決定の重要な情報として利用されています。一方で社内の業務に関しては、
工場での分解・整備作業を経て商品となった部品の管理や出荷に至る段階でのインボイス作成を自動化し、
業務効率化を図っています。さらに、リユース部品の中では取り扱いの難しいタイヤの全自動品質管理機
能つきタイヤ脱着ロボットを開発し、作業の効率化と再生率の向上を図っています。工場での分解・整備
作業から出荷販売に至る管理情報は、 TAPRASで三箇所の工場間でも共有されています。 
 過去５年間の売上高の伸びは約１．４倍となり、経常利益も大きな伸びとなりました。海外バイヤーの
数は、３社から２０社に増えています。業務プロセス効率化の結果、解体車両入荷から部品整備完了まで
の期間が、２０日から１週間程度に短縮されました。 
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 佐賀冷凍食品株式会社は、明治２５年、雑貨小売商
（よろず屋）として創業し、以来、人々の食生活の変
化に伴ないながら、地元に根差した事業を行ってきま
した。１９７２年に、小売スーパーから冷凍食品卸に
取り組み、２００８年より、食品製造分野に踏み出し、
食のプロデューサーとして、市場により受け入れられ
る食材の企画開発に重点を置く事業を進めています。
九州産の素材を主要材料にした食品の開発で、地域が
生み出す価値を全国に発信してきたことから、大手百
貨店や大手全国卸との共同開発や地域優良農産物生産
者との取引や、地域有名シェフとの連携による商品企
画開発等、様々な連携が生まれました。多くのお客様
のための付加価値づくりに取り組み、地域の産業振興
にも貢献できていると評価されています。 

全社を束ねるＩＴ活用と地域連携で、九州発の良質な食材を全国に提供 

２４ 佐賀冷凍食品株式会社  卸売業/佐賀県 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 佐賀冷凍食品株式会社のＩＴ活用は、販売管理システム構築の際に市販のパッケージを有効に活用し、
投資額を抑えられたことがひとつの成果です。運用面では、食品（飲料）部門、給食部門、産直部門、
宅配業者向け卸部門という４つの部門体制に対し、業務ルールの標準化や共通システムとして運用でき
るようにしたことで、相互の応援が可能となり、売上が増加する中でも増員なしで対応できています。 
 また、商圏拡大に併せて、ホームページやメールシステムの刷新を図り、取引先やバイヤーに産地資
源との連携や商品開発情報を重点に発信し、地域との連携力をアピールしています。 
 過去５年間の売上高の変化は約１５％増。自社企画商品の販売比率が２％から１４％に伸び、全国の
新たなバイヤーからの問い合わせは、約３倍になりました。 

 川崎興産株式会社は、１９５９年創業以来書籍・雑誌の販売を営
んできました。書籍・雑誌販売は、関連する文具・雑貨等を含む多
様な商品を扱うことから、煩雑な在庫管理が常に大きな課題となっ
ていました。同社は１９８０年に国内初の書店在庫管理システム
「メトロシステム」をオフコンベースで開発し、その後システムイ
ンフラの発展とともに、Windows版やWeb版に移行し、現在はモ
バイル版の開発によって、店内でお客様と対応しながら情報検索や
在庫確認ができるようになっています。現在、長崎、神戸、福岡に
合計４店を持つ同社は、“毎日お客様が立ち寄る楽しい書店づく
り”を目指し、例えば、少子化の影響で減らされる傾向にある児童
書コーナーをあえて店舗中央に置き、親世代の購買を伸ばす等の
様々な販売企画を取り入れながら、顧客満足を実現しています。 

書店で発生する様々な出来事に対応する、スマホベースの総合サービスＩＴインフラの構築 

２５ 川崎興産株式会社（メトロ書店）  小売業/長崎県 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 川崎興産株式会社のメトロシステムは、グレードアップによりメトロリンクシステムと名を変え、取扱商品を
CD等の音響メディアにまで広げ、POSシステムやEDIと連動させた一貫システムとして、全店で運用されてい
ます。スマホやタブレットなどの携帯端末（スマートディバイス）を全店に導入し、どこからでもメトロリンク
にアクセスし、他店の在庫検索や売上動向を確認しながら、自店の仕入れや陳列計画を即座に作成することが可
能となっています。外部からの電話や社内の連絡報告事項についても、全て携帯端末で速やかな対応が可能と
なっています。また、監視カメラの録画映像をスマホから確認できることで、速やかな防犯対策に繋げています。
さらに、ポイントカード会員の情報管理も含めて、全社でISO27001を取得する等、セキュリティについても
万全な対策を講じています。今後のＩＴ活用計画として、売り場を歩くお客様のスマホに周辺の書籍情報を案内
する仕組みや、運営上の課題を指摘してくれる等の仕組みも開発中です。 
 過去５年間の売上高は横ばいですが、利益は確実に確保できています。ポイントカード会員は２１万人から３
０万人に増加。書籍入荷リードタイムは、２週間から２日以内に大幅改善されています。 
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 株式会社エスケーホームは、住宅施工、販売、不
動産販売業を営んでいますが、同業各社が集客のた
めに活用する「住宅展示場」を持たないことがひと
つの特徴です。住宅展示場はコスト負担が大きいば
かりでなく、お客様の細かい嗜好に対応することに
は限界があります。当社は、こうした投資に換えて
「インターネット展示場」を開設し、一人ひとりの
お客様にとって必要となる情報を、リアルな画像等
も加えて提供し、納得して住宅を購入していただく
ことを第一に、事業を行っています。加えてモニ
ター制度にご加入のお客様には、更なる値引きがあ
る等、お客様重視の戦略を貫いています。 

ＩＴ活用ならではのリアルな仮想住宅展示でお客様の望む姿を提案し、納得のご購入を実現 

２６ 株式会社 エスケーホーム  建設業/熊本県 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 株式会社エスケーホームの「インターネット展示場」は、外観や間取りの紹介だけではなく、外部・内
部・設備それぞれの仕様を、お客様の嗜好に合わせて入れ替えて表示し、建設費の概算見積もりを行いま
す。また、近県も含めた不動産業者の情報と連携し、土地探しから始める家づくりをテーマにした土地検
索サービスや地域密着型の土地ナビサイト「e土地ネット」を運営しています。さらに、断熱材比較など住
宅性能に関わる情報サイトなど、お客様の住生活を多面的にサポートする情報を提供しています。こうし
た豊富な情報に対する複数の検索機能や、スマホへの最適化、顧客の希望条件登録による自動マッチング
機能、アクセスユーザーのログ情報活用によるリコメンド機能等、利用者側の利便性向上にも工夫を凝ら
しています。 
 過去５年間の売上高の伸びは約１．４倍超となりました。Webサイト会員数は延６，０００名となり、
会員の成約率は１０％を維持しています。福岡証券取引所への上場も実現しています。 

 株式会社教育情報サービスは、印刷物ベースの教材
提供や出版社から受託する教材制作を行ってきました。
社会全般のＩＴ化の進展に伴い、印刷物の需要縮小傾
向が顕著になる中、２０１２年頃より、eラーニング
等デジタル教材の開発販売にビジネスモデルの転換を
図ってきました。その際、従来のeラーニングシステ
ムの概念に囚われることなく、社内に多数いる教育経
験者の視点と経営者の視点を組み合せ、教育現場の課
題やニーズに即したサービスを提供することを目指し
て、他の教育系ＩＴベンダとも連携し、「協働学習」
という新しい教育スタイルを支援するソフトウェアの
開発展開を実践することができました。 

教育現場の課題やニーズから生まれた、新たな教育スタイルを実現するeラーニング 

２７ 株式会社 教育情報サービス  情報通信業/宮崎県 

事業概要とＩＴ経営への取組み 

攻めのＩＴ活用（ＩＴを活用した事業革新）の概要と成果 

 株式会社教育情報サービスのＩＴを活用した教育教材システム「ThinkBoard」は、元となるコンテン
ツに音声と手書き描写を加える形で動画教材を作成し、どこでも繰り返し再生して利用できる手軽さと、
システム運用の面でも負荷の掛けられない脆弱な通信環境にも対応できる点を特徴としています。また、
パソコン教室の環境サービスと連携し、課題となるコンテンツに生徒が答えを考えるプロセスを記録し、
個別に指導をしたり、皆で確認したりという「ThinkBoardクラスルーム」としての利用も可能です。完
成した教育教材として、音声と動画を組み合わせて提供するセット版から、利用者の要望に応じて企画制
作するもの等、多種多様な要求に対応したサービスが可能です。 
 過去5年間で売上高の伸びは約2.2倍となり、その間、教育機関との連携で、12,000本を超える動画教
材が作成されています。海外でも活用が可能なシステムであり、2014年、国際協力機構（JICA）の中小
企業海外展開支援事業を受託することができました。 



６．選定企業基本情報 

社名 有限会社 斉藤砂利工業 1 

本社住所 北海道中川郡幕別町字軍岡12 

業種 砂利採取業（砂利採取・販売業） 

規模 資本金（百万円） 10百万円 従業員数（名） 37名（正社員のみ）（総数43名） 

創業・設立 1966年1月 

社名 株式会社 札幌デンタル・ラボラトリー 2 

本社住所 北海道札幌市北区北24条西2丁目3-26 

業種 その他（歯科技工） 

規模 資本金（百万円） 50百万円 従業員数（名） 105名（正社員）（総数112名） 

創業・設立 1968年 

社名 小林ハードウェア株式会社 3 

本社住所 青森県青森市本町２－１０－５ 

業種 卸小売業 

規模 資本金（百万円） 20百万円 従業員数（名） 3名（正社員）（総数9名） 

創業・設立 1892年 

社名 株式会社 佐藤工務店 4 

本社住所 宮城県加美郡加美町長檀69 

業種 建設業 

規模 資本金（百万円） 50百万円 従業員数（名） 43名（正社員のみ）（総数43名） 

創業・設立 1977年6月 

社名 グラントマト株式会社 5 

本社住所 福島県石川郡古殿町大字田口字黒長14-1 

業種 小売業 

規模 資本金（百万円） 48百万円 従業員数（名） 83名（正社員のみ）（総数361名） 

創業・設立 1994年8月 

社名 有限会社 山崎石材店 6 

本社住所 茨城県常総市水海道栄町2648 

業種 サービス業（墓石等企画販売施工）  

規模 資本金（百万円） 3百万円 従業員数（名） 3名（正社員のみ）（総数3名） 

創業・設立 創業1747年、設立1988年7月 

社名 有限会社 HAPPY ISLAND 7 

本社住所 群馬県高崎市緑町1-28-2 

業種 飲食業 

規模 資本金（百万円） 3百万円 従業員数（名） 9名（正社員のみ）（総数40名） 

創業・設立 2003年8月 
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社名 株式会社 セイロジャパン 8 

本社住所 埼玉県春日部市谷原3-1-8 マルヤビル3F 

業種 情報サービス業 

規模 資本金（百万円） 347百万円 従業員数（名） 67名（正社員のみ）（総数70名） 

創業・設立 1982年9月 

社名 有限会社 ミカタ 9 

本社住所 千葉県松戸市小金原六丁目２番地４ 

業種 その他（介護事業） 

規模 資本金（百万円） 9百万円 従業員数（名） 8名（正社員のみ）（総数13名） 

創業・設立 2004年8月 

社名 株式会社 KPIソリューションズ 10 

本社住所 東京都中央区銀座 ８－１５－２ ACN銀座ビル 

業種 情報通信業 

規模 資本金（百万円） 147百万円 従業員数（名） 13名（正社員）（総数14名） 

創業・設立 2006年8月 

社名 株式会社 今野製作所 11 

本社住所 東京都足立区扇１－２２－４ 

業種 製造業 

規模 資本金（百万円） 30.2百万円 従業員数（名） 32名（正社員のみ）（総数32名） 

創業・設立 1969年9月 

社名 株式会社 セイファート 12 

本社住所 東京都渋谷区渋谷三丁目27番11号 

業種 サービス業（美容師・美容業支援サービス） 

規模 資本金（百万円） 50百万円 従業員数（名） 124名（正社員のみ）（総数146名） 

創業・設立 1991年7月 

社名 有限会社 井組自動車工業 13 

本社住所 神奈川県横浜市青葉区奈良町１８４３－８０ 

業種 サービス業（自動車整備） 

規模 資本金（百万円） 3百万円 従業員数（名） 16名（正社員のみ）（総数18名） 

創業・設立 1977年4月 

社名 山岸株式会社 14 

本社住所 神奈川県小田原市鬼柳203番18 

業種 卸売業 

規模 資本金（百万円） 46百万円 従業員数（名） 34名（正社員のみ）（総数39名） 

創業・設立 1955年6月 
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社名 株式会社 光栄 15 

本社住所 石川県能美市岩内町ヤ1番地1 

業種 製造業 

規模 資本金（百万円） 10百万円 従業員数（名） 22名（正社員のみ）（総数26名） 

創業・設立 1982年4月 

社名 久野金属工業株式会社 16 

本社住所 愛知県名古屋市緑区野末町201番地 

業種 製造業 

規模 資本金（百万円） 80百万円 従業員数（名） 270名（正社員のみ）（総数289名） 

創業・設立 1950年11月 

社名 株式会社 半谷製作所 17 

本社住所 愛知県大府市北崎町大島13-3 

業種 製造業 

規模 資本金（百万円） 45百万円 従業員数（名） 169名（正社員のみ）（総数203名） 

創業・設立 1949年12月 

社名 有限会社 イトーファーマシー 18 

本社住所 三重県鈴鹿市安塚町638-16 

業種 小売業・介護事業 

規模 資本金（百万円） 3百万円 従業員数（名） 14名（正社員のみ）（総数28名） 

創業・設立 1995年9月 

社名 有限会社 アドバンク 19 

本社住所 京都府京都市下京区七条通東洞院東入材木町499-2 第一キョートビル２階  

業種 印刷業 

規模 資本金（百万円） 3百万円 従業員数（名） 15名（正社員のみ）（総数16名） 

創業・設立 1999年6月 

社名 株式会社 塚腰運送 20 

本社住所 京都府京都市下京区木津屋橋通大宮東入上之町４４４ 

業種 運輸業 

規模 資本金（百万円） 30百万円 従業員数（名） 85名（正社員のみ）（総数176名） 

創業・設立 創業1910年 設立1954年4月 

社名 株式会社 Oｒｂ 21 

本社住所 岡山県倉敷市阿知1丁目7-2 くらしきシティプラザ西ビル KVO1号室 

業種 小売業（ネット通販） 

規模 資本金（百万円） 2百万円 従業員数（名） 2名（正社員のみ）（総数4名） 

創業・設立 2014年1月 
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社名 ダイヤ工業株式会社 22 

本社住所 岡山県岡山市南区古新田１１２５ 

業種 製造業 

規模 資本金（百万円） 10百万円 従業員数（名） 104名（正社員）（総数104名） 

創業・設立 1963年4月 

社名 株式会社 シーパーツ 23 

本社住所 山口県岩国市周東町下久原1811-1 

業種 卸売業（自動車リサイクルパーツ販売） 

規模 資本金（百万円） 10百万円 従業員数（名） 81名（正社員）（総数81名） 

創業・設立 1955年3月 

社名 佐賀冷凍食品株式会社 24 

本社住所 佐賀県小城市芦刈町芦溝 １２８－３ 

業種 卸売業（食品製造卸） 

規模 資本金（百万円） 20百万円 従業員数（名） 7名（正社員のみ）（総数20名） 

創業・設立 1973年11月 

社名 川崎興産株式会社（メトロ書店） 25 

本社住所 長崎県長崎市出島町５番２号 

業種 小売業（書籍等販売） 

規模 資本金（百万円） 80百万円 従業員数（名） 14名（正社員のみ）（総数14名） 

創業・設立 1959年3月 

社名 株式会社 エスケーホーム 26 

本社住所 熊本県山鹿市鍋田178-1 

業種 建設業 

規模 資本金（百万円） 178.95百万円 従業員数（名） 71名（正社員のみ）（総数84名） 

創業・設立 1997年8月 

社名 株式会社 教育情報サービス 27 

本社住所 宮崎県宮崎市橘通西3丁目10-36 ニシムラビル6F 

業種 情報通信業（教育情報サービス業） 

規模 資本金（百万円） 5.55百万円 従業員数（名） 18名（正社員のみ）（総数19名） 

創業・設立 2008年 
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