
令和2年度第3次補正予算　事業承継引継ぎ補助金（2次公募）　経営革新(M&A型)　交付決定一覧【53件】
申請番号 都道府県 交付申請者名 経営革新等に係る取組の標題 認定経営革新機関の名称
2KM0001 栃木県 株式会社ロケットビューティー 美容室を中核とした事業展開による新市場の開拓 田尻明裕

2KM0002 神奈川県 情報印刷株式会社 被承継者の経営資源を活用した下請け業から直接受注・提案型事業への転換 SQコンサルティング株式会社

2KM0003 東京都 株式会社Leap クリエーター管理システム活用による漫画コンテンツ提供可能性の最大化 タカジアンドパートナーズ

2KM0004 愛知県 有限会社ハート動物クリニック 県内初！エキゾチックアニマルと鳥類の診療を専門におこなう動物病院の開設 マツイ・マネジメント・オフィス　松
井督卓

2KM0005 大阪府 久門紙器工業株式会社 新分野展開を目的とする印刷技術高度化事業 ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

2KM0006 広島県 株式会社コシバ パン屋の事業譲受を通じた経営革新事業 呉信用金庫　営業統括本部　
地域貢献部

2KM0007 大阪府 サクセスクルー株式会社 キッチンカーによる純氷ブランドの氷を使ったかき氷の販売事業 但馬銀行　甲南支店

2KM0009 東京都 株式会社Miteki
パーソナルトレーニングジムの業態からレンタルジムへの業態へシフトしますが、ただ
のレンタルジムだけでは差別化が測れない為、レンタルジム＋オンラインレッスンを組
み合わせた新しい業態に変革して顧客の獲得と売り上げを伸ばします。

菅野浩司税理士事務所

2KM0012 東京都 株式会社Shine Artist Group SNS等を用いた美容×ITを目指し、発信力を持った美容室の構築 秋口達也税理士事務所

2KM0015 東京都 株式会社KONOKA この香ベーカリーをフランチャイズで全国へ アレスコ税理士事務所

2KM0016 岐阜県 KATO株式会社
『とんかつ田中屋』『居酒屋清八（鮨ひばりに業態変更）』を事業承継することに
よる売上の確保と安定化。売上規模の拡大による＜雇用＞＜販路拡大＞に伴
う社会（地域）貢献

NeXT朝日税理士法人

2KM0017 大阪府 常盤興産株式会社 機械化・人員増強による生産性向上およびデジタル化による販路拡大 小松知史公認会計士事務所

2KM0018 東京都 有限会社おおきな木 選択性介護メニューシステムの開発活用による差別化と収益労働環境改善 株式会社千葉銀行　行徳支店

2KM0019 岐阜県 株式会社田中屋 FOOD 
SERVICE

新商品の開発
競合他社にはないオリジナル商品を取り入れたテイクアウト事業
店舗立地を活かした新規顧客の取り込み

ＮｅＸＴ朝日税理士法人

2KM0020 東京都 株式会社ゼロワンブースター 「オープンイノベーション支援ソフト」という新サービスへの取り組み 株式会社そだてる

2KM0022 福岡県 博多管財株式会社 コロナ禍とその後を見据え、最小限の人数で運営できるホテル事業のDX化を実現 藤浦公認会計士事務所

2KM0024 滋賀県 株式会社京国 従来の書籍販売に加えて、カフェなどを併設すること。 大阪中央合同事務所

2KM0025 島根県 株式会社タカハシ包装センター WITHコロナに応じテレアポ営業を活用してコロナ対応型商品・サービスを販売す
る。

公益財団法人しまね産業振興
財団

2KM0026 東京都 リドクリエイターズ株式会社 都心部商業ビルの店舗承継、およびハンバーガーショップへの転業・事業展開 ＭＩＴＯＳ経営事務所
2KM0028 東京都 株式会社KJ不動産開発 病児保育と自園給食を提供しお子様の状況にあわせた保育を展開 No.1税理士法人
2KM0033 奈良県 株式会社EverGreen 牽引型移動式店舗での新たな取り組みによる安心・安全な街づくり MS経営サポート
2KM0035 神奈川県 合同会社プラム ワーケーションに対応した施設への改装及びオンラインの情報発信 さがみ信用金庫　緑町支店
2KM0037 大阪府 株式会社イークリエイト カットフルーツを加工できる製造ラインの立ち上げによる売上拡大 株式会社そだてる
2KM0039 東京都 株式会社ダブルズ Webと地理情報システム活用による顧客サービスの充実と新規顧客の開拓 西京信用金庫
2KM0040 愛媛県 株式会社薄墨羊羹 有名洋菓子店との事業再編による若者世代向け和洋菓子新商品開発 株式会社伊予銀行
2KM0043 愛知県 株式会社Noah's Ark 女性専用の個別指導学習塾の新規店舗の立ち上げ 税理士法人アクロス
2KM0044 静岡県 株式会社Frain 心と体の英気を30分で補給し、午後の仕事へのスイッチを切り替える 税理士法人タックスサポート

2KM0045 神奈川県 ＢＯＯＤＰＲＯＭ　ＰＲＥＭ
ＹＵＤＡ 最新機器を駆使した痩身エステ事業創設と新橋店舗の新規展開 アエール行政書士事務所

2KM0046 福岡県 古賀康太 廃棄用牡蠣殻を再利用した国産ミネラル牡蠣殻チップの製造・販売 松代和也
2KM0048 福井県 株式会社ダスキン福井 コロナ禍における衛生管理サービスを向上させた福祉用具レンタル事業の承継 福井商工会議所
2KM0052 埼玉県 株式会社オールワン 行く牧場から来る牧場へ～日本一身近に馬を感じる場を創る 湘南信用金庫

2KM0055 長崎県 株式会社The Little Brown 
Jug ポストコロナに対応した新しいインバウンド対応のホテル開業 税理士法人松本総合会計

2KM0056 京都府 株式会社総建ＫＡＮＯ 噴霧式除菌抗菌サービスの導入による建築業の販路拡大 平井直文税理士事務所
2KM0060 京都府 エールエイド株式会社 環境に配慮するサロンへコンセプトチャンジ、既存美容室の再生 角谷会計事務所
2KM0062 東京都 株式会社ＧＴ－ｗｏｒｋｓ 眉毛サロンにセルフに対応したエステサービスを追加して集客UP 岸田　勝

2KM0063 京都府 クロビジョン株式会社 創業70年の八百屋の「エコ・エシカル・オーガニック」化よる持続可能モデル創設 京都信用金庫　河原町支店

2KM0064 香川県 ヘルシーバンク株式会社 株式会社元屋商店の経営革新を目的とした新商品開発および新事業推進 税理士法人　岡會計

2KM0065 東京都 株式会社ＳｔｙＬｅ 冷凍鮮魚を使用したテイクアウト・デリバリーが中心の海鮮丼店舗の出店 特定非営利活動法人tnc中小
企業支援センター

2KM0066 大阪府 株式会社MEDL コンテナハウスの企画・販売及びオンラインによる不動産仲介事業の構築 行政書士みちてらす法務総合事
務所

2KM0067 岐阜県 株式会社ヒダカラ 白川郷深山豆富店の豆腐・すったて製造販売事業の承継および新商品開発と
販路拡大の取組み。 古川町商工会

2KM0068 茨城県 株式会社イイダモールド クリーンルーム環境内で成形加工する医療用、食品用、化粧品用の高精度金型
づくり 下館商工会議所

2KM0069 福井県 株式会社オーイズミフーズ北陸 セントラルキッチンを使った他社のOEM商品製造による拡販 福井商工会議所

2KM0070 群馬県 ジェイプロダクト株式会社 水沢うどん店による新うどん業態の開発とテイクアウト、EC販売 株式会社群馬銀行　高崎田町
支店

2KM0071 千葉県 株式会社明治クッカー 新たな販促戦略による牛乳宅配市場の拡大、地産地消の食宅配モデルの確
立、高齢者向けのまごころサポートサービスを新たに導入。 大網白里市商工会

2KM0072 岡山県 株式会社こまり SDGS オトコノコもオンナノコもみんなKAWAII 税理士法人久遠

2KM0074 岐阜県 株式会社エレクス 工場の抜本的な電力関係業務インフラの更新による生産性改善、承継事業の
黒字化 税理士法人新正会計



2KM0075 大阪府 フォーリーフ株式会社 美容整体チェーン店買収による、地域密着型店舗とオンライン施術のハイブリッド
サービスの展開 ＭＩＴＯＳ経営事務所

2KM0076 茨城県 株式会社つかだアドバンス 福祉用具貸与等と居宅介護支援による介護ワンストップサービス化 茨城県信用組合大穂支店

2KM0077 千葉県 森川哲行

小児科に加え内科とアレルギー科の診療を新たなに提供ことで、診療する患者数
が増加し事業全体の収益を向上させるとともに、地域との取引が増え新規雇用も
生み出すことにより地域経済を活性化させます。（また、小児科診療においては、
便秘・夜尿症専門外来を増設し患者数増加を図ります。）

税理士法人和

2KM0078 大阪府 株式会社リ・ポール コインランドリー等事業承継による障がい者グループホーム事業とのシナジー効果
計画 ひまわり経営サポート株式会社

2KM0080 京都府 福知山興業株式会社 フルカラー印刷ブレードの開発 田中裕之
2KM0081 北海道 株式会社中村薬局 業務ソフトウェア導入によるオペレーションの効率化及び客数増加 谷本倍規税理士事務所
2KM0082 愛知県 株式会社テニスラウンジ 安心・安全・快適なスポーツクラブへの原点回帰 ライト税理士法人
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