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１．基本的考え方 ： ①課題認識と仮説

グローバルサプライチェーンの変化（海外での現地調達が増加傾向）

海外生産拠点の設置が増加傾向

サプライチェーン上、重要な役割を担うものづくり企業が存在
※東日本大震災によるサプライチェーン途絶の教訓

このような企業は、付加価値を生み出し、
日本の産業競争力の一翼を担っている

高い技術力、特定分野でのシェアトップなど、
優れたものづくり企業が存在

一方で国内には一方で国内には
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１．基本的考え方 ： ②コンセプトと要件

日本の産業競争力を支える

Value Chain Core企業（VCC企業）
日本の産業競争力を支える

Value Chain Core企業（VCC企業）

サプライチェーン上で付加価値を生み出す源泉（コア）となっている

→ 広がりのある付加価値 → 高い水準の付加価値 → 持続性のある付加価値

基本コンセプト

ＢtoＢの製造業（単体売上高1000億円以下）で、

Ⅰ．取引構造やサプライチェーンの中で、重要な役割を担っている
※製造業の大企業や有力企業との取引が多い、大企業から主要取引先とされている、幅広い業種との取引がある、取引代替

性が低い(取引類似性が低い）、海外取引がある、など、顧客との取引関係において、広さ、深さ、存在感がある

Ⅱ．独自の高い技術力を有している
※有効特許件数が一定数以上ある、従業員１人当たり特許数が高い、当該技術分野での特許数シェアが上位、など

Ⅲ．特定の分野で高い市場シェアを有する製品がある、ないしは自社の評判が高い
※特定製品のシェアが国内でトップもしくは上位、または海外で一定のシェアを有している、評判が良い、など

VCC企業の要件
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２．目的と取り組みスタンス

VCC企業の調査を通じてその特性を見いだし、展開していく。

DBJグループが持つ機能を活用しながらVCC企業を金融、ナレッジ
の両面で個別支援し、実際の成果を出していく。

日本の産業競争力強化への貢献を基軸に、

取り組みのスタンス

独立系の中堅中小製造業を主な対象

産業全体の中でのコア（※地域でのコア、地域貢献という考え方は入っていない）

中核となる企業の更なる飛躍（もしくはそれを目指そうとする企業）に着目、全体の底上げではない

把握可能な企業の情報をもとに、定量的にかつ多面的に分析・評価・抽出し、ヒアリングで補足

調査に加え、個別サポートも重視（１社１社の積み上げ）

サポートは金融だけではなく、ナレッジ提供も重視

2012年度より取り組み
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３．VCC企業の抽出手順

第一次スクリーニング（母集団）
一定条件を満たす約1200社（最終
的に1,135社を抽出 ※以下母集団企業と表記

分 析
・取引での顧客との関係性の強さ
・技術力の高さ
・市場占有率、その他定性事項
・売上や利益の成長率
などに関する21指標を分析

評価・選定
総合評価スコアが上位で､帝国ﾃﾞｰ
ﾀﾊﾞﾝｸの企業評点が一定水準以上
の約200社(183社)をVCC企業と選定

※SPECＩＡは帝国データバンクの企業DB

※（株）知財情報サービスのDB
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４．ＶＣＣ企業の具体例

企業名
本社所在地
（都道府県）

主要製品

株式会社 日精ものづくりホールディングス 群馬 医療用具・機器（日本精密測器(株)）、鍛工製品（日亜鍛工(株)）

株式会社 朝日ラバー 埼玉 工業用ゴム製品

大森機械工業株式会社 埼玉 自動包装機

株式会社アドバネクス 東京 精密ばね、プラスチック製品、ヒンジユニット等

小川香料 株式会社 東京 香料及び関連製品

サトーホールディングス株式会社 東京 バーコードラベル、プリンター、ラベラー等の自動認識システム関連製品

綜研化学株式会社 東京 粘着剤、微粉体、特殊機能材、加工製品、装置システム

株式会社 ソミック石川 東京 自動車部品（ボールジョイント、ダンパー等）

株式会社テクノフレックス 東京 フレキシブルホース、伸縮管継手　等

東洋合成工業 株式会社 東京 有機工業薬品・有機溶剤、感光剤材料等

東洋ドライルーブ 株式会社 東京 機能性コーティング被膜

長野計器株式会社 東京 圧力計、圧力センサ、計測制御機器、その他

日本トムソン株式会社 東京 針状ころ軸受、直動案内機器、諸機械部品

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 東京 産業用ロボットや半導体製造装置に組み込まれるメカトロニクス製品及び減速装置

冨士ダイス 株式会社 東京 超硬耐摩耗工具

保土谷化学工業株式会社 東京 機能性色素、機能性樹脂等

株式会社牧野フライス製作所 東京 マシニングセンタ・NC放電加工機・NCフライス盤・フライス盤・工具研削盤・CAD/CAMシステム・FMS等

株式会社 リガク 東京 理科学機器（Ｘ線回析装置、蛍光Ｘ線回析装置等）

理研計器株式会社 東京 産業用ガス検知警報機器及び各種ガスセンサ

クリエートメディック 株式会社 神奈川 シリコン製カテーテル

黒田精工 株式会社 神奈川 精密ボールネジ、精密プレス金型等

株式会社 ソディック 神奈川 NC放電加工機

株式会社 ニクニ 神奈川 渦流ポンプ、マイクロバブル発生機

オルガン針 株式会社 長野 ミシン針、メリヤス針、フェルト針、電子部品

シナノケンシ 株式会社 長野 精密モーター等電気機器

多摩川精機 株式会社 長野 車載用センサ・精密モーター・ジャイロ等

株式会社 スギノマシン 富山 高圧ジェット洗浄装置、精密金属加工機・工具

澁谷工業株式会社 石川 ボトリングシステム、製函包装システム、製薬設備システム、再生医療システム、医療機器、その他

南部化成株式会社 静岡 樹脂製品等

シヤチハタ 株式会社 愛知 事務用製品等

株式会社 ニデック 愛知 眼科医向け手術装置/検査診断装置、眼鏡機器等

株式会社フジキン 大阪 超精密バルブ機器

株式会社 モルテン 広島 競技用ボール、自動車用関連部品等

※ 公表の承諾を得た企業を掲載
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５．VCC企業の分析結果 ①概要

VCC企業183社の平均売上高は348億円、従業員数783人（12年度）、近３年平均純利益率3.9%
本社所在地は東名阪で８割強、国内工場立地は本社所在地ほどの偏りはない。

社数 構成比 工場数 構成比

北海道・東北 0 0.0% 63 11.9%
関東甲信越（１都３県以外） 10 5.5% 91 17.1%
１都３県 91 49.7% 108 20.3%
東海 19 10.4% 69 13.0%
北陸 8 4.4% 19 3.6%
近畿 41 22.4% 84 15.8%
中国 7 3.8% 44 8.3%
四国 3 1.6% 10 1.9%
九州・沖縄 4 2.2% 43 8.1%

日本計 183 100 .0% 531 100 .0%

アジア（日本・中国除く） － － 202 49.5%
中国 － － 98 24.0%
北米 － － 60 14.7%
中南米 － － 15 3.7%
欧州 － － 31 7.6%
オセアニア － － 2 0.5%

海外計 － － 408 100 .0%

VCC企業の
本社所在地

VCC企業の
工場所在地

※ 帝国データバンク「SPECIA」より分析・作成

※ 帝国データバンク「SPECIA」および各社のホームページより分析・作成
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５．ＶＣＣ企業の分析結果 ②取引や技術についての特徴

取引構造上の重要度 技術力の高さ

大企業等から当社が主要取引
先であると認識されている件数

※ 帝国データバンク「SPECIA」より分析・作成 ※知財情報サービス(株)の特許データベースより分析・作成
販売取引先の業種構成を
もとにした指標、値の小さ
い方が販売類似度が低く、
顧客からすると代替取引
がききにくい独自の存在
であると解釈。
※帝国DBのツール

主要製品分野での特許件数の相対
的シェアをベースに指標化（下表は
X社の主要製品の特許数シェア）

順位
保有特許

件数
出願中

特許件数
1位 Ｘ社 23 2
2位 日産自動車 11 0
3位 神戸製鋼所 4 0
3位 ゼネラル・エレクトリック（米） 4 0
5位 ヘゲンシャイト-ＭＦＤ（独） 2 2
5位 トヨタ自動車 2 1
5位 ＫＹＢ 2 0
5位 富士重工業 2 0

企業名
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６．ヒアリング調査① ～実施概要～

2012年度末よりVCC企業への訪問ヒアリング調査を開始、現在も継続中

目的は、定量調査結果と実態の整合性、企業の特徴、課題、ニーズの把握

これまで40社強に実施
※ 別途、VCC企業に選定されなかった母集団企業等数社にもヒアリング

ヒアリング内容

VCC選定に至った定量分析結果に対する認識
ＳＷＯＴ（強み・弱み・機会・脅威）に関する認識

ヒストリー、価値観

経営戦略

マネジメント全般（組織運営、人材、動機付け等）

売り方（海外も含めた市場開拓、販売方法等）

売り物（製品開発、技術、技術マネジメント等）

連携への取り組み

課題・ニーズ など
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６．ヒアリング調査② ～結果の概要～

技術者やグローバル人材を中心とした人材の確保・育成

海外展開強化

先々を見据えた事業の多角化・新製品開発

情報収集やネットワーク構築による新たな機会の探索

課題認識

好循環
サイクル

顧客ニーズを的確に把握し、技術とマッチング

明確な方向性、高い目標と意欲

独自のやり方の追求

定性的特徴



７．提案・支援活動① メニュー概要
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プログラム名 概要

投融資によるサポート
「世界に通じる競争力強化」などに係る取り組みに対する融資［ＤＢＪスマートジャパンプログラ
ム］や出資などリスクマネー供給による支援。

ＤＢＪアジア金融支援センター
法制度や地域の産業動向などを含めた現地情報の提供やコンサルティングサービスなどにより
様々なニーズに対応し、アジア進出の取り組みを支援。

技術事業化支援センター
「ＭＯＴ（技術経営）研修」を通じた製造業のお客様の技術経営力の分析・評価や将来を担い得る
人材育成のサポートに加えて、「イノベーションデザインプログラム」を通じた情報収集や産官学に
跨がった幅広いステークホルダーとの交流機会を提供。

ＤＢＪ金融アカデミー
企業金融や企業価値評価に係る手法や会計、国際金融の動向などの幅広い基礎的素養等を習
得する為のプログラム。

経済・産業情報サービス
内外経済の動向を踏まえた為替・長期金利の見通し、また、最新の産業、技術動向を睨んだト
ピックについての（講演や冊子等による）情報提供。

経営コンサルティングサービス
ＤＢＪグループによる、市場／業界動向や会社の現状分析、それらを踏まえたビジョンや経営戦
略のレビューや再構築のサポート。
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７．提案・支援活動② 個別サポートの具体例(1)

VCC企業の課題解決を個別にサポート

1) 金融サポートプログラム

→ ＶＣＣ企業向け融資制度

→ ＶＣＣ企業向け投資

2) コーチング・プログラム

→  ワークショップ､海外調査・展開サポート､知財分析等

→ 更に課題の詳細調査、具体的な戦略や解決策検討

等は別途対応

3) マッチング・プログラム

→  連携先探索（Ｍ＆Ａ、事業連携、技術マッチング等）



７．提案・支援活動② 個別サポートの具体例(2)

12

大分類 個社へのサポートの具体的内容（実績）

金融関係 各種融資

共同投資（インド包装機械市場への進出意向を受け、現地企業へ共同投資：大森機械工業）

資本政策提言

ナレッジ関係 ワークショップ（ＳＷＯＴ、戦略、新製品開発等について検討）

経営計画の策定サポート

組織・人事制度の改革支援

幹部社員向け研修講師実施

用途開発支援（保有特許に対する引用を分析・提供し、新たな事業開発の視点を提供）

マッチングサポート

Ｍ＆Ａ提言

将来分野に関する情報提供（例えば、水素ステーション、医療等）

アジア市場に関する情報提供

個別サポートとは別に、VCC企業の一部を集めて講演会・勉強会を年に数回実施

（経済情勢、海外市場、経営戦略立案、デザインイノベーション等に関するテーマ）
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８．ＶＣＣ企業の雇用貢献① 【全国】

全産業、および製造業の全国従業者数は、減少傾向にあるものの、VCC企業（および母集団企業）の従業者数は増加傾向。

中核となり得る中堅中小企業（※この場合はVCC企業、母集団企業）は、一定の雇用貢献をしていることがうかがえる。

※ VCC企業や母集団企業は、過去10年の従業者数データの取得できた企業のみを集計。VCC企業は183社中の170社、VCCを除く母集団
企業は952社中、661社が該当。また、それぞれ単体従業者数としている（単体であれば国内従業者数である場合が多い）。

出所：

経済センサス（総務省統計局）

帝国データバンクSPECIA

従業者数推移（全産業、製造業、VCC企業、母集団企業）
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８．VCC企業の雇用貢献② 【東名阪以外】

東名阪には工場を持たないVCC企業の従業者数は増加傾向にあるが、当該道県の製造業従業者数は減少傾向。

地域で中核となり得る中堅中小企業（※この場合はVCC企業）は、一定の雇用貢献をしていることがうかがえる。

出所：

経済センサス（総務省統計局）

帝国データバンクSPECIA

（注１）
VCC企業の従業者数には、本社所在地以外にも工場を持つ場
合はその分の従業者数が含まれる。よって、下記「注２」の道県
にしか工場を持たないVCC企業の従業者数と、その道県の製
造業従業者数を比較。

（注２）
東名阪（１都３県、東海、近畿）に工場を持たないVCC企業は42
社。これら企業の国内工場立地は２６道県で、

・北海道
・東北の青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島の６県
・関東甲信越の茨城、栃木、群馬、新潟、山梨、長野の６県
・北陸の富山、石川、福井の３県
・中四国の岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知の６県
・九州の福岡、佐賀、熊本、大分の４県

従業者数推移（製造業、VCC企業 ※東名阪以外の地域）
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９．ＶＣＣ企業の経済貢献① 【全国】

2003年→2012年の推移において、VCC企業の生産高シェアは増加傾向。

中核となり得る中堅中小企業（※この場合はVCC企業、母集団企業）は、一定の経済的貢献をしていることがうかがえる。

※ VCC企業、母集団企業は、過去10年の従業者数データの取得できた企業のみを集計。VCC企業は183社中の170社、VCCを除く母集団
企業は952社中、661社が該当。また、それぞれ単体売上高としている（単体であれば国内生産高である場合が多い）。

出所：
工業統計（経済産業省）
帝国データバンクSPECIA

※製造品出荷額（全国）は、従業者数4人以上の製造業事業所の合計

生産高推移（製造業、VCC企業、母集団企業）
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９．VCC企業の経済貢献② 【東名阪以外】

東名阪には工場を持たないVCC企業の売上シェアは増加傾向。

地域で中核となり得る中堅中小企業（※この場合はVCC企業）は、一定の経済貢献をしていることがうかがえる。

（注）
VCC企業の売上には、本社所在地以外にも工場を持つ場合はその分の売上も本社所在地県に計上される。よって、前々頁の道県にしか工場を持たないVCC企
業の売上と、その道県の製造品出荷額を比較。対象同県は従業者数の場合と同じ。

出所：
工業統計（経済産業省）
帝国データバンクSPECIA

※製造品出荷額（全国）は、従業者数4人以上の製造業事業所の合計

売上高推移（製造業、VCC企業 ※東名阪以外の地域）
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10．VCC企業の地域貢献事例 【Ａ社の地域内従業員数シェア】

04年→12年の従業員数は、VCC企業Ａ社は安定的に増えているが、安曇野市や松本都市圏は減少傾向。

Ａ社の安曇野市での従業員数シェアは大きく伸び、12年度が2.7％。松本都市圏でのシェアも伸びており、12年度は0.7%。

出所：工業統計（経済産業省）、帝国データバンクSPECIA ※安曇野市、松本都市圏の従業者数は、従業者数4人以上の製造業事業所の合計

従業員数推移（VCC・Ａ社、安曇野市、松本都市圏） VCC・Ａ社の従業員数シェア

長野県安曇野市にあるＶＣＣ企業Ａ社の概要

所在地：長野県安曇野市

業 種：一般機械器具製造業

市場シェア：特定の製品分野では世界をほぼ独占

ＶＣＣ企業Ａ社の都市圏について
※ Ａ社の工場は安曇野市にあり、松本都市圏に該当する。

※安曇野市は2005年に市町村合併があったが、それ以前の時系
列データは合併前市町村の数字を合算

※松本都市圏は、松本市、塩尻市、安曇野市、木祖村、麻績村、生
坂村、山形村、朝日村、筑北村、池田町、松川村
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10．VCC企業の地域貢献事例 【Ａ社の地域内生産高シェア】

03年→12年の生産高をみると、VCC企業は安曇野市や松本都市圏よりも成長性が高く、リーマンショック後の回復力も高い。

Ａ社の安曇野市での生産高シェアは大きく伸びており、12年度が4.1％。松本都市圏でのシェアも伸びており、12年度は1.2%。

生産高推移（VCC・Ａ社、安曇野市、松本都市圏） VCC・Ａ社の生産高シェア

出所：工業統計（経済産業省）、帝国データバンクSPECIA ※安曇野市、松本都市圏の売上（製造品出荷額）は、従業者数4人以上の製造業事業所の合計
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10．VCC企業の地域貢献事例 【Ａ社の地域仕入先の売上推移】

帝国データバンクの企業情報、SPECIAより

※ Ａ社の主要仕入先であるTier1のＢ社、Ｃ社、Tier2のＤ社、
Ｅ社を対象に分析。これらは長野県内に所在する製造業
で、帝国データバンクに収録されている企業とした。

※ ちなみにＡ社の「原材料費＋外注加工費＋商品仕入高」
の対売上比は半分弱。単純にＢ～Ｅ社の売上合計はそ
のうちの3割弱を占める。

売上は12年度／08年度比でみると、ＶＣＣの
Ａ社と同じように仕入先のＢ～Ｅ社は成長し
ている（12年の指数が1以上（12＞08）。 ※全
国の製造業全体の平均は、12/08＝0.93

年別の売上推移も同様の傾向。

ＶＣＣ・Ａ社およびその仕入先地域企業の売上推移



11．ＶＣＣ・準ＶＣＣ企業の地理的分布

ＶＣＣ企業（183社）・ＶＣＣ企業を除く母集団企業（952社 母集団企業計1135社）ともに関東から近畿にかけて集中しており、
大都市圏への偏りが見られる。

ただし、その他の地域においてもＶＣＣ企業もしくは母集団企業は一定数存在しており、地域経済の活性化にはこれら企業
の成長を促すことが、地域経済の発展のためには重要である。

ＶＣＣ企業
ＶＣＣ企業を除く

母集団企業

＊本社所在地をプロットしたもの

ＶＣＣ企業の本社所在地


