
令和3年度

IT化への
きっかけを作る

IT経営簡易診断とは？

IT経営簡易診断は、専門家との3回の面談を
通して経営課題・業務課題を全体最適の視点
から整理・見える化し、貴社に合ったIT活用可
能性を無料でご提案するものです。生産性向上
を目指す中小企業の改善・改革のきっかけ作り
を目的とした中小企業支援施策の一つです。

ヒアリング ご提案

コストを
下げたい

マネジメントを
改善したい

ディスカッション＋ ＝
回目1 回目2 回目3

売上を
上げたい

I T経営簡易診断

Introduction results report

導入実績報告書



（アンケート未回答企業を除く）
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半年経過後の導入効果
（ 「導入済み／取り組み中」企業23社対象）

3社

10社

効果が
出ている

効果が
期待できそう

令和3年度（2021年度）支援先企業62社に対して、支援後、及び半年経過した時点でのIT導入状況についてアン
ケートを実施したところ、次の回答が得られた。

令和3年度 支援先IT導入状況

● 支援終了後の行動意思● 役立ち度

支援終了後

■非常に役に立った　■役に立った
■あまり役に立たなかった　■どちらともいえない

■すぐにIT実装を実行する ■IT実装に向けた計画を立てる
■IT実装に向けた更なる情報収集をする
■IT実装はもう少し先になってから検討する

（アンケート未回答企業を除く）

29社26社

2社 1社

● 半年後の導入状況

半年経過後

■導入済み（取り組み完了）　■取り組み中
■取り組みを検討中　 ■取り組んでいない

ここからアプリ（業務用アプリ紹介サイト） https://ittools.smrj.go.jp/
ＩＴ導入補助金  https://dx-ouen.smrj.go.jp/hojo.html
中小機構のハンズオン支援事業 https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/hands-on/index.html
経営相談（窓口相談）  https://www.smrj.go.jp/regional_hq/kyushu/sme/consulting/index.html

支援先企業のうち、支援終了後のアンケート回答があったのは58社であった。調査対象58社のうち、支援終了後
「すぐにIT実装を実行する／IT実装に向けた計画を立てる」とした企業は約60%の35社であった（上図右表）。
また、支援終了半年経過後に状況を確認したところ、「導入済み／取り組み中」と回答した企業は約66%の23社で
あった（下図左表）。23社のうち「効果が出ている／効果が期待できそう」と回答した企業は約57%の13社であった
（下図右表）。

ＩＴ経営簡易診断後に、よく利用された制度

10社

18社

25社

4社

（アンケート未回答企業を除く）
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SUPPORT CASE 支援事例
I T経営簡易診断

動画マニュアルを活用した作業の標準化、グルー
プウェアやビジネスチャットを使った生産性向上
を推進

データ活用による
業務改善

API機能を活用してシステム間のデータ連携機能
を実装データ連携

提案の概要（抜粋）

バジルバジル
ペースト
バジル
ペースト

さつま芋
ケーキ
さつま芋
ケーキ

自社でIT化を進めており、経理などの標準的な仕組みについては導入・活用でき
ているものの、自社独自のシステム開発にあたってはノウハウがない。開発ベンダ
としっかりコミュニケーションをとってシステムを外販できるようブラッシュアッ
プしていくためにも、自社のレベルアップをはかっていきたい。

提案を受けて
中小機構のハンズオン支援（戦略的CIO育成支援事業）を活用。自社の経営環境
について確認した上で、システム開発の課題を俯瞰して整理し、自社のレベルアッ
プを実現

●従来営んできたBtoBの事業からBtoCへ事業を展開するにあたって、ECサイト
の活用を検討しているが、どういうツールを利用すればいいか分からない。
●ECの運用やITの活用など、社内の体制について整理したい。

リスティング広告やSNS広告を利用してECサイト
へ集客インターネット広告の利用

ネット通販における納品書の発行等の顧客対応作
業の負荷を軽減

ネット通販用
管理サービスの導入

高機能で安価なネットショップ作成サービスを活
用してECサイトをオープン

ネットショップ
作成サービスの活用

提案の概要（抜粋）

●「カラーミーショップ」（GMOペパボ株式会社）を活用してネットショップを
オープン。オープンにあたっては提案内容に含まれていた、ネットショップ業務
をまとめた資料を有効活用
●ECサイトのオープンに合わせてInstagramを開始

提案を受けて

申込のキッカケ

ちょうどECサイトのオープンを検討している
タイミングで、各ネットショップ作成サービス
の機能の違いなどを具体的にアドバイスして
もらえたので、選定に当たって非常に参考に
なった。また、ECサイトオープンに向けて、各
ステップでやるべきことを体系立てた形で示
してもらえたので、スムースかつ着実に取り
組むことができた。今後はインターネット広
告にも取り組んで行きたいと考えている。

ご感想

ハマダフーズ株式会社
●所在地／熊本県　●業種／食品製造業　●従業員数／24名

CASE
SUPPORT

02
CASE
SUPPORT

02

これまでは出てくる課題に対症療法で対応
することが常となっていたが、経営環境を
整理してから戦略的に取り組む重要性に
気づくことができた。そのために社内の体
制を整備し、人材を育成していくことが必
要だと感じている。また、今後はビジネス
チャット等の便利なツールの導入を進める
と同時に、ノーコードアプリの活用を推進
していきたい。世の中にないものは自分た
ちで作る、というマインドで、各人がスピー
ディーに改善に取り組める環境を整備し、
成長を加速させていきたい。

ご感想申込のキッカケ

くにみ農産加工有限会社
●所在地／大分県 ●業種／食品製造業 ●従業員数／74名

CASE
SUPPORT

01
CASE
SUPPORT

01

※調理例
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SUPPORT CASE I T経営簡易診断  支援事例

●大手企業に比べ、ITの活用が遅れているのではないかと感じている。
●一方で、社内を見渡してみたときに、IT活用が進んでいると感じられるとこ
ろもあり、自社の規模でどの程度までIT化に取り組む必要があるのか知り
たい。

申込のキッカケ

株式会社長崎地研
●所在地／長崎県　●業種／建設・土木業　●従業員数／28名

CASE
SUPPORT

03
CASE
SUPPORT

03

●紙ベースでの作業やITを使いこなせていないことによる非効率な作業が多く、
遅れていると感じられる部分についてITの活用を進めていきたい。

●従業員のスキルアップにつなげていきたい。

ご感想申込のキッカケ

●これまでアナログとデジタルの二重管理になっていたスケジュール管理につい
て、LINE WORKSを活用して一本化。日報についても同ツールに一元化
●ITへの意識が変わり、活用を進めていくために中小機構にハンズオン支援を
依頼し活用

提案を受けて

株式会社古川電機製作所
●所在地／長崎県　 ●業種／自動車電装業、設備工事業、携帯販売事業　●従業員数／80名

CASE
SUPPORT

04
CASE
SUPPORT

04

提案の概要（抜粋）

Webデータベースの活用などを通じた業務効率化
の推進手書き業務の削減

Excelの機能の使いこなしによるITリテラシーの
向上データ活用マインドの醸成

RPAを利用したデータ連携による二重入力業務の
削減データ連携の自動化

提案の概要（抜粋）

●ホームページのリニューアルを行い、あわせてInstagramでの情報発信を開
始。これらを通じて受けた相談を受注につなげたほか、人材採用にもつなげた

●最新のセキュリティ製品を導入し、セキュリティを強化

提案を受けて

当社のIT環境をフラットな視点で丁寧に分
析してもらい、現状を把握することができた
のでよかった。当社のIT担当者は兼務で対
応しており、内部では評価されづらい面も
あったが、診断に同席して自身の取り組み
を外部の方に評価してもらったことでモチ
ベーションアップにもつながった。 今後は
RPAを使った業務効率化にも取り組むな
ど、会社全体のレベルアップに取り組んで
行きたい。

ご感想

これまではITに関して自社のレベル感も分
からずにいたが、専門家に入ってもらうこと
で、ざっくりしていた問題意識が文章化、図
式化され、社内の問題を整理するのに役に
立った。社内の意識も変わってきていると思
うが、実効性を持たせていくためにも、今後
さらに社内の改善マインドを醸成しつつ、抽
出された課題に優先順位をつけ、実際の導
入を加速していきたい。

ホームページやSNSを通じた情報発信を推進Web発信の強化

BIやRPAを使って効率化・自動化業務効率化ツールの活用

セキュリティをさらに強化して最新の脅威へ対処セキュリティの強化
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●従来から絶えず業務改善に取り組んできていたが、IT以外の部分の業務改善
についてはかなり進んだこともあり、IT領域での取り組みも進めたい。
●近年、人手不足など業務効率化の必要性が増している。

ご感想申込のキッカケ

株式会社スズキアリーナ大隅
●所在地／鹿児島県　 ●業種／自動車販売業、自動車整備業、ほか　 ●従業員数／20名

CASE
SUPPORT

05
CASE
SUPPORT

05

●アナログな職種ではあるが、自社である程度のIT化は進めており、他社の状況
と比べてどの程度遅れ進みがあるのかを確認したい。
●世の中のDXがどれだけ進展しているか情報収集したい。

ご感想申込のキッカケ

株式会社グローバル・クリーン
●所在地／宮崎県　 ●業種／清掃業、クリーンコンサル事業　 ●従業員数／80名

CASE
SUPPORT

06
CASE
SUPPORT

06

診断を受ける前に、自社で独自にITの課題
を取りまとめていたが、それとはまた別の視
点で分かりやすくまとめてもらった。これに
より、自社の状況がより明確となり、IT化を
進めていくにあたっての目標設定ができる
とともに、投資判断の裏付けともなった。今
後はツールを入れていくだけでなく、ツール
を使う側である社員の意識も変えていくと
いうハイブリッドな取り組みを推し進め、社
外にもノウハウを提供できる体制を目指し
ていく。

知りたかった自社のIT化における立ち位
置を客観的な視点で明確にしてもらうこと
ができた。ヒアリングの過程ではITだけで
なくそれ以外の社内の課題も整理しても
らったうえで、「ITでできること」「ITででき
ないこと」、という形で提案してもらって全
体像を分かりやすく把握できた。ホーム
ページの改善を進めるなど提案しても
らった内容について着実に取り組んでお
り、今後も順次検討を進めていきたい。

基幹システムや会計システムを含めた全体のフ
ローを整理し、情報システムの全体像を確認の上、
今後の方向性について提案

部門別損益の自動作成

決済システム見直しと対応サービスの検討入金消込業務の効率化

提案の概要（抜粋）

提案を受けて
●自動車整備業用の基幹システムを刷新し、「新一等書記官」を導入。今後財務会
計システムも刷新し、システム間連携を構築する予定

●POSレジを導入し、手入力作業を減らすとともに、金額が合わないミスを削減

提案を受けて

メール共有システムによる対応力向上、ホーム
ページの導線改善、予約管理システムの活用

新規顧客獲得に向けた
業務の見直し

オペレーション改善やIoT導入による在庫の見
える化

資材在庫の見える化

提案の概要（抜粋）

●メール共有ツール「Mailwise（メールワイズ）」を導入。属人的になってい
た顧客とのやり取りを組織的に対応できるように基盤を整備
●経理システムのクラウド化、在庫管理システムの導入などについて検討を
実施

4



令和3年度の支援実績

所在地

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

計

25

4

9

4

2

8

10

62

40%

6%

15%

6%

3%

13%

16%

4%

-4%

7%

-14%

-1%

-4%

6%

40%

6%

10%

13%

9%

9%

13%

260,232 

40,291 

67,725 

85,857 

60,356 

56,226 

82,796 

653,483 

件数 割合 前年度比較 割合事業所数※

※令和元年経済センサス・基礎調査 甲調査より

九州本部管内の62件の所在地内訳は右表の
通りであった。福岡県の企業が最も多く、以
下、鹿児島県、長崎県と続く（この3県はいず
れも前年度比で増加している）。
令和元年経済センサス基礎調査による事業
所数の割合と比較すると、長崎県、宮崎県、鹿
児島県は割合が多くなっているが、熊本県、大
分県では事業所数の割合に比べ、利用数が少
ない。

01 Support  results

九州各県所在地別内訳

業種別では左図のとおり。製造業が最も多く、
半数を占める（昨年度は36％であったため、今
年度48％と大幅増）。次に多いのが小売業で、
以下、卸売業、その他のサービス業と続く。

■ 建設・土木業 ■ 製造業

■ 情報サービス業 ■ 運輸業

■ 卸売業 ■ 小売業　

■ 専門技術・サービス業 ■ 宿泊業

■ 飲食業 ■ 生活関連サービス業

■ その他のサービス業 ■ 上記に分類されない業種

02Support  results

業種内訳

製造業
小売業

その他の
サービス業

卸売業
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IT経営簡易診断 全国487件（うち九州本部内 62件：シェア13％）

03 Support  results

売上高・従業員の規模

■専任担当者がいる　

■兼務での担当者がいる

■担当者はいない

10%

50%

40%

申込企業のうち、社内に専任でシステム担
当者がいるのは10％、兼務での担当者がい
るのは40％、担当者がいない企業が50％と
なっている。

04
システム担当者の有無

売上高・従業員の規模では、各グラフのとおり1～5億円、10～50人が最も多い。この傾向は昨年度とあまり
変わらないが、1億円未満の企業が減った一方、100人超の企業の利用がなかった。

売上高別分布

35

30

25

20

15

10

5

0

（社）

5億円~10億円 10億円超1~5億円1億円未満

Support  results

従業員数分布

50

40

30

20

10

0
50~100人 100人超10~50人10人未満

（社）

6



全体最適の視点から
課題整理・見える化を
専門家がサポート

業務を3つに分解し、
それぞれの業務課題を確認

経営課題 業務課題
価値の最大化を実現する
ための経営課題を確認

お客様

業務課題の
見える化

ITを活用した
改善計画案の
ご提案

IT活用に役立つ
情報提供

経営課題の
見える化
・

IT活用可能性の
見える化

価値の最大化に資源を集中
［ 方向性 ］

価値 1
フロント業務
顧客対応、販売支援などの
売上を生み出す業務

2
ミドル業務
開発、設計、生産、施工、
店舗・施設管理等業種固有業務

3
バックオフィス業務
総務・会計・人事・労務・在庫・
物流等の間接業務や
情報共有等の汎用業務

※フロント業務、
　バックオフィス業務中心

情報提供
IT活用(手段)に役立つ

情報を提供

IT活用可能性
現状リソースを踏まえ、

現実的にIT活用(手段)する
場合の改善案を提供

IT経営簡易診断の考え方と出来ること

全体最適視点から見た
経営・業務課題の整理・見える化

現状リソースを踏まえた
IT活用に役立つ情報提供+

お申込みはWebで！

IT経営簡易診断

https://krs.bz/smrj-hp/m?f=885

対象者 ※以下の1、2に該当する中小企業が対象となります

自社の経営課題・業務課題を専門家と一緒に見える化したい、
IT活用可能性を検討し、生産性向上を目指したい中小企業1

特に、顧客対応・営業支援業務（フロント業務）、総務、会計、人事、労務、在庫、物流等の
間接業務（バックオフィス業務）について課題があり、改善を検討したい中小企業

2

注意事項   ※必ずお読みください

貴社の課題の中心が、ミドル業務(主として生産管理等の基幹システムに関すること)の場合は、本事業で全体最適の観点から簡易に整理・見える
化まではしますが、具体的な提案まではいたしません。ミドル業務は、課題検討により多くの時間が必要となるため、 本事業のような3回の面談で
有益な提案までつなげるのは無理があるためです。基幹システムの構想・計画・導入については、戦略的CIO育成支援事業【有料】※が対応施策に
なります。貴社の状況に合致した施策をご活用ください。相談は下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/hands-on/01.html※『戦略的CIO育成支援事業』詳細はこちら

TEL 092-263-0300 FAX 092-263-0310
独立行政法人 中小企業基盤整備機構　九州本部 企業支援部 企業支援課
［お問い合わせ先］


