
投資の種類 申込受付 ２０２３ 年 １ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 １０ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、品質面での要求水準が高いＰＢ品に対応で
きるだけの設備・品質管理力を有しており、自社ブランド品だけでなく、地元大手量
販店のＰＢ品も手がけている点に優位性が認められる。

　品質管理の強化にも引き続き注力しながら、充填ライン等の設備投資を実施し、既
存顧客への深耕と新規顧客の開拓を行うことで、更なる成長発展の見込みがあること
等の選定基準を充たすと判断し（事業規則９条）、投資を決定、実行した。

９，２００万円

従業員数 １０４名

　創業１００周年の乳業メーカー。
　関西地場メーカーとして牛乳のほか、乳飲料や清涼飲料なども製造している。

株式

２,６７５万円

当社の概要と特色

会社名 株式会社いかるが牛乳

本社所在地 大阪市住之江区新北島４－４－１２

事業内容 牛乳・乳製品等の製造

投資後資本金

２，０００万円

大阪中小企業投資育成株式会社　前月の新規投資実行の内容

株式

２,０００万円

当社の概要と特色

会社名

本社所在地 岡山県苫田郡鏡野町布原２９７－８

事業内容 ステンレス製部品精密加工

投資後資本金

株式会社アイ・エス

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、ステンレスに特化して高い加工技術とノウ
ハウを蓄積していることに加え、一貫生産体制により短納期を実現している点に優位
性が認められる。

　機械オペレーターの約８０％は入社して３年以内に技能検定を取得している等、高
い技能と知識を持った人材の育成に注力しており、更なる成長発展の見込みがあるこ
と等の選定基準を充たすと判断し（事業規則９条）、投資を決定、実行した。

従業員数 ３４名

　ステンレスの精密加工業者。
　食品機械メーカーや各種機械部品メーカーを得意先としている。



投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 １１ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 １１ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、近年は地方家具小売店を譲り受け、売場レ
イアウトや商品構成、接客方法を見直し、収益力を向上させる手法で店舗網を拡大し
ている点に優位性が認められる。

　今後はリフォーム事業への参入も計画しており、更なる成長発展の見込みがあるこ
と等の選定基準を充たすと判断し（事業規則９条）、投資を決定、実行した。

４，８００万円

従業員数 ４０名

　京都府北部を地盤とする家具小売業者。
　家具ボランタリーチェーンを活用した豊富な品揃えと高い接客力により地元顧客か
らの支持を得ており、地域一番店の地位を確立している。

新株予約権付社債

２,４００万円

当社の概要と特色

会社名 株式会社インテルナ・モリイ

本社所在地 京都府福知山市岩井５４

事業内容 家具小売業

投資後資本金

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、全自動海苔乾燥機を軸に、周辺機械や消耗
品等まで取り扱っているだけでなく、機械類を設置する工場の設計から電気工事等の
手配までワンストップでの対応が可能である点に優位性が認められる。

　今後も新たな機械の開発により事業領域を拡げることで、更なる成長発展の見込み
があること等の選定基準を充たすと判断し（事業規則９条）、投資を決定、実行し
た。

投資後資本金 ２，０００万円

従業員数 ２５名

　有明海沿岸の海苔生産者向けに海苔生産機械類の販売やメンテナンスを手掛ける業
者。

大阪中小企業投資育成株式会社　前月の新規投資実行の内容

株式

１,３５０万円

当社の概要と特色

会社名 株式会社イツワ工業

本社所在地 佐賀市東与賀町大字田中５５１－６

事業内容 海苔生産機械類卸及びメンテナンス



投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 ８ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 １１ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

株式

４,５５０万円

当社の概要と特色

会社名 紀泉運送株式会社

本社所在地 大阪府泉佐野市住吉町５－７

事業内容 一般貨物運送業、倉庫業、通関業

投資後資本金

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、倉庫、通関、バス事業等を含めたトータル
ロジスティクスを提案し、各顧客の企業価値向上に貢献している点に優位性が認めら
れる。

　環境問題も含め物流が急激に変化する中で、幅広い業種の顧客の要望に応えるべ
く、グループで蓄積したノウハウを活かして、顧客とともに安心、安全で安定した輸
送を目指しており、更なる成長発展の見込みがあること等の選定基準を充たすと判断
し（事業規則９条）、投資を決定、実行した。

５，０００万円

従業員数 ８０名

　紀泉グループとして、タンクローリー輸送を主力とする一般貨物運送業者。

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、ヘッドは刺繍機の性能を左右する重要な部
品で、軽く、滑らかに、静かに動く必要があるほか、複数のヘッドを搭載する機種で
は、全てのヘッドが同じ動きをする必要がある等、高い精度の要求にも対応している
点に優位性が認められる。

　製造は機械加工、組み立て、塗装までの一貫体制で行っているほか、納期にも柔軟
に対応しており、更なる成長発展の見込みがあること等の選定基準を充たすと判断し
（事業規則９条）、投資を決定、実行した。

投資後資本金 ２，０００万円

従業員数 ２２名

　工業用刺繍機のヘッドの専門メーカー。

大阪中小企業投資育成株式会社　前月の新規投資実行の内容

株式

１,７５０万円

当社の概要と特色

会社名 株式会社植田ミシン製作所

本社所在地 大阪市生野区巽南３－１９－１４

事業内容 縫製機械製造業



投資の種類 申込受付 ２０２３ 年 ２ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

投資の種類 申込受付 ２０２３ 年 ３ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、公共工事では、土木・建築分野にて地元で
唯一Ａランクに格付けされており、高い知名度と工事実績を有している点に優位性が
認められる。

　民間工事でも、大竹に立地している大規模化学工場等から安定した営繕工事、建物
等の新築工事を受注するなど関係も深く、更なる成長発展の見込みがあること等の選
定基準を充たすと判断し（事業規則９条）、投資を決定、実行した。

７，５００万円

従業員数 ４０名

　広島県大竹市に所在する総合建設業者。
　大竹市及びその近隣を主たるエリアとし、広島市・山口県周南市に拠点を置き周辺
の工事も受注している。

株式

４,４５２万円

当社の概要と特色

会社名 株式会社三洋技建

本社所在地 広島県大竹市立戸４－１－４７

事業内容 総合建設業

投資後資本金

大阪中小企業投資育成株式会社　前月の新規投資実行の内容

新株予約権付社債

２,１００万円

当社の概要と特色

会社名 株式会社ケーメック

本社所在地 北九州市若松区南二島２－１６－１７

事業内容 電力制御装置製造業

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、各種制御装置・省力化機械は、設計・開
発・プログラミング・製作・据付・試運転調整・メンテナンスまで一貫して対応でき
る体制を有している点に優位性が認められる。

　今後はＥＶ需要の高まりを受けて、蓄電池の充放電装置分野の拡大により、更なる
成長発展の見込みがあること等の選定基準を充たすと判断し（事業規則９条）、投資
を決定、実行した。

投資後資本金 １，４００万円

従業員数 ６５名

　制御装置の設計・製造メーカー。
　制御装置のほか、省力化機械の設計・製造も手掛けている。



投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 １１ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 １２ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

　今後も施工管理能力の充実など工事事業の拡大を図っており、更なる成長発展の見
込みがあること等の選定基準を充たすと判断し（事業規則９条）、投資を決定、実行
した。

株式

１２,０４０万円

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、「パイプのデパート」を標榜して常時一万
種類以上のパイプ類をはじめ豊富な在庫を有し、即納体制を構築している点に優位性
が認められる。

当社の概要と特色

会社名 山陽工業株式会社

本社所在地 広島県尾道市高須町９０４

事業内容 管工機材卸売、空調衛生配管工事、ホテル運営

投資後資本金

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、高い設計・開発力と加工技術、徹底した品
質管理などにより、国内外の自動車メーカーから高い評価を得ていることに加え、特
許戦略による参入障壁も相俟って自動車部品の主要サプライヤーとして優位性が認め
られる。

　近時では、自動車ＥＶ化への対応も進めており、更なる成長発展の見込みがあるこ
と等の選定基準を充たすと判断し（事業規則９条）、投資を決定、実行した。

８，８００万円

従業員数 ２６０名

　広島県東部・岡山県西部を主たる商圏とする管工機材卸売業者。
　全国各地の半導体工場向けに、当社独自のフューチャー工法により大口径空調配管
工事も手がけている。

投資後資本金 ９，９６６万円

従業員数 １９８名

　ガスケット、ヒートインシュレーターなどの自動車用金属部品製造業者。
　国内７工場（子会社含む）、海外５工場（子会社含む）で製造している。

大阪中小企業投資育成株式会社　前月の新規投資実行の内容

株式

１３,８００万円

当社の概要と特色

会社名 三和パッキング工業株式会社

本社所在地 大阪府豊中市利倉２－１８－５

事業内容 ガスケット・ヒートインシュレーター製造



投資の種類 申込受付 ２０２３ 年 １ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 ９ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

　近年では建設資材ならびに塗料の取扱商品拡大による営業力強化を図ることで、更
なる成長発展の見込みがあること等の選定基準を充たすと判断し（事業規則９条）、
投資を決定、実行した。

株式

２,０００万円

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、主力の石油製品にて安定した収益基盤を有
しており、建設資材（セメント、固化剤、人工芝等）や塗料（建築および自動車用）
の販売も手掛けている点に優位性が認められる。

当社の概要と特色

会社名 ダイイチ株式会社

本社所在地 島根県出雲市今市町北本町５－１－６

事業内容 燃料小売業

投資後資本金

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、大手企業が最終ユーザーとなる実績が多数
あり、数本単位から高精度な超硬切削工具の受注に対応している点に優位性が認めら
れる。

　加工シミュレーションに基づく図面作成から切削、表面処理、仕上加工、全品検品
までを自社一貫生産にて行い、加えて、納品後のメンテナンスまでを手掛けており、
更なる成長発展の見込みがあること等の選定基準を充たすと判断し（事業規則９
条）、投資を決定、実行した。

２，３５０万円

従業員数 ２２名

　島根県出雲市内のガソリンスタンド運営（２ヵ所）を主体とする石油製品の販売業
者。

投資後資本金 ２，５００万円

従業員数 ５８名

　超硬材を用いた精密切削工具の製造業者。
　航空機や自動車、建機等幅広い業界向けにオーダーメイドで製造を行っている。

大阪中小企業投資育成株式会社　前月の新規投資実行の内容

株式

２,５００万円

当社の概要と特色

会社名 信和精工株式会社

本社所在地 大阪府東大阪市衣摺２－７－２９

事業内容 機械工具製造業



投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 １０ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 １０ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

　盤石な経営基盤の下、省エネ・脱炭素に関連するビジネスの強化を図っており、更
なる成長発展の見込みがあること等の選定基準を充たすと判断し（事業規則９条）、
投資を決定、実行した。

株式

１５,４００万円

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、三菱電機㈱の重電機器特約店で、九州全域
に加えて西日本や関東にも展開している千代田興産㈱、空調制御で国内首位のアズビ
ル㈱の特約店で、地場計装工事業者としてはトップの千代田計装㈱の中核事業会社２
社などを有している点に優位性が認められる。

当社の概要と特色

会社名 千代田ホールディングス株式会社

本社所在地 福岡市中央区白金２－５－１６

事業内容 重電機器卸売、計装工事等

投資後資本金

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、医療・福祉・介護・保育施設の受注を主体
として、開業支援から設計・施工までをワンストップで手掛けている点に優位性が認
められる。

　医療・介護分野の広範な提携先ネットワークを活かした新規開業に関する様々な開
業支援に加えて、医療・介護分野での蓄積された設計ノウハウを活かした建築プラン
の提案を行うことで、更なる成長発展の見込みがあること等の選定基準を充たすと判
断し（事業規則９条）、投資を決定、実行した。

８，０００万円

従業員数 ３８０名

　事業会社５社を有する千代田グループの持株会社。

投資後資本金 ７，０００万円

従業員数 ４５名

　関西エリアを主力地盤とする建築工事業者。

大阪中小企業投資育成株式会社　前月の新規投資実行の内容

株式

３,６００万円

当社の概要と特色

会社名 株式会社タモツコーポレーション

本社所在地 大阪市淀川区西中島１－１１－１６

事業内容 建築工事業（医療・福祉・介護・保育施設）



投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 １０ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 １０ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、技術力の高さはもとより、ベトナム人技術
者を多数雇用し且つ同国現地法人を上手く活用することでコスト競争力も有している
点に優位性が認められる。

　中長期的には産業機械部品における受注拡大を図りながら、部品洗浄機部門も新た
な柱とすることで、更なる成長発展の見込みがあること等の選定基準を充たすと判断
し（事業規則９条）、投資を決定、実行した。

投資後資本金 １，４５０万円

従業員数 ６７名

　各種産業用機械部品の製造業者。
　半導体製造装置用部品、自動車部品の他、工作機械やロボット用部品の精密機械加
工を得意とする。

新株予約権付社債

１,８１５万円

当社の概要と特色

会社名 株式会社中農製作所

本社所在地 大阪府東大阪市新町２１－２６

事業内容 各種産業用機械部品製造

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、成形材料の開発から、材料製造、成形品製
造、二次加工まで一貫して手掛けており、量産品から単品・特注品の供給まで対応で
きる供給体制を有している点に優位性が認められる。

　人工大理石の素材であるＢＭＣ、及び成形された人工大理石の二次加工を行ってお
り、更なる成長発展の見込みがあること等の選定基準を充たすと判断し（事業規則９
条）、投資を決定、実行した。

投資後資本金 ２，５００万円

従業員数 ７４名

　吉本産業㈱の製造加工部門。

大阪中小企業投資育成株式会社　前月の新規投資実行の内容

株式

２,５００万円

当社の概要と特色

会社名 株式会社トリムス

本社所在地 大阪府東大阪市今米１－１３－８

事業内容
人工大理石キッチンカウンター・シンク・洗面ボウル・洗面カウン
ター



投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 １２ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 ９ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、６０年を超える中国との貿易実績で培った
経験と親密な人間関係に加え、中国各地に合弁会社を設立し加工基地を積極的に確保
することで、多種多様な顧客ニーズに応えている点に優位性が認められる。

　拡大する中国国内における高品質商品やサービス需要を取り込むことで、更なる成
長発展の見込みがあること等の選定基準を充たすと判断し（事業規則９条）、投資を
決定、実行した。

投資後資本金 ４，２９０万円

従業員数 ３０名

　神戸市に本社を置く中国向けを主体とする貿易商社。
　輸入品は野菜・水産物等の食料品、衣料品、鉱産物、樹脂等で、輸出品は食料品、
機械類等となっている。

株式

２,２００万円

株式

７６９万円

当社の概要と特色

会社名 兵庫県貿易株式会社

本社所在地 神戸市中央区御幸通６－１－１２

事業内容 農水産品・鉱産物・衣料品・化成品等の輸出入

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、外注ネットワークを活用して個人住宅から
大型公共施設まで、更に新築から改修工事まで幅広い案件に高品質かつワンストップ
で対応できるほか、新築よりも難易度が高い改修工事を得意としている点に優位性が
認められる。

　今後も改修工事を中心に需要を取り込むことで、更なる成長発展の見込みがあるこ
と等の選定基準を充たすと判断し（事業規則９条）、投資を決定、実行した。

当社の概要と特色

会社名 橋本建設株式会社

本社所在地 神戸市兵庫区大開通７－１－２１

事業内容 建築工事業

投資後資本金

大阪中小企業投資育成株式会社　前月の新規投資実行の内容

４，０００万円

従業員数 １４名

　神戸市を地盤とする老舗の建築工事業者。
　公共工事を主体に近隣法人向けの民間工事や個人向け住宅リフォーム等も手掛けて
いる。施工は協力会社に外注し、専ら施工監理に従事している。



投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 １１ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 １１ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

株式

３,０００万円

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、自社工場でのプレハブ配管にて効率化を図
る他、設計、加工管製作、施工、メンテナンスに至るまでの一貫対応を可能にしてい
る点に優位性が認められる。

　今後は、注力する半導体製造工場向けの受注増加や近畿・九州地区への事業エリア
拡大等により、更なる成長発展の見込みがあること等の選定基準を充たすと判断し
（事業規則９条）、投資を決定、実行した。

新株予約権付社債

２,５００万円

当社の概要と特色

会社名 株式会社北陸サーマル

本社所在地 福井県敦賀市若葉町１－７０５

事業内容 管工事業

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、当地に生産拠点を有する製造業者を主な顧
客とし、保管、入出庫作業、流通加工、輸配送、情報処理等の総合物流サービスを提
供している点に優位性が認められる。

　京阪神、中京圏、北陸圏へ約８０Ｋｍの距離にある立地を活かして、新規顧客の開
拓をすすめるなど、更なる成長発展の見込みがあること等の選定基準を充たすと判断
し（事業規則９条）、投資を決定、実行した。

投資後資本金 ３，５００万円

従業員数 １８名

　福井県敦賀市に本社を置く管工事業者。
　工場・プラント内における機械設備回りの配管工事を得意とする。

当社の概要と特色

会社名 琵琶倉庫株式会社

本社所在地 滋賀県長浜市祇園町７２７－８

事業内容 倉庫保管、貨物運送

投資後資本金

大阪中小企業投資育成株式会社　前月の新規投資実行の内容

７，１００万円

従業員数 １４５名

　滋賀県長浜市及び彦根市に倉庫８拠点を展開する倉庫業者。



投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 １１ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 １１ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

　今後は、従来の事業に加えてＩＴコンサル事業や、保険代理店等の新たな事業展開
も開始・検討しており、更なる成長発展の見込みがあること等の選定基準を充たすと
判断し（事業規則９条）、投資を決定、実行した。

株式

２,８００万円

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、生コンクリート・積ブロックを中心に各種
建築関連資材を販売する他、各種工事の請負や不動産賃貸を行うなど優位性が認めら
れる。

当社の概要と特色

会社名 本田産業株式会社

本社所在地 福岡県大牟田市長田町３２－１

事業内容 建設石材窯業製品卸

投資後資本金 ９，９００万円

従業員数 ２９名

　生コンクリート製造を行う三池生コンクリート工業㈱の販売会社。
　創業８２年を誇る老舗の土木・建設資材商社として地元に密着した経営を展開す
る。

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、特に加工に熟練の技術・ノウハウが必要な
アルミ切削加工品は、最新鋭設備を導入して全量を自社にて生産している点に優位性
が認められる。

　近年は、需要が拡大しているＥＣサイト向けの販売強化にも取り組んでおり、更な
る成長発展の見込みがあること等の選定基準を充たすと判断し（事業規則９条）、投
資を決定、実行した。

投資後資本金 ３，０００万円

従業員数 １９名

　普通自動二輪車（オートバイ）のアフターパーツの企画・製造販売業者。
　製品は約３，０００アイテムを取り揃え、全て自社ブランド「ＰＯＳＨ Ｆａｉｔ
ｈ」で展開している。

大阪中小企業投資育成株式会社　前月の新規投資実行の内容

株式

２,０００万円

当社の概要と特色

会社名 ポッシュフェイス株式会社

本社所在地 堺市堺区南清水町１－７－１４

事業内容 自動二輪車アフターパーツの企画・製造販売



投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 １２ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 ９ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

株式

２,５００万円

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、大阪府下及び近隣地域を中心に販路を有
し、強固な商品調達ルートを活かした豊富な品揃え及び自社配達による即納体制を有
している点に優位性が認められる。

　取扱商品は、百貨店や高級ホテル、大型ショッピングセンター等の内装や店舗什器
に使用されており、更なる成長発展の見込みがあること等の選定基準を充たすと判断
し（事業規則９条）、投資を決定、実行した。

当社の概要と特色

会社名 株式会社マスダ

本社所在地 大阪市平野区長吉長原４－１－５

事業内容 建築金物等卸売業

投資後資本金

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、自社で買取対象物件の調査・査定を行い、
仕入・企画・リノベーション・販売までを一貫して手掛けることで差別化を図ってい
る点に優位性が認められる。

　２０２３年１月に敦賀店を出店し、県内全域での事業展開を図る他、隣県の石川県
や滋賀県への進出により、更なる成長発展の見込みがあること等の選定基準を充たす
と判断し（事業規則９条）、投資を決定、実行した。

４，０００万円

従業員数 ２１名

　家具メーカー、内装工事業者、金物卸向けに建築金物、家具装飾金物等を販売する
卸売業者。

投資後資本金 １，５００万円

従業員数 １６名

　福井県内を主要営業エリアとする中古戸建住宅に特化した買取再販業者。
　旧耐震基準物件の再生にも注力しており、社会問題化する空家対策にも繋がること
から、地元自治体が当社の取り組みに注目している。

大阪中小企業投資育成株式会社　前月の新規投資実行の内容

株式

６６０万円

当社の概要と特色

会社名 まいほむ株式会社

本社所在地 福井市石盛町８１２

事業内容 中古戸建住宅の買取再販



投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 １１ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 １０ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、ＢＭＣ系人工大理石素材を独自開発し量産
技術を確立させた業界先駆者であり、商品開発力や一貫生産体制による安定供給力を
有している点に優位性が認められる。

　近年は、自社ブランド「FABBRICA YOSHIMOTO」立ち上げによる販売チャネル拡大
や、海外市場の開拓にも注力しており、更なる成長発展の見込みがあること等の選定
基準を充たすと判断し（事業規則９条）、投資を決定、実行した。

３，０００万円

従業員数 ４３名

　合成樹脂製人工大理石の開発・製造・販売を手掛ける住設資材製造業者。
　主力製品である人工大理石キッチンカウンターのほか、素材の特性を活かして人工
大理石シンク、洗面ボウル、洗面カウンターも手掛けている。

株式

４,０００万円

当社の概要と特色

会社名 吉本産業株式会社

本社所在地 大阪府東大阪市今米１－１３－８

事業内容
人工大理石キッチンカウンター・シンク・洗面ボウル・洗面カウン
ター

投資後資本金

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、原材料の調達から生コン・積ブロックの製
造、販売までをグループで一貫して行っている点に優位性が認められる。

　販売会社である本田産業㈱と共に、新規事業の開拓も含めて、更なる成長発展の見
込みがあること等の選定基準を充たすと判断し（事業規則９条）、投資を決定、実行
した。

投資後資本金 ９，０００万円

従業員数 ６２名

　福岡県大牟田市に所在する生コンクリート製造業者。
　福岡県久留米市以南から、熊本県玉名市周辺までの広範囲に亘るエリアに生コンク
リートを供給している。

大阪中小企業投資育成株式会社　前月の新規投資実行の内容

株式

４,０００万円

当社の概要と特色

会社名 三池生コンクリート工業株式会社

本社所在地 福岡県大牟田市長田町３２－１

事業内容 生コンクリート製造業



投資の種類 申込受付 ２０２２ 年 １０ 月

投資額 投資実行 ２０２３ 年 ３ 月

投資の理由

　上記の概要の通り、当社は資本金（投資育成会社法５条）及び業種（事業規則５
条）から見て投資対象に適合する。また、全国各地の主要産地とのパイプを背景に、
域内随一の商品調達力を有する他、グループ企業により食品加工、包装、配送等青果
流通に関するトータルの機能を提供している点に優位性が認められる。

　近年では、基幹システムの導入による一層の収益力強化や県外資本の食品スーパー
等新規取引先の開拓に取り組んでおり、更なる成長発展の見込みがあること等の選定
基準を充たすと判断し（事業規則９条）、投資を決定、実行した。

投資後資本金 ３，５００万円

従業員数 ３３名

　鳥取県西部・島根県東部を拠点とする地方卸売市場の運営、青果物の卸売り業者。

大阪中小企業投資育成株式会社　前月の新規投資実行の内容

株式

２,５００万円

当社の概要と特色

会社名 株式会社米子青果

本社所在地 鳥取県米子市両三柳１９３－１

事業内容 青果物卸売業


