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2009 年 JCGIndex 調査 回答会社 

 

水産・農林業（3 社） 

日本水産株式会社(06) 

株式会社マルハニチロホールディングス(04) 

(05)(06)(07) 

ホクト株式会社 

 

鉱業（1 社） 

国際石油開発帝石株式会社(07)(08) 

 

建設業（10 社） 

ショーボンドホールディングス株式会社 

大成建設株式会社(05)(06)(07)(08) 

鹿島建設株式会社(08) 

前田建設工業株式会社(02)(03)(04)(05)(06) 

(07)(08) 

東鉄工業株式会社(04)(05)(06)(07)(08) 

大東建託株式会社(03)(04) 

大和ハウス工業株式会社(05)(06)(07)(08) 

積水ハウス株式会社(05)(06)(07)(08) 

日本電設工業株式会社(04)(05)(07)(08) 

千代田化工建設株式会社(04)(05) 

 

食料品（9 社） 

森永製菓株式会社(04)(05) 

日本ハム株式会社(04)(05)(06)(07)(08) 

アサヒビール株式会社(02)(03)(04)(05)(06) 

(07)(08) 

日清オイリオグループ株式会社(05)(06)(07) 

(08) 

キッコーマン株式会社(07)(08) 

焼津水産化学工業株式会社 

株式会社ニチレイ(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

フジッコ株式会社(07)(08) 

株式会社なとり(03)(04) 

 

繊維製品（5 社） 

グンゼ株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

日本毛織株式会社(04)(05)(06)(07)(08) 

帝人株式会社(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

アツギ株式会社 

株式会社ワコールホールディングス(02)(04) 

(05)(06)(07)(08) 

 

パルプ・紙（2 社） 

株式会社巴川製紙所(04)(05)(06) 

レンゴー株式会社(02)(04)(05)(06)(07)(08) 

 

化学（17 社） 

旭化成株式会社(05)(06)(07)(08) 

ラサ工業株式会社(04)(05) 

日本曹達株式会社(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

関東電化工業株式会社(04)(05)(06)(07)(08) 

戸田工業株式会社(07) 

三菱ガス化学株式会社(04)(05)(06)(08) 

ＪＳＲ株式会社(04)(05)(06)(07)(08) 

株式会社三菱ケミカルホールディングス(08) 

宇部興産株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07) 

(08) 

大倉工業株式会社 

花王株式会社(04)(05)(06)(07)(08) 

三洋化成工業株式会社(04)(05)(06)(07)(08) 

日本特殊塗料株式会社(02)(03)(04)(05)(06) 

(07)(08) 

サカタインクス株式会社(05)(06)(08) 

株式会社資生堂(02)(04)(05)(06)(07)(08) 

ライオン株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08) 
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株式会社ミルボン(02)(03)(04)(05)(06)(07) 

 

医薬品（6 社） 

武田薬品工業株式会社(02)(03)(04)(05)(07) 

大日本住友製薬株式会社(03)(04)(05)(08) 

田辺三菱製薬株式会社(05)(06)(07)(08) 

エーザイ株式会社(02)(04)(05)(06)(08) 

参天製薬株式会社(05)(06)(08) 

株式会社ツムラ(05)(06)(07)(08) 

 

石油・石炭製品（2 社） 

コスモ石油株式会社(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

新日鉱ホールディングス株式会社(03)(04) 

(05)(08) 

 

ゴム製品（3 社） 

株式会社ブリヂストン(02)(03)(04)(05)(06)(08) 

ニッタ株式会社(05)(08) 

バンドー化学株式会社(03)(05)(06) 

 

ガラス・土石製品（3 社） 

旭硝子株式会社(04)(05)(06)(07)(08) 

日本山村硝子株式会社 

株式会社ニッカトー(08) 

 

鉄鋼（1 社） 

ジェイエフイーホールディングス株式会社

(05)(06)(07) 

 

非鉄金属（1 社） 

日本軽金属株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07) 

 

金属製品（6 社） 

三協・立山ホールディングス株式会社(04)(05) 

(06)(07)(08) 

株式会社アルファ(05)(08) 

株式会社横河ブリッジホールディングス(08) 

株式会社住生活グループ(08) 

中国工業株式会社(04) 

株式会社アドバネクス(06)(07)(08) 

 

機械（12 社） 

日本スピンドル製造株式会社(04)(05) 

住友重機械工業株式会社(04)(05)(06) 

(07)(08) 

月島機械株式会社(07)(08) 

新東工業株式会社(04)(06)(08) 

アネスト岩田株式会社(06)(07) 

日本金銭機械株式会社 

グローリー株式会社(07)(08) 

大豊工業株式会社(08) 

ＴＨＫ株式会社(06) 

株式会社キッツ(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

日立造船株式会社(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

三菱重工業株式会社(04)(05)(06)(08) 

 

電気機器（34 社） 

コニカミノルタホールディングス株式会社

(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

株式会社東芝(04)(05)(06)(07)(08) 

三菱電機株式会社(04)(05)(06)(07)(08) 

オリジン電気株式会社 

東芝テック株式会社(05)(07)(08) 

日本電産株式会社(03)(05)(06)(07)(08) 

オムロン株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

日本電気株式会社(04)(05)(06)(07)(08) 

ＮＥＣエレクトロニクス株式会社 

セイコーエプソン株式会社(04)(06)(07)(08) 

株式会社京三製作所(04)(05)(06)(07) 

アンリツ株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

ソニー株式会社(04)(05)(06)(07)(08) 

ＴＤＫ株式会社(05)(06)(07)(08) 

株式会社タムラ製作所(02)(03)(04)(05)(06) 

(07)(08) 

スミダコーポレーション株式会社(02)(03)(04) 

(05)(06)(07)(08) 
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船井電機株式会社(05)(07) 

横河電機株式会社(04)(05)(06)(07)(08) 

株式会社堀場製作所(02)(04)(05)(06) 

株式会社アドバンテスト(06)(07)(08) 

エスペック株式会社(06)(08) 

日置電機株式会社 

シスメックス株式会社(07)(08) 

コーセル株式会社(03)(04)(05)(06)(08) 

オプテックス株式会社(08) 

ウシオ電機株式会社(03)(05)(06)(07)(08) 

山一電機株式会社(08) 

カシオ計算機株式会社(05)(06)(07)(08) 

ローム株式会社(02)(04)(05)(06)(07)(08) 

太陽誘電株式会社(06)(07)(08) 

株式会社村田製作所(03)(04)(05)(06)(08) 

株式会社小糸製作所(07) 

株式会社リコー(04)(05)(06)(07)(08) 

東京エレクトロン株式会社(02)(04)(05)(06)(08) 

 

輸送用機器（6 社） 

トヨタ紡織株式会社(04)(05)(06)(07)(08) 

三井造船株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07) 

河西工業株式会社(08) 

マツダ株式会社(07)(08) 

株式会社今仙電機製作所(04)(05)(06) 

(07)(08) 

ヤマハ発動機株式会社(03)(04)(05)(06) 

(07)(08) 

 

精密機器（5 社） 

テルモ株式会社(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

株式会社ＪＭＳ 

東京計器株式会社(04)(05)(07) 

株式会社ニコン(02)(03)(04)(05)(07)(08) 

ノーリツ鋼機株式会社(04) 

 

その他製品（8 社） 

株式会社バンダイナムコホールディングス(07) 

凸版印刷株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07) 

(08) 

大日本印刷株式会社(06)(07)(08) 

日本写真印刷株式会社 

ヤマハ株式会社(02)(04)(05)(07) 

株式会社イトーキ(02)(03)(05)(07) 

任天堂株式会社(05)(07)(08) 

ナカバヤシ株式会社(08) 

 

電力・ガス業（3 社） 

東京電力株式会社(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

中部電力株式会社(04)(06)(07)(08) 

中国電力株式会社(05)(06)(07)(08) 

 

陸運業（3 社） 

ヤマトホールディングス株式会社(03)(04)(05) 

(06)(08) 

トナミホールディングス株式会社(07) 

福山通運株式会社(04)(07) 

 

倉庫・運輸関連業（2 社） 

三井倉庫株式会社(08) 

東海運株式会社 

 

情報・通信業（5 社） 

フューチャーアーキテクト株式会社(04)(05) 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(02)(06) 

(07)(08) 

兼松エレクトロニクス株式会社(04)(05)(07)(08) 

株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス 

ＫＤＤＩ株式会社(04)(05)(06)(07)(08) 

 

卸売業（21 社） 

高千穂交易株式会社(07) 

双日株式会社(06)(07)(08) 

アルフレッサホールディングス株式会社(04) 

(05) 

富士興産株式会社(04)(05)(06)(07)(08) 



JCGR  日本コーポレート・ガバナンス研究所 
   

All rights reserved copyright (c) Japan Corporate Governance Research Institute, Inc. 2009 
- - 4 - - 

株式会社シモジマ(06) 

丸文株式会社 

マルカキカイ株式会社 

株式会社エスケイジャパン(05)(06)(07) 

ダイトエレクトロン株式会社(07)(08) 

伊藤忠商事株式会社(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

豊田通商株式会社(03)(04)(05)(07)(08) 

三井物産株式会社(02)(04)(05)(06)(07)(08) 

スターゼン株式会社(08) 

住友商事株式会社(02)(03)(04)(05)(06) 

(07)(08) 

三菱商事株式会社(07)(08) 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社(03) 

(04)(05)(06)(07) 

阪和興業株式会社(04)(05)(06)(07)(08) 

菱電商事株式会社(03)(04)(05)(06) 

株式会社立花エレテック(05)(06)(08) 

加藤産業株式会社(06)(07)(08) 

株式会社スズケン(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

 

小売業（14 社） 

株式会社ローソン 

株式会社ポイント(06) 

Ｊ．フロントリテイリング株式会社 

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス(07) 

(08) 

株式会社サンマルクホールディングス(07) 

ワタミ株式会社(02)(04)(05)(06)(07) 

株式会社幸楽苑(03)(05)(08) 

株式会社チヨダ(06) 

株式会社高島屋(02)(03)(06)(07)(08) 

エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社(07) 

(08) 

株式会社ニッセンホールディングス(04)(05) 

(07)(08) 

株式会社パルコ(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

イズミヤ株式会社(07)(08) 

イオン株式会社(04)(05)(06)(07)(08) 

 

銀行業（3 社） 

株 式 会 社 り そ な ホ ー ル デ ィ ン グ ス

(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

株式会社横浜銀行(08) 

住友信託銀行株式会社(02)(07)(08) 

 

証券、商品先物取引業（5 社） 

株式会社ジャフコ(07)(08) 

株式会社大和証券グループ本社(02)(04)(05) 

(06)(07)(08) 

野村ホールディングス株式会社(03)(04)(05) 

(06)(07) 

いちよし証券株式会社 

松井証券株式会社(03)(04)(05)(06) 

 

保険業（4 社） 

株式会社損害保険ジャパン(04)(05)(06)(08) 

あいおい損害保険株式会社(04)(05)(06) 

東京海上ホールディングス株式会社(03)(05) 

(06)(07)(08) 

株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス(04)(05)(07) 

(08) 

 

その他金融業（5 社） 

ポケットカード株式会社 

株式会社武富士(03)(05) 

アコム株式会社(04)(05)(06)(07)(08) 

三菱ＵＦＪリース株式会社 

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社(07) 

(08) 

 

不動産業（6 社） 

昭栄株式会社(07)(08) 

三菱地所株式会社(02)(03)(05)(06)(07)(08) 

株式会社レオパレス２１(08) 

空港施設株式会社 

株式会社ゼクス(07) 
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大和システム株式会社(07) 

 

サービス業（9 社） 

株式会社アコーディア・ゴルフ(07) 

ＮＥＣフィールディング株式会社(03)(04)(05) 

(06)(07)(08) 

株式会社電通(04)(05)(07)(08) 

株式会社オリエンタルランド(08) 

ワタベウェディング株式会社(05)(08) 

株式会社東京ドーム(08) 

株式会社メイテック(04)(05)(06)(07)(08) 

株式会社進学会 

株式会社ベネッセコーポレーション(04)(05) 

(06)(07)(08) 

 

 

 

 

 

 

 

（以上 214 社） 

 

*(02)、(03)、(04)、(05)、(06)、(07)、(08)はそれ

ぞれ 2002 年度調査、2003 年度調査、2004 年

度調査、2005 年度調査、2006 年度調査、

2007 年度調査、2008 年度調査の回答会社で

あることを表す。 


