
No 経営資源活用共同化推進事業者の氏名又は名称 証明日
証明を受けた出資金額の

合計額
証明を受けた投資案件数

1 Sansan株式会社 令和2年7月28日 約427億円 152件

2 Sansan株式会社 令和2年7月28日

3 トレステック株式会社 令和2年7月28日

4 小橋工業株式会社 令和2年8月19日

5 株式会社Link-U 令和2年9月25日

6 株式会社コンテクスト 令和2年10月29日

7 株式会社マイナビ 令和2年12月18日

8 株式会社マイナビ 令和2年12月18日

9 プラス株式会社 令和2年12月25日

10 プラス株式会社 令和2年12月25日

11 株式会社Qvou 令和3年1月22日

12 ファインビューテ株式会社 令和3年1月22日

13 ファインビューテ株式会社 令和3年1月22日

14 株式会社大塚商会 令和3年1月26日

15 株式会社QUICK 令和3年1月26日

16 サカタインクス株式会社 令和3年1月26日

17 株式会社イムラ封筒 令和3年2月4日

18 株式会社日本エスコン 令和3年2月19日

19 株式会社ギフティ 令和3年2月19日

20 株式会社ギフティ 令和3年2月19日

21 株式会社クボタ 令和3年3月23日

22 株式会社エムコスミック 令和3年3月23日

23 西川コミュニケーションズ株式会社 令和3年3月29日

24 株式会社安藤・間 令和3年4月1日

25 株式会社薬王堂 令和3年4月1日

26 オムロン株式会社 令和3年4月12日

27 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 令和3年4月12日

28 豊田合成株式会社 令和3年4月16日

29 大鵬薬品工業株式会社 令和3年4月16日

30 大正製薬ホールディングス株式会社 令和3年4月16日

31 小野薬品工業株式会社 令和3年4月16日

32 ユアサ商事株式会社 令和3年4月16日

33 富士フィルム株式会社 令和3年4月16日

34 ディップ株式会社 令和3年4月16日

35 株式会社オカムラ 令和3年4月16日

36 高砂熱学工業株式会社 令和3年4月22日

37 株式会社村田製作所 令和3年4月22日

38 株式会社アイネット 令和3年4月22日

39 靜甲株式会社 令和3年5月6日

40 brew株式会社 令和3年5月21日

41 brew株式会社 令和3年5月21日

42 株式会社コウショクホールディングス 令和3年5月21日

43 清水建設株式会社 令和3年5月25日

44 渡辺パイプ株式会社 令和3年5月25日

45 三菱地所株式会社 令和3年5月25日

46 三菱地所株式会社 令和3年5月25日

47 三菱地所株式会社 令和3年5月25日

48 三菱地所株式会社 令和3年5月25日

49 三菱地所株式会社 令和3年5月25日

50 三菱地所株式会社 令和3年5月25日

51 東レエンジニアリング株式会社 令和3年5月25日

52 ダイキン工業株式会社 令和3年5月25日

53 ダイキン工業株式会社 令和3年5月25日

54 ダイキン工業株式会社 令和3年5月25日

55 株式会社ベリザーブ 令和3年5月25日

56 株式会社フジタ 令和3年5月25日

57 日本生命保険相互会社 令和3年5月28日

58 日総工産株式会社 令和3年5月28日

59 第一生命保険株式会社 令和3年5月28日

60 明治安田生命相互会社 令和3年5月28日

国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第１項に基づく

経済産業大臣の証明実績（令和4年4月1日時点）



61 TPR株式会社 令和3年5月28日

62 キッセイ薬品工業株式会社 令和3年6月1日

63 株式会社協和テクニカ 令和3年6月4日

64 大阪瓦斯株式会社 令和3年6月10日

65 大阪瓦斯株式会社 令和3年6月10日

66 大阪瓦斯株式会社 令和3年6月10日

67 大阪瓦斯株式会社 令和3年6月10日

68 三菱電機株式会社 令和3年6月10日

69 日本ハム株式会社  令和3年6月11日

70 東洋製罐グループホールディングス株式会社 令和3年6月11日

71 株式会社ソラスト 令和3年6月11日

72 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 令和3年6月11日

73 日本ユニシス株式会社 令和3年6月11日

74 株式会社アイシン 令和3年6月11日

75 エン・ジャパン株式会社 令和3年6月11日

76 凸版印刷株式会社 令和3年6月18日

77 凸版印刷株式会社 令和3年6月18日

78 凸版印刷株式会社 令和3年6月18日

79 株式会社アムコ 令和3年6月21日

80 芙蓉総合リース株式会社 令和3年6月24日

81 芙蓉総合リース株式会社 令和3年6月24日

82 丸紅ベンチャーズ株式会社 令和3年6月24日

83 丸紅ベンチャーズ株式会社 令和3年6月24日

84 太陽石油株式会社 令和3年6月24日

85 双日株式会社 令和3年6月24日

86 シップヘルスケアホールディングス株式会社 令和3年6月24日

87 シップヘルスケアホールディングス株式会社 令和3年6月24日

88 株式会社大林組 令和3年6月24日

89 株式会社大林組 令和3年6月24日

90 株式会社QTnet 令和3年6月24日

91 KDDI株式会社 令和3年6月24日

92 KDDI株式会社 令和3年6月24日

93 KDDI株式会社 令和3年6月24日

94 野村不動産ホールディングス株式会社 令和3年6月28日

95 日鉄興和不動産株式会社 令和3年6月28日

96 日鉄興和不動産株式会社 令和3年6月28日

97 鹿島建設株式会社 令和3年6月28日

98 株式会社ミクシィ 令和3年6月28日

99 株式会社ミクシィ 令和3年6月28日

100 株式会社ミクシィ 令和3年6月28日

101 株式会社丸井グループ 令和3年6月28日

102 株式会社丸井グループ 令和3年6月28日

103 株式会社丸井グループ 令和3年6月28日

104 株式会社丸井グループ 令和3年6月28日

105 株式会社丸井グループ 令和3年6月28日

106 株式会社丸井グループ 令和3年6月28日

107 株式会社丸井グループ 令和3年6月28日

108 株式会社丸井グループ 令和3年6月28日

109 三井不動産株式会社 令和3年6月28日

110 三井不動産株式会社 令和3年6月28日

111 日本コルマー株式会社 令和3年6月28日

112 京セラ株式会社 令和3年6月28日

113 ウィルグループ株式会社 令和3年6月28日

114 株式会社タカギセイコー 令和3年8月26日



115 株式会社村上商会 令和3年9月13日

116 エッグフォワード株式会社 令和3年9月27日

117 エッグフォワード株式会社 令和3年9月27日

118 エッグフォワード株式会社 令和3年9月27日

119 株式会社FOOD＆LIFE　COMPANIES 令和3年10月18日

120 株式会社Dラボ 令和3年11月19日

121 サントリーホールディングス株式会社 令和3年11月22日

122 株式会社経営共創基盤 令和3年11月22日

123 株式会社恒電気 令和3年12月22日

124 株式会社マイナビ 令和3年12月24日

125 株式会社マイナビ 令和3年12月24日

126 株式会社マイナビ 令和3年12月24日

127 ユニ・チャーム株式会社 令和4年1月11日

128 トラスコ中山株式会社 令和4年1月11日

129 トラスコ中山株式会社 令和4年1月11日

130 NISSHA株式会社 令和4年1月11日

131 株式会社ギフティ 令和4年1月27日

132 株式会社ギフティ 令和4年1月27日

133 株式会社ギフティ 令和4年1月27日

134 株式会社ギフティ 令和4年1月27日

135 株式会社ギフティ 令和4年1月27日

136 株式会社ギフティ 令和4年1月27日

137 東京建物株式会社 令和4年2月16日

138 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 令和4年2月16日

139 GMOインターネット株式会社 令和4年2月16日

140 株式会社八神製作所 令和4年2月16日

141 コロンビアワークス株式会社 令和4年2月22日

142 株式会社クボタ 令和4年3月7日

143 株式会社クボタ 令和4年3月7日

144 株式会社クボタ 令和4年3月7日

145 株式会社クボタ 令和4年3月7日

146 江崎グリコ株式会社 令和4年3月7日

147 株式会社エプコ 令和4年3月16日

148 株式会社Relic 令和4年3月17日

149 株式会社Relic 令和4年3月17日

150 株式会社Relic 令和4年3月17日

151 株式会社Relic 令和4年3月17日

152 株式会社Relic 令和4年3月17日

（※）証明を受けた出資金額の合計額は、億円未満を四捨五入したもの

（※）本表は、経済産業大臣の証明交付実績を示すものであり、各事業者が税制上の特例措置を受けたことを示すものではない。


