
10 新事業開発に向けた中長期経営計画の策定―中長期ビジョン、中長期経営目標など企業の成長戦略の検討―

　当社は親会社である株式会社小松精機工作所の技術である金属結晶粒の微細化技術の市場開拓を行いつ
つ、微細結晶の計測技術より派生した磁界式非接触検査装置を開発してきた。小松精機グループでは従来自
動車内燃機の部品製造が主力製品であったが、自動車のEV化に拍車のかかる中、新事業の柱となり得る超
微細粒鋼、非破壊センサーの事業化を実現し、経営の柱とする事により小松精機工作所グループの次代の新
事業を担う戦略関連会社として、新たに柱となる事業や潜在顧客を開拓し、中長期の成長戦略を構築した。

企業名　株式会社ナノ・グレインズ
業　種　�金属材料、医療機器、非接触検査装置の開

発・販売
本社所在地　長野県諏訪市沖田町3-15
設　立　平成26年11月
売上高　112百万円（平成30年10月期）
従業員　9人（正社員4人）

　当社は、2013年に㈱小松精機工作所の関連会社と
して、超微細粒ステンレス鋼関連製品、医療機器、
非破壊センサーの製造販売を行うことを目的に事業
を開始している。
　親会社である株式会社小松精機工作所は自動車エ
ンジン用燃料噴射ノズルに関し、世界シェアの30％
を供給するに至っているが、自動車のEV化の流れ
を見据え、当社の持つ超微細粒鋼生成技術と非破壊
センサー技術をもとに、新たな分野の事業開発と顧
客開拓を行っていく事を将来への課題と考えている。

　当社と中小機構との出会いは、平成27年7月に開
催された第3回「地方発！ベンチャー企業ミートア
ップ」に当社が登壇したことがきっかけであった。
このイベントは関東経済産業局と中小機構・関東本
部の連携イベントとして開催され、関東管内の地方
ベンチャーと東京圏のベンチャーキャピタルや大企
業との出会いの場であり、地方発ベンチャーの台頭
を加速させる狙いで実施された。
　当社は、本イベントにおいて磁界式非接触センサ
ーのビジネスモデルについてプレゼンを行った。

　自動車のEV化の流れは企業にとって非常に大き
な危機感もたらすものであり、又新たなビジネスチ

本社外観

企業概要

中小機構との出会い

プロジェクトマネージャーの視点と経営課題の設定

新事業展開型

新事業開発に向けた中長期経営計画の策定
―中長期ビジョン、中長期経営目標など

企業の成長戦略の検討―

関東本部　プロジェクトマネージャー　杉浦　成人

株式会社ナノ・グレインズ
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ャンスの機会とも捉えられている。
　当社は、社長であり、株式会社小
松精機工作所の専務取締役でもある
小松隆史氏が中心となり、微細粒ス
テンレス鋼（nanoSUSⓇ）の市場開
拓、この微細粒ステンレス鋼の結晶
サイズ判定を行うための磁界式非接
触センサーの開発、更に微細粒ステ
ンレス鋼の高強度および加工特性を
用いて自社設計による内視鏡処置具
の開発の3事業を中心に行ってきた。
　当社は、現在も親会社の協力も得
ながら新事業の立ち上げに向ってい
る。開発された製品は技術的に優れ
ており、将来の市場性も有望と思わ
れるが、一方で当社の経営資源は限
られており、日常の業務、問合せの対応に追われ、
事業方針の確立、ビジョンの策定が出来上がってい
ない状況にあった。
　以上を踏まえ、上記の3事業に関しそれぞれの事
業計画、中・長期ビジョンを策定し、プライオリテ
ィ付けに基づいて行動計画を立案していく事を提案
した。
　第1の段階としては、コンタクトのきっかけとな
った磁界式非接触センサーのビジネスモデル構築を
テーマとした。目指すべきビジネスモデルの確定に
あたっては、次の検証方法に従い絞り込みを行った。
1）�社長以下のプロジェクトメンバー全員が、マー
ケティング戦略の必要性を認識

2）�現状分析を行い、過去の実績の棚卸を行い採用
すべきビジネスモデルの仮説を設定

3）上記仮説の検証内容を策定
4）目指すべきビジネスモデルの確定

　企業側のプロジェクトメンバーは、当社社員の他、
株式会社小松精機工作所の開発部門のキーマンにも
参加してもらい、開発、製造、市場開拓に至る一貫
したビジネスモデルを構築できる体制とした。
　機構側は、第1期においてはセンサービジネスに
精通し、且つマーケティング戦略に強いアドバイザ
ーを選任し、当該センサーの事業展開スキームの構
築を目指した。
　第2期においては3事業全体を捉えて中期ビジョ
ン・事業計画を立案すべく、大企業に於いて研究所、
製作所責任者、更に会社経営を経験したアドバイザ
ーを選任し、新事業展開、IPOを得意とするチーフ
アドバイザーを機構側管理者とする万全な体制を整
えた。

第1期＜経営実務支援事業＞
（平成28年3月〜平成28年8月（5ヶ月））
　当社の課題は、磁界式非接触センサーの事業戦略
立案であるため、以下の支援テーマを設定し、支援
を実施することにした。
1）市場（顧客）の検証
　対象市場の有無、想定される市場規模、一般的な
市場の見解・評価
2）自社の分析（強み・弱み）
　実績、顧客からの評価、技術ポートフォリオ、技
術的優位性、弱みの分析
3）競合状況（代替技術、競合製品）
　代替技術・製品は何か、競合製品の市場規模、競
合製品の市場動向
　これらの検証のもとに目指すべきビジネスモデル
として①金属欠陥判別事業　②土壌分析事業の2テ
ーマに絞り込み、それぞれの事業モデルを構築した。
　第1期における支援の結果、次の成果に至った。

①　�金属部品製造における「製造欠陥判別事業モデ
ル」

ⅰ）市場
・�金属素材の組織変化（加工硬度、圧力、熱処理）
の状況を把握し、製造品質につなげたい　潜在ニ
ーズを持つ市場

ⅱ）事業としての付加価値
・�磁界式非破壊センサーを活用することで材料硬度
判別のみではなく、加工硬化レベル、組織レベル、
転移量、結晶サイズ等のデータの確保

ⅲ）事業展開
・当社の強みの公表・開示方法論の構築
・客先からの問いかけルートの構築（窓口構築）
・営業機能の構築

プロジェクト推進体制

支援内容と支援成果

支援メニュー H26 H27 H28 H29 H30 支援内容（支援テーマ等）

地方発！ベンチャー
企業ミートアップ

関東経済産業局、中小機構
関東本部主催のベンチャー企
業を対象とした投資家へのプ
レゼンに登壇

築構ルデモスネジビ業事援支務実営経
定策の画計営経期長中業事遣派続継家門専
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・�対応スキル、組織の構築（技術・コンサルテーシ
ョン）
・製造スキームの構築
・保守メンテ体制の構築

②　土壌分析事業モデル
ⅰ）市場
・地方自治体（都道府県・農業試験場等）
・大学（農学部）
・研究・改善・情報提供
・JA（現状の土壌診断者）
・農業法人他
ⅱ）事業としての付加価値
・�従来の技術では土壌分析に時間と費用が掛かる
為、分析したくてもできなかった。
　�計測を即座に行えると言う「利便性」と「効率性」
と「安全性」が付加価値となる。
ⅲ）事業展開
・�土壌データの推定値を迅速に出力する事業そのも
のは当社がビジネスとして展開するものではな
く、装置を提供しその利用を実際に行う専門家に
委ねる事になる。
・�データを迅速に出力する装置の提供が第一義と考
えた。
　以上の2つのビジネスモデルに対し限られた資源
を集中し活動を開始した。

第2期＜専門家継続派遣事業＞
（平成29年8月〜平成30年1月（6ヶ月））
　第1期の支援を終え、次なる課題を以下のとおり
と分析した。
・�高度IT社会に適した製品に必要とされる材料お
よび精密部品の実現
・�医療費の抑制と高い安全性の向上　身体的負担を
軽減した医療
・�高コストで測定が困難であった金属部品の全数保
証による安全社会への貢献
・�地力低下に伴う農産物の生産能力低下への対応
・�自動車のEV化の流れに対する新たな事業の柱の
構築
・�大手メーカーの素材からの根本的な製品製造の見
直し
・�医療制度の大幅な変化と環境意識の高まり�
・オバマケアの見直し
・�再利用からディスポーザル化による安全性の向上
　以上を踏まえ、第2期の支援は当社が小松精機グ
ループの次代の新事業を担う戦略関連会社として、
新たに柱となる事業や潜在顧客を特定し、中長期の
成長戦略を構築していくことを目的とし、磁界式非
接触センサーに留まらず、nanoSUSⓇ、内視鏡処置

具の3事業全てを対象とした中期経営計画策定の支
援を実施することとした。

1）�市場および経営環境の分析（事業毎の顧客、ビ
ジネスモデル、市場構造分析、SWOT分析）

【nanoSUSⓇ（微細粒ステンレス鋼）】
　製品概要
　金属材料の結晶サイズを微細化することで、成分
を変更せずに高強度化が可能
　通常のステンレスの結晶サイズは10μm以上であ
ることが多いが、nanoSUSは200nmまで微細化が可
能
　加工特性
　切削や絞り、曲げ加工などで加工の安定化が図れ
る。
　切削加工時にはエッジ部が均一になり、バリの生
成も抑制される。
　金属組織の均一化から、せん断加工も安定
　これらの特長を活かす市場、事業を開拓する手法
としてプロジェクトメンバーに対する30本ノックを
実施。様々な可能性を見出すことが出来た。
　可能性ある事業領域
医療機器� �顧客仕様に基づくnanoSUS材料

とそれを用いた部品
� �（心臓内視鏡用操作ワイヤー、

ニードル用材料）
自動車部品� �ダイヤフラム、ハーネス等
環境・エネルギー� �燃料電池用セパレータ
釣り具� リール用回転止め部品
日用品� �高強度ワイヤー（網用）極細線

ワイヤー（網用）、メッキフリ
ーのねじ用単線ワイヤー

【磁界式非接触センサー】
　過去の支援において、金属用、土壌検査用の2つ
の市場に対しての事業展開策を検討した。
　今回はこれを更に深掘りし販売戦略にまで落とし
込みを行った。
　可能性ある事業領域
自動車溶接部分� �異種金属の接合などが増えてい

るが、非破壊での判定・測定方
法が見つかっていない。

� �これに対する一つの解としての
提案を継続する。

熱処理後の後工程� �熱処理部品の全数検査・保証を
行いたい（熱処理レベル、浸炭
深さ、溶接状態等の把握）

� �検査の容易さを特徴として深掘
りする。

農業分野、土壌分析� �現状、CEC（陽イオン交換容量）
や成分の測定に時間と費用が掛
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かり過ぎており判別が出来てい
ない。

� �検査スピード、容易さについて
は評価を得ており、検査ビジネ
スへの展開を模索して行く。

【医療用機器（内視鏡処置具）】
　nanoSUSⓇの高強度および加工特性を用いて自社
設計、開発を行った内視鏡処置具であり、以前より
これに着目して製品開発を進めてきた。
　可能性ある事業領域
細径鉗子（φ0.7）� �高強度化により、より小さく、

より把持力が高い製品を実現医
療機器に求められる使いやすさ
や現場での処置時間の短縮を考
慮。

各種注射針� �各種注射針へのアプローチ。元
大手医療機器メーカーでの経験
のある人財を活用して行く。

2）中長期ビジョンの設定
　以上の事業分析、事業化検討より当社が目指す企
業像を構築した。
　当社は「社会的課題解決を提案する企画・設計・
開発企業へ」をコンセプトとし、①新価値材料＆部
品　②磁界式非接触センサー　③医療機器事業を柱
とするデザイン＆コンサルティング企業を目指すと
いうものである。

3）�経営目標の設定、調達計画の検討、収支計画の
策定

　策定の事業計画に基づき、売り上げ・利益計画を
策定、この上に立って更なる経営戦略の策定、経営
計画を行った。

指数表示（2017年
度を100）
利益のみ2018年度
を100

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2022
年度

売上（a） 100 114 192 329

売上総利益（b） 100 185 269 474

売上総利益率（b/a） 100 121 140 144

経常利益 マイナス 100 282 383

経常利益率 −6.2％ −1.0％ 12.2％ 9.7％

4）�中長期事業方針、経営戦略の策定、経営体制の
構築

　利益、収支計画を基に投資計画について検討した。

親会社のバックアップも有り積極的な投資計画の立
案となった。
【人的投資】�2億円�（3年間累計）
・�雇用の拡大　材料3〜5名　医療機器3〜5名　スタ
ッフ2〜4名

・�経験・知識・語学・人的ネットワークを活用した
ダイバーシティー・働き方の多様化（定年退職者、
公的機関退職者、働く場所の自由度）を対象とし
た、柔軟な労働環境を構築

【事業環境整備への投資】�約1億円（3年間累計）
・�SUWAエリアを中心として国内の加工系中小企
業連携をベースとし、工場を持たないファブレス
を基本としたネットワークの構築。

・�作業環境の自由度を増したコミュニケーション
ITの充実化

・医療機器分野の設計及び評価環境の充実化
【開発投資】
・�当面は顧客との連携の下、市場にアクセス可能な
開発を進める。この活動の中で、特許等の独自技
術の確立を目指す。

・�将来的にはエンジニアリング部門の拡大を図る
【量産対応投資】
・�開発分野から進んだ量産を安定化させる投資につ
いて今後検討して行く。

　以上のような2期間の支援を終え、各事業の達成
目標と優先するべき事業開発分野の特定ができた。
各事業の製品ごとの売上を数量、単価に分解して積
み上げる収支計画については、それぞれの需要予測
に基づいた中長期計画を作成することができた。　
　当社の将来的な展望は、今回支援の3事業分野そ
れぞれに方向付けが出来たことにより、可能性が大
きく広がって来ている
　以上の状況から、当社の今後の課題としては、今
回策定した中期事業計画を実行していく体制の強
化、拡大して行く事業に対する資源の投入のための
投資計画と考える。
　今後、実行段階において今回策定の事業計画が反
映される事を期待する。

今後の課題
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プロジェクトマネージャーの総括
　当社は、株式会社小松精機工作所における先端加工技術の新たなビジネスモデル企業と
言う位置付けに留まらず、精密機械加工組立産業の集積地である諏訪地区における企業の
将来求めて行くべき姿の1つのモデルを示すものである。
　今回、事業計画を策定した3つの事業は、それぞれ技術的にアドバンテージを持った製品
群であり、注目度も高い。それだけに引合い、問合せ等のいわゆる外乱に左右されず当社
のコアコンピタンスに基づく事業方針の確立を急ぐ必要が有った。
　又、今回の支援事業の一つでもある内視鏡処置具については同地区の得意技術を持った
企業集団であるSESSAグループにて生産されており、当社はそのリーダー的企業として地
域の発展にも寄与している。この様な企業に対する支援実績は大変意義深いものである。

杉浦　成人　関東本部
プロジェクトマネージャー

経営者のことば
　加工系の中小企業からの技術開発による市場展開は、市場にその使い方の理解を委ね
てしまいがちであり、我々もその傾向であった。今回の指導により、その技術の利用者
がどのように使うのかを想定し、絞り込みを行った市場への展開方法の構築を行うこと
が出来た。
　第1期の経営実務支援事業では、磁界式センサーの事業戦略の立案を、技術的知識を
持った専門家に指導を頂くことで、市場分析や戦略の立案の基礎を構築することができ
た。その後、この戦略に基づいた実践をある期間行っていくことで、仮定の検証と自ら
の実例構築を行うことが出来た。この結果を反映し、第2期には専門家継続派遣事業を
受け、対象を拡大し、保有技術の優位性を見直し、社会的な課題解決とどのようにつな
げて市場展開をしていくかという中長期戦略を構築することが出来た。指導期間と平行
して、想定していた顧客へのつながりを得ることができ、想定していた形での事業につながり始めている。
　派遣頂いた専門家は、上記のような加工系中小企業の近視眼を理解しながら、伴走的に課題を考え、参加者全
員で議論をする時間を共有することで、開発をしている側に共通した顧客目線の理解が生まれてきたことは大き
な視点の変化であり、大きな資産になったと考えている。最初の戦略は仮説検証になるが、これを続けていくこ
とで、各担当が自律的に動き、顧客要望との合致が出来るようになってきている。

代表取締役社長
小松　隆史 氏

nanoSUS®（超微細粒ステンレス鋼） Wire Foil, Plate

Bar, Straight wire


