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中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）九州本部は、九州地域の中小企業・小規模事業

者の DX を推進するため、自社の目的・状況に合った IT 化へのきっかけ作りを支援する「IT経営簡

易診断」を実施しています。 

このたび、令和 3年度に実施した「IT 経営簡易診断」の利用実績と、支援終了後半年が経過した

利用者のIT導入状況について、アンケート結果の取りまとめ並びに導入事例を作成しましたので、

その内容を公表します。 

 

■「IT 経営簡易診断」実績、アンケートの取りまとめ結果、事例について 

（結果概要） 

令和 3 年度の IT 経営簡易診断の利用企業は製造業が多く、約半数を占めました。売上規模や

従業員数については、小規模事業者から比較的大きい規模の中小企業まで幅広く利用されていま

す。また、診断から半年経過後の状況を確認したところ、約 5割の企業が IT 導入を進めており、

IT 導入の効果が期待されています。 

アンケートの取りまとめ結果の詳細や、企業の導入事例については別紙をご覧ください。 

 

＜IT 経営簡易診断とは＞ 

「IT 経営簡易診断」は、人間ドックのように自社の IT 経営をチェック並びに見える化し、自

社の目的・状況に合った IT 化へのきっかけ作りのための事業です。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、自社に合った IT 活用可能性

（ソフト、アプリ等）をご提案する無料の支援制度です。 

顧客対応・営業支援業務等の「フロント業務」または、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）」に課題があり、改善を検討したい中小企業・小規模事業

者に対して、IT活用に関する提案・情報提供を行います。 

なお、生産管理や物流管理等の基幹システムに関する分野（ミドル業務）は、別の施策で対応

しています。 

 今年度の受付期間は令和 4年 12 月 23 日までとなっておりますので、ご注意ください。 

九州地域の中小企業・小規模事業者の DX を推進 

～中小機構 令和 3 年度上期の「IT 経営簡易診断」実績・事例を公表～ 

 



 

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞ 

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーション 

や地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環 

境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の 

育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企 

業支援機関の支援力の向上に協力します。 

 

 

 ＜本件に関するお問い合わせ先＞  

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 九州本部 企業支援課（担当：辻、金子、藤村） 

住所：福岡県福岡市博多区祇園町 4番 2号 

電話：092-263-0300（ダイヤルイン） 



（別紙）
◆令和3年度（2021年度）の実績

IT経営簡易診断 全国487件（うち九州本部内 62件：シェア13％）

①九州本部管内の62件の各県所在地別内訳は下表のとおり。福岡県の企業が最も多く、以
下、鹿児島県、長崎県と続く。（昨年度に比して熊本県が大幅ダウン。）
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、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。

所在地 件数 割合 前年度
比較

事業所数※ 割合

福岡県 25 40％ +4％ 260,232 40％
佐賀県 4 6％ -4％ 40,291 6％
長崎県 9 15％ +7％ 67,725 10％
熊本県 4 6％ -14％ 85,857 13％
大分県 2 3％ -1％ 60,356 9％
宮崎県 8 8％ -4％ 56,226 9％
鹿児島県 10 16％ +6％ 82,796 13％

62 653,483

②業種別では下図のとおり。製造業が最も多く、半数を占める（昨年度の36％から今年度
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。

※令和元年経済セ
ンサス・基礎調査
甲調査より

製造業
小売業

卸売業

その他のサービス業



（別紙）
③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。

④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。



（別紙）

⑤令和3年度（2021年度）支援先企業62社のうち、令和3年9月末までに支援が終了した企業
は23社であったが、それら企業に対して支援後、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。

役立ち度

非常に役に立った 10

役に立った 11

あまり役に立たなかった 1

小計 22

（未回答） 1

支援終了後の行動意思

すぐにIT実装を実行する 5

IT実装に向けた計画を立てる 8

IT実装に向け更なる情報収集をする 8

具体的なIT実装はもう少し先になっ
てから検討する。

1

小計 22

（未回答） 1

半年後の導入状況

導入済み（取り組み完了） 1

取り組み中 6

取り組みを検討中 7

取り組んでいない 1

小計 15

（未回答） 8

支
援
終
了
後

半
年
経
過
後

導入効果

効果が出ている 1

効果が期待できそう 4

効果が期待できない 1

小計 6

（未回答） 1

⑥調査対象22社のうち、支援終了後「すぐにIT化を実行／計画立案する」とした企業は約6
割であり（上図右表）、改めて半年経過後に確認したところでは、導入済／取り組み中の
企業は約5割であった（下図左表）。（アンケート未回答企業を除く）

◇中小機構では「IT経営簡易診断」以外にも中小企業に対する様々な生産性向上支援を実
施しています。基幹システムの導入支援や製造現場での業務標準化などを支援する「ハン
ズオン支援」や、使いやすい業務用アプリを紹介する「ここからアプリ」など多彩な支援
メニューを是非ご活用ください。
ハンズオン支援はこちら：https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/hands-on/index.html
ここからアプリはこちら：https://dx-ouen.smrj.go.jp/cocoapp.html

◆令和3年度上期の実績（診断先のＩＴ導入状況について）

https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/hands-on/index.html
https://dx-ouen.smrj.go.jp/cocoapp.html


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

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】27名

申込のキッカケ1

Web発信の強化：ホームページやSNSを通じた情報発信を推進
業務効率化ツールの活用：BIやRPAを使って効率化・自動化
セキュリティの強化：セキュリティをさらに強化して最新の脅威へ対処

提案の概要（抜粋）2

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。
最新のセキュリティ製品を導入し、セキュリティを強化した

提案を受けて3

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。中小企業のIT
化にかける適切な投資量が分かりかね相談をさせて頂いた中で、これまで兼務で対応していた当社のIT担当者の
スキルや、推進しているIT化のレベルの高さを外部の方に評価して頂くことでIT化対応の現在地を確認することがで
きた半面、業務の分担や社内意識の更なる改革の必要性も感じた。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4

◆ＩＴ導入事例（IT経営簡易診断支援事例）

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

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

申込のキッカケ1

データ活用による業務改善：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
データ連携：API機能を活用してシステム間のデータ連携機能を実装

提案の概要（抜粋）2

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

提案を受けて3

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4

（別紙）



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

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

申込のキッカケ1

ネットショップ作成サービスの活用：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
インターネット広告の利用：リスティング広告やSNS広告を利用してECサイトへ集客
ネット通販用管理サービスの導入：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

提案の概要（抜粋）2

「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3

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4

（別紙）


