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■公庫資金をご利用された方々が多くの分野でご活躍されています。

　中小企業事業は、中小企業専門の政策金融機関として、中小企業者の皆さまの成長・発展を支援しています。これまで中小
企業事業との取引を経て、株式の公開を果たした企業は、株式公開企業の約２割にあたる746先（注）となっており、多くの方々
がわが国を代表する企業として活躍されています。
　平成元年以降についても、中小企業事業との取引を経て株式を公開した企業は578先（注）と株式公開企業の約2割を占めて
います。
（注）�先数は令和4年4月3日現在において株式を公開している企業数です（上場廃止、合併による消滅等を除く）。

746先の取引企業が株式を公開

中小企業事業との取引を経て株式を公開した企業

（注）日本公庫中小企業事業調べ。株式公開企業数は、令和4年4月3日現在。
　　農林・水産、金融・保険及び外国企業を除きます。

中小企業事業
と取引歴あり

746先(20.0％)

3,731先
（100％）

� 京セラ株式会社（東証一部上場）名誉会長　稲 盛 和 夫

　京セラ創業3年目の頃、当時専務だった私は、銀行に設備投資の資金を借りにいきましたが、担保もなく結局お金を借りることはでき
ませんでした。最後に中小企業金融公庫を紹介され、是非にとお願いして支店長に会わせていただき、「我々は創業間もない零細なベ
ンチャー企業です。私どもは創業初年度から10数%の利益を出しています。私の過去3年間の努力と実績を信用して何とか貸していた
だけないでしょうか」と、とつとつとお願いをいたしました。暫くして支店長は、私の誠意が通じたのか、「わかりました。あなたがこれ
から融資を受けようとする設備を担保にお金を貸しましょう」と言ってくださいました。これまでの金融機関の常識では、大変リスクのあ
る決断ですが、私を信じて持ち込み担保という方法での融資を決断された支店長の勇気に対し大変感激したことを覚えています。
　40年ほど前、どの金融機関も相手にしてくれなかった私どもに人物本位で資金の貸付をしていただいた当時の支店長のご決断によっ
て、今日の京セラが存在しております。
（出典）平成15年12月中小企業金融公庫発行「中小企業金融公庫五十年史」コラムより抜粋（寄稿者の役職名は寄稿当時のものです）。

創業期に受けた価値ある融資

中小企業事業との取引を経て株式を公開した企業（平成元年以降）

2,484先
（100％）

中小企業事業
と取引歴あり

578先(23.3%)
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（公庫との取引を経て株式を公開した企業） 
公庫のイノベーションTree

公庫は企業の　 成長・発展を支援公庫は企業の　 成長・発展を支援
（注１）中小企業事業との取引を経て株式を公開した企業（令和4年３月31日現在）のうち、企業名掲載の応諾を得た企業を掲載。
（注２）売上規模1,000億円以上は大文字、赤字で記載。
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フォスター電機

中小企業事業のご案内2022

企
業
成
長
に
お
け
る
中
小
企
業
事
業
の
貢
献

29



（公庫との取引を経て株式を公開した企業） 
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公庫は企業の　 成長・発展を支援公庫は企業の　 成長・発展を支援
（注１）中小企業事業との取引を経て株式を公開した企業（令和4年３月31日現在）のうち、企業名掲載の応諾を得た企業を掲載。
（注２）売上規模1,000億円以上は大文字、赤字で記載。
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パラマウントベッドホールディングス
ヤスハラケミカル

JCRファーマ 原田工業 ヤマト・インダストリー ハリマ共和物産 富士製薬工業 サンデー ケミプロ化成 MARUWA ナック 日東工器 光・彩 ディーエムエス
イリソ電子工業 カーメイト グローセル 南陽 ホクト マサル 寿スピリッツ ケンコーマヨネーズ

KIMOTO スーパーツール
スペース

ワイエイシイホールディングス
プロネクサス 創健社

焼津水産化学工業

カイノスヤマックス スズデン
ヤマウホールディングス

大宝運輸 ダイトーケミックス タツミ フェローテックホールディングス 新コスモス電機
昭文社ホールディングス

田辺工業 元旦ビューティ工業 ヨシコン

ジャパンベストレスキューシステム ウイルコホ－ルディングス グランディハウス
誠建設工業カネミツ ケイティケイ アテクト

高松機械工業 国際計測器 扶桑化学工業
ウルトラファブリックス・ホールディングス A&Dホロンホールディングス

新都ホールディングス コメ兵ホールディングス
美樹工業

サイネックス エバラ食品工業 MORESCO 岡本硝子
ダイコク電機

遠藤製作所

麻生フオームクリートサトウ食品
トランスジェニック

中京医薬品 デイトナ ニチリョク 協立電機 日本電子材料
朝日ラバー イトーヨーギョー コーセル エスイー 放電精密加工研究所 京写 石井表記 ダイサン セキ 東洋合成工業

綜研化学

フジプレアム 第一カッター興業

音通 イムラ封筒 アオイ電子
山田コンサルティンググループ 夢みつけ隊 ハードオフコーポレーション アクシーズ 田中精密工業

メック
Mipox新東

ニチダイ

セックヒーハイスト

鈴木

トーセイ
ウェルネット

リバーエレテック オプトエレクトロニクス
サンフロンティア不動産 第一稀元素化学工業

cotta
共立印刷

朝日インテックタツモ

マルサンアイ
マニー 総合商研 イフジ産業 OSGコーポレーション 日本エスコン 不二精機 REVOLUTION CEホールディングス ワッツ

インテリックス 内外テック

前田工繊 ニックス

カワサキ
グローム・ホールディングス

インスペックアミタホールディングス 大和コンピューター オービス フルヤ金属 未来工業

サムティ コーセーアールイー
SEMITEC

BRUNO

エフオン

東洋ドライルーブ オーシャンシステム

関門海
ビューティ花壇

ミライアル ランドビジネス

JESCOホールディングス ミズホメディー メタリアル

中村超硬 エムビーエス

大泉製作所
エンビプロ・ホールディングス

リプロセル サンワカンパニーエー・ピーホールディングス
東武住販

ポバール興業 アルファポリス
プレミアムウォーターホールディングス エンバイオ・ホールディングス

海帆

やまみ

ハピネス・アンド・ディ

日本PCサービスSHIFT

リファインバースグループ
バリューデザイン チェンジ

カナミックネットワークウイルプラスホ－ルディングス

日本空調サービス グリーンクロス オーネックス エステールホールディングス 福島印刷カネソウ エイケン工業

ショーエイコーポレーション ヤーマン 大光 アゼアス アイ・ケイ・ケイホールディングス アトラグループ
パンチ工業日本コンセプト 阿波製紙 ありがとうサービス エストラスト アジュバンホールディングス

オンコリスバイオファーマ アーキテクツ・スタジオ・ジャパンブイキューブ サイバーリンクス ディー・エル・イー

ブラス 昭栄薬品 フェニックスバイオ
Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ フィル・カンパニー 船場 ティビィシィ・スキヤツト 安江工務店 日宣 ユナイテッド＆コレクティブ グリーンズ ティーケーピー クロスフォー ピースリー

大阪油化工業マネーフォワード
ピーバンドットコム

ポエック 幸和製作所 ヴィスコ・テクノロジーズ ナレッジスイートシルバーライフ シー・エス・ランバー サインポスト グローバル・リンク・マネジメント ミダックホールディングス
要興業

日総工産 ログリー
マツオカコーポレーション

アズ企画設計ファイバーゲート共和コーポレーション SIGグループ バンク・オブ・イノベーション アクリート イボキン システムサポート チームスピリットアイ・ピー・エス
共栄セキュリティーサービス

極東産機 プリントネット LeTech
スマレジ グッドスピード メドレートビラシステムズ Sansan ツクルバ ピー・ビーシステムズ HPCシステムズミンカブ・ジ・インフォノイド パワーソリューションズ レオクラン ジェイック 恵和

テクノフレックス ウィルズ STG関通 清鋼材BuySell Technologies 富士テクノホールディングスJTOWER 筑波精工ビザスクランディックス きずなホールディングス 木村工機
カレント自動車

エブレン
I-neアイキューブドシステムズ ニューラルポケット

トリプルワン
STIフードホールディングスまぐまぐ rakumo タスキ バルコス 勤次郎 一寸房

Kaizen Platform ヤプリ ENECHANGE SANEI QDレーザ アールプランナープレイド
プレミアアンチエイジング アララ クリーマ

ビーイングホールディングス オーケーエム
アースインフィニティ

室町ケミカル 丸順 i-plug シキノハイテック
イー・ロジット

セーフィー
エフ・コード

ネオマーケティング ワンキャリア THECOO エヴィクサー Green Earth Institute アスマーク ノバックメンタルヘルステクノロジーズ
アジアクエスト クルーバー セイファート ライトワークス グラントマト ウェルビングループ マーキュリーリアルテックイノベーター イメージ・マジック 守谷輸送機工業 TORICO

アスタリスク 五健堂 Photosynth GRCS フレクト ブロードエンタープライズ フローバル 湖北工業 ライフドリンク カンパニー リニューアブル・ジャパン エクサウィザーズ 三和油化工業
オキサイド ファブリカコミュニケーションズ アイスコ アイダ設計 ワンダープラネット デコルテ・ホールディングス 日本電解 BCC コラントッテ ブレインズテクノロジー アーバンライク ジィ・シィ企画

いつも ＷACULかっこ

トリケミカル研究所
モブキャストホールディングス

KeePer技研フルッタフルッタ 竹本容器 ゼネラル・オイスター サンバイオスノーピーク ビーロット

マルマエ ネクスグループ免疫生物研究所ミマキエンジニアリングウィルアマガサ
きちりホールディングス

オリエンタルチエン工業理研計器
フォスター電機
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