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2015 年 JCGIndex 調査 回答会社
水産・農林業（1 社）
ホクト株式会社(09)(14)
建設業（6 社）
前田建設工業株式会社(02)(03)(04)(05)(06)
(07)(08)(09)(11)(12)(13)(14)
東鉄工業株式会社(04)(05)(06)(07)(08)(09)
(10)(11)(12)(13)(14)
大東建託株式会社(03)(04)(09)(10)(14)
大和ハウス工業株式会社(05)(06)(07)(08)(09)
(10)(11)(12)(13)(14)
株式会社ヤマト(05)
株式会社朝日工業社(14)
食料品（5 社）
日本ハム株式会社(04)(05)(06)(07)(08)(09)
(11)(13)(14)
サッポロホールディングス株式会社(03)(05)
(14)
キユーピー株式会社(03)(04)(06)(07)
株式会社ニチレイ(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08)
(09)(12)(14)
株式会社なとり(03)(04)(09)(10)(11)(12)(13)
(14)
繊維製品（2 社）
住江織物株式会社
株式会社三陽商会(14)
パルプ・紙（2 社）
三菱製紙株式会社(12)(13)(14)
北越紀州製紙株式会社(02)
化学(9 社）
宇部興産株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07)
(08)(09)(11)(12)(13)(14)
花王株式会社(04)(05)(06)(07)(08)(09)(10)(11)
(12)(13)(14)
三洋化成工業株式会社(04)(05)(06)(07)(08)
(09)(12)(13)(14)
サカタインクス株式会社(05)(06)(08)(09)(10)
(11)

株式会社資生堂(02)(04)(05)(06)(07)(08)(09)
(11)(12)(13)(14)
ライオン株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08)
(09)(10)(11)(13)(14)
株式会社シーボン(14)
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
メック株式会社(08)(13)(14)
医薬品（4 社）
塩野義製薬株式会社(05)(10)
日本新薬株式会社
エーザイ株式会社(02)(04)(05)(06)(08)(09)(10)
(11)(12)(13)(14)
扶桑薬品工業株式会社(12)
ガラス・土石製品（3 社）
日本板硝子株式会社(13)(14)
株式会社ＭＡＲＵＷＡ(11)(13)(14)
株式会社ニッカトー(08)(09)(12)(13)(14)
非鉄金属（2 社）
古河電気工業株式会社(04)(05)(06)(08)
株式会社アーレスティ
機械（10 社）
株式会社ソディック
ナブテスコ株式会社(08)(13)(14)
株式会社新川
ホソカワミクロン株式会社(11)(12)
住友重工業株式会社(04)(05)(06)(07)(08)
(09)(10)(11)(12)(14)
新晃工業株式会社
日本精工株式会社(03)(07)(08)(12)(13)(14)
株式会社キッツ(03)(04)(05)(06)(07)(08)(09)
(11)
日立造船株式会社(03)(04)(05)(06)(07)(08)
(09)(10)(12)(13)(14)
三菱重工業株式会社(04)(05)(06)(08)(09)(10)
(12)(13)(14)
電気機器（26 社）
イビデン株式会社(04)(07)
コニカミノルタ株式会社(02)(03)(04)(05)(06)
(07)(08)(09)(10)(11)(12)(13)(14)
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株式会社日立製作所(03)(04)(05)(06)(07)(08)
(11)(12)(13)(14)
三菱電機株式会社(04)(05)(06)(07)(08)(09)
(11)(12)(14)
オムロン株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08)
(09)(10)(12)(13)(14)
ＩＤＥＣ株式会社(14)
日本電気株式会社(04)(05)(06)(07)(08)(09)
(10)(11)(12)(13)(14)
ルネサスエレクトロニクス株式会社(09)
アンリツ株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08)
(09)(10)(11)(12)(13)(14)
ソニー株式会社(04)(05)(06)(07)(08)(09)(10)
(11)(12)(13)(14)
株式会社タムラ製作所(02)(03)(04)(05)(06)
(07)(08)(09)(11)(12)(13)(14)
アルプス電気株式会社(13)(14)
パイオニア株式会社(04)(13)(14)
アルパイン株式会社(02)(03)(04)(07)
スミダコーポレーション株式会社(02)(03)(04)
(05)(06)(07)(08)(09)(10)(11)(12)(13)(14)
横河電機株式会社(04)(05)(06)(07)(08)(09)
(11)(12)(13)(14)
株式会社アドバンテスト(06)(07)(08)(09)(10)
(11)(12)(13)(14)
株式会社メガチップス(04)
コーセル株式会社(03)(04)(05)(06)(08)(09)(14)
ウシオ電機株式会社(03)(05)(06)(07)(08)(09)
(10)(11)(12)(13)(14)
カシオ計算機株式会社(05)(06)(07)(08)(09)
(10)(11)(12)(13)(14)
ローム株式会社(02)(04)(05)(06)(07)(08)
(09)(10)(11)(12)(13)(14)
太陽誘電株式会社(06)(07)(08)(09)(10)(11)
(12)(13)(14)
株式会社小糸製作所(07)(09)
ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社
東京エレクトロン株式会社(02)(04)(05)(06)(08)
(09)(11)(12)(13)(14)
輸送用機器（6 社）
トヨタ紡織株式会社(04)(05)(06)(07)(08)(09)
(10)
三井造船株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07)
(09)(10)(12)(14)
武蔵精密工業株式会社
カヤバ工業株式会社(04)(05)(06)
ヤマハ発動機株式会社(03)(04)(05)(06)(07)
(08)(09)
株式会社ヨロズ(04)(05)(07)

日本コーポレート・ガバナンス研究所

精密機器（2 社）
テルモ株式会社(03)(04)(05)(06)(07)(08)(09)
(10)(11)(12)(13)(14)
ＨＯＹＡ株式会社(02)(03)(04)(05)(07)(12)(13)
(14)
その他製品（7 社）
パラマウントベッドホールディングス株式会社
株式会社プロネクサス(10)(14)
大建工業株式会社(14)
凸版印刷株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07)
(08)(09)(10)(11)(12)(13)(14)
大日本印刷株式会社(06)(07)(08)(09)(10)(11)
(12)(13)(14)
株式会社イトーキ(02)(03)(05)(07)(09)
株式会社アデランス(04)(05)(12)(13)(14)
電気・ガス（1 社）
東北電力株式会社(04)(05)(06)(07)
陸運業（2 社）
株式会社西武ホールディングス(14)
株式会社丸運
空運業（1 社）
日本航空株式会社(14)
倉庫・運輸関連業（1 社）
キムラユニティー株式会社
情報・通信業（10 社）
グリー株式会社
株式会社ｅｎｉｓｈ
株式会社野村総合研究所(04)(05)(06)(07)
(12)(13)(14)
サイバネットシステム株式会社(14)
株式会社電通国際情報サービス(07)(12)(13)
(14)
株式会社アルゴグラフィックス(05)(10)
株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス
(09)(11)
株式会社学研ホールディングス(12)
株式会社アイ・エス・ビー
ＪＢＣＣホールディングス株式会社(02)(04)
(05)(06)(07)(12)(13)(14)
卸売業（10 社）
株式会社トーメンデバイス(07)(08)(11)
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双日株式会社(06)(07)(08)(09)(11)(14)
黒田電気株式会社(03)(05)(06)
株式会社日立ハイテクノロジーズ(03)(12)(13)
(14)
菱電商事株式会社(03)(04)(05)(06)(09)(10)
(11)(12)(13)(14)
株式会社サンゲツ(04)(05)
株式会社サンリオ
トラスコ中山株式会社(04)(05)
株式会社オートバックスセブン(03)(05)(10)
(11)(12)(14)
株式会社イエローハット(14)
小売業（14 社）
株式会社ローソン(09)(11)(12)(13)(14)
株式会社ダイユーエイト(08)(11)
アスクル株式会社
Ｊ．フロントリテイリング株式会社(09)
株式会社トーエル(14)
株式会社一六堂
株式会社幸楽苑(03)(05)(08)(09)
サトレストランシステムズ株式会社
株式会社高島屋(02)(03)(06)(07)(08)(09)(10)
株式会社ニッセンホールディングス(04)(05)
(07)(08)(09)(10)(11)(12)(13)(14)
ユニーグループ・ホールディングス株式会社
(02)
日産東京販売ホールディングス株式会社
藤久株式会社(14)
株式会社ベルク
銀行業（4 社）
株式会社りそなホールディングス(03)(04)(05)
(06)(07)(08)(09)(10)(11)(12)(13)(14)
株式会社千葉興業銀行
株式会社伊予銀行
株式会社百十四銀行(04)
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ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
(07)(08)(09)(11)(12)(13)(14)
不動産業（3 社）
ヒューリック株式会社(07)(08)(09)
三菱地所株式会社(02)(03)(05)(06)(07)(08)
(09)(10)(11)(12)(14)
株式会社レオパレス２１(08)(09)(10)(11)(13)
(14)
サービス業（10 社）
株式会社アコーディア・ゴルフ(07)(09)(10)(14)
株式会社ルネサンス(06)
株式会社綜合臨床ホールディングス
ウェルネット株式会社
エスアールジータカミヤ株式会社
株式会社プレステージ・インターナショナル
株式会社スペース(13)(14)
東京テアトル株式会社(03)(04)(05)(06)(07)
株式会社トーカイ(14)
株式会社アサツーディ・ケイ(04)(05)(10)
（以上 146 社）**
*(02)、(03)、(04)、(05)、(06)、(07)、(08)、(09)、
(10)(11)(12)(13)(14)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、2009 年度調査、2010 年度調
査、2011 年度調査、2012 年度調査、2013 年
度調査、2014 年度調査の回答会社でもあるこ
とを表す。
1 社は社名未記入のため、掲載せず。

証券、商品先物取引業（2 社）
いちよし証券株式会社(09)(10)(11)(12)(13)
(14)
株式会社マネースクウェアＨＤ
その他金融業（3 社）
リコーリース株式会社(02)(03)(05)(07)(08)(12)
(13)(14)
日立キャピタル株式会社(02)(03)(04)(05)(07)
(11)(14)
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