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テクノロジー企業成長率ランキング 

第 11回「デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジー Fast50」発表 
－平均成長率は 429％で力強い成長を記録 

－第 1位は成長率 6,643％の通販サイト運営会社ロコンド 

 

有限責任監査法人トーマツ（東京都港区 CEO 兼包括代表 天野太道）は、日本国内の TMT（Technology, 

Media & Telecommunications） 業界の過去 3 年間の収益（売上高）成長率に基づいた成長企業 50 社のランキ

ング、第 11 回「デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジー Fast50」を本日発表した。  

 

1 位は靴とファッションの通販サイト「ロコンド」を展開している株式会社ロコンドで、過去 3 年間の売上高成長

率 6,643％を記録した。2位は 3,863％を記録したインターネット・携帯電話・スマートフォンを利用した情報提供・ア

プリ開発を手がける株式会社 Donuts、3 位にはソーシャルゲーム事業を行っている株式会社オルトプラスがラン

クインし、成長率 2,328％を記録した。 

 

「デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジー Fast50」の受賞企業 50社、および応募企業は、アジ

ア太平洋地域のランキング、第 12 回「デロイト アジア太平洋地域テクノロジー Fast500」に自動的にノミネートさ

れ、国を超えた地域レベルでの顕彰、ネットワーキングの構築へと進む。 

 

＜2013年度のランキング傾向＞   

Fast50受賞企業 50社の 3年間の平

均売上高成長率は今回 429％となった。

これは前回（2012年）の 248％、前々回

（2011年）の298％と比べて、大幅に増加

しており、TMT（Technology, Media & 

Telecommunications） 業界企業が大きく

成長を遂げている姿が明らかとなった。

特に 1位の株式会社ロコンドの成長率は

6,643％と、前回の 1位（3,950％）と比較

しても大幅な増加となっており、今回の

Fast50受賞企業の力強い成長を示して

いる。 

事業領域別に見てみると、最も多いの

は、インターネット関連企業で 42％、次い
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【図表 1】2013年 Fast50受賞企業事業領域 
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でソフトウェア/コンテンツ関連企業の 38％となっており、傾向としては昨年と同様だが、その割合はやや増加とな

った（2012年：インターネット関連企業 36％、ソフトウェア/コンテンツ関連企業 34％）。（図表 1） 

成長率を見ると、特にインターネット事業領域

の企業平均成長率は 714％と高く、Fast受賞企

業全体の平均成長率（429％）を大きく上回る成長

を記録した（図表 2）。さらに、今回もモバイルオンラ

インゲーム関連会社が複数ランクインしており、依

然としてモバイルオンラインゲーム市場は新興企業

にとって魅力的な市場であるということが鮮明とな

った。 

一方、BtoB／BtoC別に見ると、BtoB企業が

54％で過半数となり、昨年以降活発化しているエン

タープライズビジネス分野における新興企業の成

長が、より進行していることが分かる結果となった。 

 

 

＊ランキング対象企業については、 P.4の＜デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジー Fast50とは

＞ をご覧ください。 

 

 

<第 11回 デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジー Fast50 ランキング> 

順位 会社名 事業内容 

（各社からの提供資料の他、Webページ等の外部向け情報

を基に記載） 

事業領域 成長率 所在地 受賞 

回数 

1 株式会社ロコンド(未) 「買ってから選ぶ。」靴とファッションの通販サイトを運営 インターネット 6,643% 東京都   

2 株式会社 Donuts(未) ゲーム、Webサービスの企画・開発・運営 インターネット 3,863% 東京都   

3 株式会社オルトプラス ソーシャルゲーム事業 コンテンツ 2,328% 東京都   

4 株式会社ジーニー(未) インターネットメディアの広告収益最大化プラットフォーム

「Geniee SSP」の開発・提供 

インターネット 1,474% 東京都   

5 株式会社アイアンドシー・

クルーズ(未) 

太陽光発電システム等スマート製品のマッチングサービス インターネット 901% 東京都   

6 地盤ネット株式会社 住宅地盤の高度再解析サービス「地盤セカンドオピニオン®」

を提供 

コンテンツ 739% 東京都 2 

7 パスクリエイト株式会社

(未) 

Web メディア及び Webサービスの企画・開発・運営 インターネット 357% 東京都 2 

8 ナノキャリア株式会社 日本発のナノテクノロジー技術を応用したミセル化ナノ粒子

技術を使い、がん領域で革新的な医薬品を創出 

バイオテクノ

ロジー 

343% 東京都 2 

9 株式会社 SHIFT(未) テストを科学する。ソフトウェアの第三者検証サービスを提供 ソフトウェア 314% 東京都  

10 株式会社じげん(未) 日本最大級のライフメディアプラットフォーム事業 インターネット 267% 東京都 3 

11 株式会社リブセンス 求人情報 ・ 不動産情報をはじめとするインターネッ トメディ

アの運営 

インターネット 255% 東京都 4 

12 ヴァンテージマネジメント株

式会社(未) 

Webマーケティングによる売上拡大支援・Web メディア運営 インターネット 229% 東京都  

【図表 2】事業領域別平均成長率 
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http://www.locondo.co.jp/
http://www.donuts.ne.jp/
http://www.altplus.co.jp/
http://geniee.co.jp/
http://www.iacc.co.jp/
http://www.iacc.co.jp/
http://jibannet.co.jp/
http://www.pathcreate.co.jp/
http://www.pathcreate.co.jp/
http://www.nanocarrier.co.jp/
http://www.shiftinc.jp/
http://zigexn.co.jp/
http://www.livesense.co.jp/
http://www.v-m.co.jp/
http://www.v-m.co.jp/
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順位 会社名 事業内容 

（各社からの提供資料の他、Webページ等の外部向け情報

を基に記載） 

事業領域 成長率 所在地 受賞 

回数 

13 株式会社エスキュービズ

ム(未) 

オムニチャネル／O2O事業、リテール事業、水耕栽培事業

等 

ソフトウェア 227% 東京都 3 

14 ガンホー・オンライン・エン

ターテイメント株式会社 

総合ゲームメーカー メディア/エン

ターテインメ

ント 

179% 東京都 3 

15 株式会社ネオ・モルガン研

究所(未) 

微生物育種と発酵技術で地球環境問題の解消に貢献 グリーンテク

ノロジー 

178% 神奈川

県 
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16 ピクスタ株式会社(未) 写真・イラスト・動画素材プラットフォーム「PIXTA」の運営 コンテンツ 176% 東京都  

17 株式会社サイズ(未) HTML5 CMS - Web Meister 開発と Web インテグレーション ソフトウェア 175% 東京都  

18 そーせいグループ株式会

社 

日本に軸足を置いた国際的なバイオ企業になるというビジョ

ンの下、環境の変化に迅速に対応し、時代に即応した戦略を

実施 

製薬 173% 東京都 3 

19 クルーズ株式会社 ソーシャルゲームを軸としたインターネットサービスの企画・

運営 

コンテンツ 163% 東京都  

20 株式会社シャノン(未) マーケティング クラウドアプリケーション ソフトウェア 139% 東京都 2 

21 株式会社アルファポリス

(未) 

出版業 メディア/エン

ターテインメ

ント 

134% 東京都  

22 eBASE株式会社 コンテンツマネジメントソフト「eBASEシリーズ」の企画・開発・

販売・保守 

ソフトウェア 124% 大阪府  

23 トレンダーズ株式会社 ソーシャルメディアマーケティング事業 インターネット 122% 東京都 3 

24 株式会社ブレインパッド ビッグデータ利活用支援・データマイニング／最適化サービ

スの提供 

通信 115% 東京都 6 

25 株式会社豆蔵ホールディ

ングス 

IT コンサルティング、システム受託開発、半導体技術サービ

ス 

ソフトウェア 112% 東京都 3 

26 株式会社 Speee(未) Webマーケティング事業/バーティカルメディア事業/スマート

フォンアプリ事業 

インターネット 102% 東京都 3 

27 ULSグループ株式会社 戦略的 IT コンサルティング及び IT ソリューション事業 インターネット 99% 東京都  

28 株式会社ネットプロテクショ

ンズ(未) 

後払い決済サービス「NP後払い」及び「NP企業間決済」の提

供 

インターネット 90% 東京都 2 

29 ペットゴー株式会社(未) ペットのドラッグストア、SNS、ショッピングモールの運営 インターネット 87% 東京都 3 

30 キングソフト株式会社(未) 無料セキュリティソフト・オフィス互換ソフト・オンラインストレ

ージサービス等の企画・開発・販売 

ソフトウェア 82% 東京都 3 

31 株式会社ボルテージ モバイルコンテンツの企画・制作・開発・運営 コンテンツ 82% 東京都 8 

32 株式会社エイチーム インターネット・モバイル向けコンテンツやサービスの企画、

開発等 

インターネット 81% 愛知県 4 

33 株式会社スポプレ(未) アフィリエイト最適化事業及びスポーツ特化型リワードメディ

ア事業 

インターネット 75% 東京都   

34 株式会社デジタルハーツ ソフトウェアの不具合を、動作テストを通じて発見・報告する

デバッグサービス等を提供 

通信 74% 東京都 5 

35 株式会社ピーエスシー 医療用パッケージシステムの開発 ソフトウェア 74% 愛媛県 3 

http://s-cubism.jp/
http://s-cubism.jp/
http://www.gungho.co.jp/
http://www.gungho.co.jp/
http://www.neo-morgan.com/Jp/top.html
http://www.neo-morgan.com/Jp/top.html
http://pixta.co.jp/
http://www.x-yz.co.jp/
http://www.sosei.com/
http://www.sosei.com/
http://crooz.co.jp/
http://www.shanon.co.jp/corporation/
http://www.alphapolis.co.jp/
http://www.alphapolis.co.jp/
http://www.ebase.co.jp/
http://www.trenders.co.jp/
http://www.brainpad.co.jp/
http://www.mamezou-hd.com/
http://www.mamezou-hd.com/
http://www.speee.jp/
http://www.ulsgroup.co.jp/
http://www.netprotections.com/
http://www.netprotections.com/
http://corp.petgo.co.jp/
http://www.kingsoft.jp/
http://www.voltage.co.jp/
http://www.a-tm.co.jp/
http://www.spopre.co.jp/
http://www.digitalhearts.co.jp/
http://hos.ne.jp/
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順位 会社名 事業内容 

（各社からの提供資料の他、Webページ等の外部向け情報

を基に記載） 

事業領域 成長率 所在地 受賞 

回数 

36 株式会社 UBIC ディスカバリ総合支援ビジネス コンピュータ/

周辺機器 

73% 東京都 6 

37 ダイコク電機株式会社 パチンコ産業向けコンピュータシステムや各種ユニットの製

造販売 

コンピュータ/

周辺機器 

71% 愛知県  

38 株式会社ボーダーズ(未) マーケティングツールプラットフォーム事業 インターネット 69% 東京都  

39 株式会社パイプドビッツ 情報資産プラットフォーム事業 ソフトウェア 68% 東京都 2 

40 スターティア株式会社 情報の集約と利益化を実現するＩＴソリューションベンダー インターネット 66% 東京都 2 

41 株式会社フィックスターズ

(未) 

コンピュータ処理の高速化ソリューション事業 ソフトウェア 58% 東京都  

42 株式会社イード(未) Web メディアを中核としたマーケティング及びソリューション提

供 

メディア/エン

ターテインメ

ント 

57% 東京都 2 

43 株式会社エニグモ インターネットビジネスの企画・開発・運営 インターネット 56% 東京都  

44 株式会社クロス・マーケテ

ィング 

リサーチ事業、IT ソリューション事業 インターネット 56% 東京都 2 

45 株式会社カヤック(未) 日本的面白コンテンツ事業 コンテンツ 55% 神奈川

県 

3 

46 株式会社ビットアイル 総合ＩＴアウトソーシングサービス インターネット 52% 東京都 4 

47 株式会社メディアフラッグ 店舗・店頭マーケティングに特化した覆面調査事業、営業ア

ウトソーシング事業、システム事業 

インターネット 51% 東京都 3 

48 １ｓｔホールディングス株式

会社 

帳票、ビジネスインテリジェンスのソフトウェア販売、セキュリ

ティサービス事業 

ソフトウェア 46% 東京都 2 

49 株式会社システムインテグ

レータ 

ECサイト構築、DB開発支援等のパッケージを自社で開発・

販売 

ソフトウェア 43% 埼玉県  

50 コムチュア株式会社 クラウドを中心に、企業のＩＴ化を提案・支援 ソフトウェア 43% 東京都  

 

＊（未）は未上場企業、それ以外は上場企業を示す（2013年 9 月末時点）。 

＊受賞回数は 2013年分を含み、空欄は初受賞を示す。 

 

 

【デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジー Fast50 とは】 

2013 年で 11 回目を迎えた「デロイト  トウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジー  Fast50」は、TMT

（Technology, Media & Telecommunications）インダストリーの過去 3年間の収益（売上高）成長率の上昇が著し

い日本企業（上場・未上場問わず）の応募からなるランキングプログラムです。指標を収益成長率としていること

により、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。 

ソフトウェア、音楽・エンターテインメント、通信インフラなど、情報・メディア・通信が幅広い分野で融合する中、デ

ロイトは、これらを TMTインダストリーと捉え、インダストリーの活性を目指し、全世界でテクノロジー Fast50/500

プログラムを展開しています。Fast50 は国レベルの、Fast500 は地域レベルの収益成長率を基準としたランキン

グです。Fast500は、アジア太平洋地域、北米地域、EMEA地域で実施しています。 

Fast50および Fast500プログラムの詳細については、http://www.tohmatsu.coｍ/fast50/をご覧ください。 

 

http://www.ubic.co.jp/
http://www.daikoku.co.jp/
http://borders.jp/
http://www.pi-pe.co.jp/
http://www.startia.co.jp/
http://www.fixstars.com/
http://www.fixstars.com/
http://www.iid.co.jp/
http://www.enigmo.co.jp/
http://www.cross-m.co.jp/
http://www.cross-m.co.jp/
http://www.kayac.com/
http://www.bit-isle.co.jp/
http://www.mediaflag.co.jp/
http://www.1st-hd.com/
http://www.1st-hd.com/
http://www.sint.co.jp/
http://www.sint.co.jp/
http://www.comture.com/
http://www.tohmatsu.com/fast50/
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ランキング対象となる事業領域は、通信、ネットワーキング、コンピュータ/周辺機器、インターネット、半導体、電

子部品、電子機器、ソフトウェア、コンテンツ、バイオテクノロジー、製薬、医療機器、グリーンテクノロジー、メディ

ア/エンターテインメントです。 

 
 
【本プログラムで開示されている情報について】 

この情報は、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、有

限責任監査法人トーマツやデロイト トウシュ トーマツ リミテッド は、明示または黙示を問わず、これらの情報

の正確性などについて何らかの意見を表明したり、または内容を保証したりするものではありません。 

 

 

トーマツグループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよびそれらの

関係会社（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング株式会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー株式会社お

よび税理士法人トーマツを含む）の総称です。トーマツグループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各社がそれ

ぞれの適用法令に従い、監査、税務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供しています。また、国内約40都市に約7,100名の専

門家（公認会計士、税理士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はトーマツグループ Web サ

イト（www.tohmatsu.com）をご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）は、監査、税務、コンサルティングおよびファイナンシャル アドバイザリーサービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクラ

イアントに提供しています。全世界 150 ヵ国を超えるメンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクラ

イアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを提供しています。デロイトの約 200,000 名におよぶ人材は、

“standard of excellence”となることを目指しています。 

 

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）およびそのネットワーク組織を構成するメン

バーファームのひとつあるいは複数を指します。デロイト トウシュ トーマツ リミテッドおよび各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組

織体です。その法的な構成についての詳細は www.tohmatsu.com/deloitte/ をご覧ください。 

 

 

http://www.tohmatsu.com/
http://www.tohmatsu.com/deloitte/

