生産性向上特別措置法
No.
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革新的データ産業活用計画

事業者の氏名又は名称

認定企業一覧（平成31年4月26日時点）
法人番号

事業分野

認定日

個情委協議

株式会社ジェーシービー

8010401050511

貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関

平成30年7月13日

有

株式会社アルファパーチェス

8010401090648

各種商品卸売業

平成30年7月19日

無

株式会社日伝

8120001077522

機械器具卸売業

平成30年7月27日

無

キヤノン株式会社

6010801003186

業務用機械器具製造業

平成30年9月20日

無

株式会社ユニクロ

9250001001451

繊維・衣服等卸業

平成30年9月28日

無

株式会社プレステージ・インターナショナル

1010001089262

その他の事業サービス業

平成30年9月28日

無

富士電機株式会社

9020001071492

電気機械器具製造業

平成30年10月12日

無

日本食研ホールディングス株式会社

3500001012115

食料品製造業

平成30年10月30日

無

株式会社ヨロズ大分

9320001011071

輸送用機械器具製造業

平成30年10月31日

無

6011101009270

化学工業

平成30年11月19日

無

1390001002550

窯業・土石製品製造業

平成30年12月6日

無

8011501003045

化学工業

平成30年12月7日

無

9010001063235

金融商品取引業、商品先物取引業

平成30年12月13日

有

8120001204927

放送業

平成30年12月25日

有

8010601028126

金属製品製造業

平成30年12月26日

無

3020001020736

生産用機械器具製造業

平成30年12月26日

無

9021001035727

輸送用機械器具製造業

平成30年12月26日

無

9010401054420

専門サービス業（他に分類されないもの）

平成30年12月26日

無

9230001014075

非鉄金属製造業

平成30年12月27日

無

7120001042923

建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

平成30年12月27日

無

1010001067912

通信業

平成31年1月11日

無

9250001000684

専門サービス業（他に分類されないもの）

平成31年1月16日

無

7010501016231

印刷・同関連業

平成31年1月25日

無

4010701009640

電気機械器具製造業

平成31年1月30日

有

9010001186399

化学工業

平成31年2月1日

無

10 昭栄化学工業株式会社

11 東ソー・クォーツ株式会社
12 東京インキ株式会社
13 大和証券株式会社

14 朝日放送テレビ株式会社
15 株式会社LIXIL

16 株式会社ソディック
17 市光工業株式会社

18 森六ホールディングス株式会社
19 サンエツ金属株式会社
20 クリエイト株式会社
21 株式会社NTTドコモ

22 株式会社ファーストリテイリング
23 凸版印刷株式会社
24 株式会社明電舎

25 東洋ビジュアルソリューションズ株式会社

No.
26

事業者の氏名又は名称

法人番号

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 4010001073486

事業分野

平成31年2月8日

有

銀行業

平成31年2月15日

有

平成31年2月15日

無

平成31年2月22日

無

食料品製造業

平成31年2月22日

無

1120001074930

飲食料品小売業

平成31年2月22日

有

6120001077342

各種商品小売業

平成31年2月27日

有

6010001172229

情報サービス業

平成31年2月28日

無

2120001049881

食料品製造業

平成31年3月5日

無

6010001167617

電気業

平成31年3月12日

有

8130005004513

協同組織金融業

平成31年3月12日

有

5010001087865

情報サービス業

平成31年3月13日

無

6200001013231

電子部品・デバイス・電子回路製造業

平成31年3月18日

無

1010401029660

食料品製造業

平成31年3月20日

無

1260001011820

その他教育、学習支援業

平成31年3月22日

有

5010001184349

電子部品・デバイス・電子回路製造業

平成31年3月22日

無

3120005007273

保険業

平成31年3月25日

有

3011001027739

損害保険業

平成31年3月26日

無

6010401108393

放送業

平成31年3月27日

無

4012801008134

電気機械器具製造業

平成31年3月27日

無

6010001008770

銀行業

平成31年3月29日

有

7010001034799

保険業

平成31年3月29日

有

8120001059628

化学工業

平成31年3月29日

無

8120001204927

放送業

平成31年3月29日

有

3011001027739

損害保険業

平成31年4月10日

無

5010001008846
2010001146005

28 オプテックスグループ株式会社

1160001000321

29 ユニ・チャームプロダクツ株式会社

7500001014710

専門サービス業
パルプ・紙・紙加工品製造業

7120001133929

30 日清食品株式会社

31 株式会社魚国総本社

32 株式会社赤ちゃん本舗

33 株式会社シップデータセンター
34 シノブフーズ株式会社
35 株式会社ＪＥＲＡ
36 京都中央信用金庫

37 日本情報通信株式会社
38 イビデン株式会社

39 森永製菓株式会社

40 株式会社ベネッセコーポレーション
41 東芝メモリ株式会社

42 日本生命保険相互会社

43 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
44 株式会社テレビ朝日

45 横河マニュファクチャリング株式会社
46 三菱UFJ信託銀行株式会社

47 三井住友海上あいおい生命保険株式会社
48 株式会社カネカ

49 朝日放送テレビ株式会社

50 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

個情委協議

銀行業

株式会社三菱ＵＦＪ銀行
三井住友信託銀行株式会社

27

認定日

電子部品・デバイス・電子回路製造業

No.

事業者の氏名又は名称

51 岡谷エレクトロニクス株式会社
52 株式会社ハマケイ

53 アクサ損害保険株式会社
54 株式会社ワイテック
55 オークマ株式会社
56 株式会社富士精機
57 堺LNG株式会社

58 株式会社キャタラー

法人番号

事業分野

認定日

個情委協議

7020001045894

機械器具卸売業

平成31年4月11日

無

4020001024141

飲食料品小売業

平成31年4月16日

無

2010501031037

保険業

平成31年4月19日

有

2240001036645

金属製品製造業

平成31年4月22日

無

1180001081319

生産用機械器具製造業

平成31年4月23日

無

3180001076416

輸送用機械器具製造業

平成31年4月23日

無

5120101009799

ガス業

平成31年4月26日

無

2080401014639

輸送用機械器具製造業

平成31年4月26日

無

