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2006 年 JCGIndex 調査 回答会社
水産・農林業（2 社）

カルピス株式会社(03)(04)(05)

日本水産株式会社

キーコーヒー株式会社(03)

株式会社マルハグループ本社(04)(05)

日清オイリオグループ株式会社(05)
株式会社Ｊ－オイルミルズ

建設業（13 社）

キユーピー株式会社(03)(04)

株式会社間組

ハウス食品株式会社(03)(05)

大成建設株式会社(05)

株式会社ニチレイ(02)(03)(04)(05)

株式会社大林組(04)(05)
安藤建設株式会社(04)(05)

繊維製品（6 社）

大豊建設株式会社(04)(05)

グンゼ株式会社(02)(03)(04)(05)

前田建設工業株式会社(02)(03)(04)(05)

日本毛織株式会社(04)(05)

東鉄工業株式会社(04)(05)

帝人株式会社(03)(04)(05)

株式会社熊谷組(05)

東レ株式会社(03)(05)

東北ミサワホーム株式会社

株式会社クラレ(04)(05)

大和ハウス工業株式会社(05)

株式会社ワコールホールディングス

積水ハウス株式会社(05)

(02)(04)(05)

高砂熱学工業株式会社
ダイダン株式会社(04)(05)

パルプ・紙（3 社）
株式会社巴川製紙所(04)(05)

食料品（19 社）

株式会社日本製紙グループ本社(05)

日本農産工業株式会社(05)

レンゴー株式会社(02)(04)(05)

明治製菓株式会社(02)(03)(04)(05)
株式会社ヤクルト本社(03)(04)(05)

化学（32 社）

日本ハム株式会社(04)(05)

旭化成株式会社(05)

伊藤ハム株式会社(02)(03)(04)(05)

昭和電工株式会社(04)(05)

米久株式会社(05)

株式会社クレハ(04)

アサヒビール株式会社(02)(03)(04)(05)

日本曹達株式会社(03)(04)(05)

宝ホールディングス株式会社

株式会社トクヤマ(02)(04)(05)

オエノンホールディングス株式会社

東亞合成株式会社(05)

(03)(04)(05)

関東電化工業株式会社(04)(05)

メルシャン株式会社(02)(03)(04)(05)

信越化学工業株式会社(05)

コカ・コーラウエストジャパン株式会社(03)(05)

三菱ガス化学株式会社(04)(05)

ダイドードリンコ株式会社(04)(05)

ＪＳＲ株式会社(04)(05)
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宇部興産株式会社(02)(03)(04)(05)

ゴム製品（5 社）

ニチバン株式会社

株式会社ブリヂストン(02)(03)(04)(05)

リケンテクノス株式会社(05)

オカモト株式会社

タイガースポリマー株式会社(05)

株式会社フコク(05)

株式会社ＡＤＥＫＡ

東海ゴム工業株式会社(02)(03)

花王株式会社(04)(05)

バンドー化学株式会社(03)(05)

三洋化成工業株式会社(04)(05)
中国塗料株式会社

ガラス・土石製品（3 社）

日本特殊塗料株式会社(02)(03)(04)(05)

旭硝子株式会社(04)(05)

大日本インキ化学工業株式会社(04)(05)

日本ヒューム株式会社

サカタインクス株式会社(05)

株式会社ノリタケカンパニーリミテド

株式会社資生堂(02)(04)(05)

(03)(04)(05)

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

鉄鋼（6 社）

株式会社きもと

株式会社神戸製鋼所

シーアイ化成株式会社(04)(05)

ジェイエフイーホールディングス株式会社(05)

前澤化成工業株式会社(02)(03)(04)(05)

東京製鐵株式会社(02)(03)(04)(05)

株式会社ＪＳＰ

日本高周波鋼業株式会社(05)

東リ株式会社

愛知製鋼株式会社(05)

株式会社ニフコ(02)(04)(05)

株式会社栗本鐵工所(02)(04)(05)

日本バルカー工業株式会社(04)
日本マタイ株式会社

非鉄金属（3 社）
日本軽金属株式会社(02)(03)(04)(05)

医薬品（7 社）

古河電気工業株式会社(04)(05)

協和発酵工業株式会社(04)(05)

リョービ株式会社(02)(03)(04)(05)

田辺製薬株式会社(05)
エーザイ株式会社(02)(04)(05)

金属製品（4 社）

参天製薬株式会社(05)

三協・立山ホールディングス株式会社(04)(05)

株式会社ツムラ(05)

ホッカンホールディングス株式会社

生化学工業株式会社

リンナイ株式会社(05)

株式会社キョーリン

株式会社アドバネクス

石油・石炭製品（4 社）

機械（20 社）

昭和シェル石油株式会社(02)(03)(04)(05)

株式会社日本製鋼所(05)

コスモ石油株式会社(03)(04)(05)

株式会社ディスコ(02)(03)(04)(05)

富士興産株式会社(04)(05)

日東工器株式会社

ニチレキ株式会社(03)(04)

株式会社日阪製作所(05)
住友重機械工業株式会社(04)(05)
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株式会社丸山製作所(02)

ローランドディー．ジー．株式会社(02)(03)

新東工業株式会社(04)

日本ビクター株式会社(04)(05)

株式会社酉島製作所

クラリオン株式会社(05)

ダイキン工業株式会社(05)

株式会社ヨコオ(02)(03)(04)(05)

ＴＣＭ株式会社

東光株式会社

アネスト岩田株式会社

日立マクセル株式会社(04)(05)

サンデン株式会社

ス ミ ダ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 株 式 会 社

日本ピストンリング株式会社(02)(03)(04)(05)

(02)(03)(04)(05)

ＮＴＮ株式会社(05)

横河電機株式会社(04)(05)

ＴＨＫ株式会社

株式会社山武(02)(03)(04)(05)

株式会社キッツ(03)(04)(05)

株式会社堀場製作所(02)(04)(05)

株式会社マキタ(04)(05)

株式会社アドバンテスト

日立造船株式会社(03)(04)(05)

エスペック株式会社

三菱重工業株式会社(04)(05)

コーセル株式会社(03)(04)(05)

石川島播磨重工業株式会社(03)(04)(05)

スタンレー電気株式会社
ウシオ電機株式会社(03)(05)

電気機器（44 社）

カシオ計算機株式会社(05)

コニカミノルタホールディングス株式会社

ローム株式会社(02)(04)(05)

(02)(03)(04)(05)

浜松ホトニクス株式会社(03)(04)(05)

ミネベア株式会社(05)

京セラ株式会社

株式会社日立製作所(03)(04)(05)

太陽誘電株式会社

株式会社東芝(04)(05)

株式会社村田製作所(03)(04)(05)

三菱電機株式会社(04)(05)

松下電工株式会社(02)(04)(05)

日本電産株式会社(03)(05)

株式会社リコー(04)(05)

オムロン株式会社(02)(03)(04)(05)

東京エレクトロン株式会社(02)(04)(05)

日本電気株式会社(04)(05)
サンケン電気株式会社

輸送用機器（15 社）

アイホン株式会社(04)(05)

アイシン精機株式会社

セイコーエプソン株式会社(04)

トヨタ紡織株式会社(04)(05)

株式会社ピクセラ

株式会社豊田自動織機(03)(04)(05)

株式会社京三製作所(04)(05)

三井造船株式会社(02)(03)(04)(05)

能美防災株式会社

日産自動車株式会社(05)

シャープ株式会社(02)(03)(04)(05)

曙ブレーキ工業株式会社(03)(04)

アンリツ株式会社(02)(03)(04)(05)

株式会社タチエス(03)(05)

株式会社日立国際電気(05)

ＮＯＫ株式会社(03)(04)

ソニー株式会社(04)(05)

フタバ産業株式会社(03)

ＴＤＫ株式会社(05)

ＫＹＢ株式会社(04)(05)

株式会社タムラ製作所(02)(03)(04)(05)

株式会社今仙電機製作所(04)(05)
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本田技研工業株式会社(02)(03)(04)

太平洋海運株式会社

富士重工業株式会社(05)

共栄タンカー株式会社

ヤマハ発動機株式会社(03)(04)(05)
株式会社エフ・シー・シー(04)(05)

空運業（2 社）
全日本空輸株式会社(05)

精密機器（4 社）

株式会社日本航空(03)(04)(05)

テルモ株式会社(03)(04)(05)
株式会社モリテックス(02)

情報・通信業（13 社）

シチズン時計株式会社

株式会社野村総合研究所(04)(05)

セイコー株式会社

株式会社アルゴ２１(02)(03)(04)(05)
株式会社トーセ

その他製品（8 社）

伊藤忠テクノサイエンス株式会社(02)

株式会社フジシールインターナショナル(05)

株式会社テレビ朝日

凸版印刷株式会社(02)(03)(04)(05)

ＫＤＤＩ株式会社(04)(05)

大日本印刷株式会社

株式会社アイネット

共同印刷株式会社(04)(05)

株式会社葵プロモーション

株式会社アシックス(04)(05)

株式会社ジャステック

パラマウントベッド株式会社(04)(05)

住商情報システム株式会社(04)(05)

コクヨ株式会社(02)(03)(04)(05)

株式会社日立情報システムズ(05)

ダイワ精工株式会社(05)

富士ソフトＡＢＣ株式会社(04)(05)
ソラン株式会社(02)

電力・ガス業（7 社）
東京電力株式会社(03)(04)(05)

卸売業（26 社）

中部電力株式会社(04)

高千穂電気株式会社

関西電力株式会社(05)

双日株式会社

中国電力株式会社(05)

株式会社シモジマ

北陸電力株式会社(05)

黒田電気株式会社(03)(05)

東北電力株式会社(04)(05)

ネットワンシステムズ株式会社(05)

東京ガス株式会社(04)(05)

株式会社エスケイジャパン(05)
田中商事株式会社

陸運業（2 社）

株式会社マクニカ(02)

東日本旅客鉄道株式会社(05)

伊藤忠商事株式会社(03)(04)(05)

ヤマトホールディングス株式会社(03)(04)(05)

丸紅株式会社(04)(05)
三井物産株式会社(02)(04)(05)

海運業（5 社）

日本紙パルプ商事株式会社(05)

株式会社商船三井(02)(04)(05)

住友商事株式会社(02)(03)(04)(05)

川崎汽船株式会社(03)(04)(05)

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

飯野海運株式会社(03)(04)(05)

(03)(04)(05)
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西華産業株式会社

株式会社札幌北洋ホールディングス(05)

阪和興業株式会社(04)(05)

株式会社滋賀銀行(04)(05)

菱電商事株式会社(03)(04)(05)

株式会社百五銀行(04)(05)

株式会社東陽テクニカ

株式会社中国銀行(02)(04)(05)

株式会社立花エレテック(05)

株式会社大分銀行(04)(05)

株式会社ヤマタネ(03)(04)(05)

株式会社香川銀行(05)

丸紅建材リース株式会社
加藤産業株式会社

証券、商品先物取引業（4 社）

ＪＢＣＣホールディングス株式会社(02)(04)(05)

株式会社大和証券グループ本社(02)(04)(05)

株式会社日伝

株式会社日興コーディアルグループ(04)(05)

アルテック株式会社(05)

野村ホールディングス株式会社(03)(04)(05)

株式会社スズケン(03)(04)(05)

松井証券株式会社(03)(04)(05)

小売業（19 社）

保険業（5 社）

株式会社ポイント

三井住友海上火災保険株式会社(03)(04)(05)

株式会社三越(03)(04)(05)

株式会社損害保険ジャパン(04)(05)

ブックオフコーポレーション株式会社

あいおい損害保険株式会社(04)(05)

はるやま商事株式会社

富士火災海上保険株式会社(04)(05)

株式会社良品計画(03)(05)

株式会社ミレアホールディングス(03)(05)

ワタミ株式会社(02)(04)(05)
株式会社コロワイド

その他金融業（4 社）

株式会社ファミリーマート(05)

株式会社クレディセゾン(02)(04)(05)

日本瓦斯株式会社

イオンクレジットサービス株式会社(04)(05)

株式会社チヨダ

アコム株式会社(04)(05)

株式会社リンガーハット

オリックス株式会社(02)(03)(04)(05)

株式会社高島屋(02)(03)
株式会社松坂屋

不動産業（6 社）

株式会社伊勢丹(02)(03)(04)(05)

三井不動産株式会社(03)(04)(05)

株式会社パルコ(03)(04)(05)

三菱地所株式会社(02)(03)(05)

株式会社ダイエー

株式会社大京

イオン株式会社(04)(05)

株式会社アーバンコーポレイション(03)

ゼビオ株式会社

明和地所株式会社(03)(04)(05)

ミニストップ株式会社(04)(05)

シーズクリエイト株式会社

銀行業（9 社）

サービス業（12 社）

株式会社新生銀行(05)

日本工営株式会社(03)(04)(05)

株式会社りそなホールディングス(03)(04)(05)

ＮＥＣフィールディング株式会社(03)(04)(05)

株式会社北越銀行

株式会社ルネサンス
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株式会社ユー・エス・エス(04)(05)
燦ホールディングス株式会社(02)
東京テアトル株式会社(03)(04)(05)
トランスコスモス株式会社
株式会社乃村工藝社(05)
藤田観光株式会社(03)(05)
株式会社メイテック(04)(05)
株式会社船井総合研究所
株式会社ベネッセコーポレーション(04)(05)
（以上 312 社）
*(02)、(03)、(04)、(05)はそれぞれ 2002 年度
調査、2003 年度調査、2004 年度調査、2005
年度調査の回答会社であることを表す。
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