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第 17 回（2019）コーポレートガバナンス調査 

回答会社（165 社） 

 

水産・農林業（2 社） 

日本水産株式会社(06)(09)(10)(11)(12)(13) 

(17) 

ホクト株式会社(09)(14)(15)(16)(17) 

 

鉱業（2 社） 

石油資源開発株式会社(04)(17) 

Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社 

 

建設業（8 社） 

株式会社不動テトラ 

三井住友建設株式会社 

前田建設工業株式会社(02)(03)(04)(05) 

(06)(07)(08)(09)(11)(12)(13) (15) 

戸田建設株式会社 

三機工業株式会社(02)(03)(07)(16)(17) 

高砂熱学工業株式会社(06)(08)(16) 

明星工業株式会社(13) 

ダイダン株式会社(04)(05)(06)(08)(11)(16)(17) 

 

食料品（5 社） 

亀田製菓株式会社(12) 

カルビー株式会社 

株式会社Ｊ－オイルミルズ(06)(14) 

日清食品ホールディングス株式会社 

フジッコ株式会社(07)(08)(09) 

 

繊維製品（2 社） 

住江織物株式会社(15)(17) 

株式会社三陽商会(14)(15)(16)(17) 

 

化学(8 社） 

株式会社三菱ケミカルホールディングス(08) 

(09)(10)(11) 

竹本容器株式会社(17) 

新日本理化株式会社 

花王株式会社(04)(05)(06)(07)(08)(09)(10) 

(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) 

株式会社資生堂(02)(04)(05)(06)(07)(08)(09) 

(11)(12)(13)(14)(15)(16)（17） 

ライオン株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

(09)(10)(11)(13)(14)(15)(16) 

株式会社マンダム 

アキレス株式会社(02)(07) 

 

医薬品（10 社） 

塩野義製薬株式会社(05)(10)(15)(16)(17) 

田辺三菱製薬株式会社(05)(06)(07)(08)(09) 

(17) 

エーザイ株式会社(02)(04)(05)(06)(08)(09)(10) 

(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) 

久光製薬株式会社(05) 

参天製薬株式会社(05)(06)(08)(09)(10)(16) 

（17） 

扶桑薬品工業株式会社(12)(15)(17) 

キッセイ薬品工業株式会社 

ＪＣＲファーマ株式会社(17) 

東和薬品株式会社 

ペプチドリーム株式会社 

 

ゴム製品（１社） 

バンドー化学株式会社(03)(05)(06)(09)(10) 

(11)(12)(13)(14) 

 

ガラス・土石製品（１社） 

日本板硝子株式会社(13)(14)(15) 

 

鉄鋼（2 社） 

株式会社神戸製鋼所(06)(07)(16)(17) 

虹技株式会社 

 

非鉄金属（4 社） 

日本軽金属ホールディングス株式会社 

(14)(16) 

株式会社フジクラ(02)(03)(13)(17) 

昭和電線ホールディングス株式会社(16) 

タツタ電線株式会社(14)(16)(17) 

 

金属製品（1 社） 

東洋シヤッター株式会社(03)(04)(05)(07)(16) 

 

機械（14 社） 
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フリュー株式会社 

オイレス工業株式会社 

日本エアーテック株式会社(16) 

住友重機械工業株式会社 (04)(05)(06) 

(07)(08)(09)(10)(11)(12)(14)(15) 

井関農機株式会社 

株式会社荏原製作所(04)(05) 

株式会社酉島製作所(06)(07)(08) 

ダイキン工業株式会社(05)(06)(16)(17) 

大同工業株式会社 

フジテック株式会社(04)(10)(11) 

日本精工株式会社(03)(07)(08)(12)(13)(14) 

(15)(16)(17) 

株式会社キッツ(03)(04)(05)(06)(07)(08)(09) 

(11)(15)(17) 

三菱重工業株式会社(04)(05)(06)(08)(09)(10) 

(12)(13)(14)(15)(16)(17) 

株式会社ＩＨＩ(03)(04)(05)(06)(07)(11) 

 

電気機器（18 社） 

イビデン株式会社(04)(07)(15)(16) 

コニカミノルタ株式会社(02)(03)(04)(05)(06) 

(07)(08)(09)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) 

株式会社日立製作所(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) 

株式会社明電舎 

日本電産株式会社(03)(05)(06)(07)(08)(09) 

(10)(11) 

株式会社ＪＶＣケンウッド 

オムロン株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07) 

(08)(09)(10)(12)(13)(14)(15)(16)(17) 

ソニー株式会社(04)(05)(06)(07)(08)(09)(10) 

(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) 

アルプスアルパイン株式会社(13)(14)(15)(16) 

本多通信工業株式会社 

横河電機株式会社(04)(05)(06)(07)(08)(09) 

(11)(12)(13)(14)(15)(17) 

日本光電工業株式会社(17) 

株式会社アドバンテスト(06)(07)(08)(09)(10) 

(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) 

株式会社エノモト 

ローム株式会社(02)(04)(05)(06)(07)(08)(09) 

(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) 

北陸電気工業株式会社 

株式会社小糸製作所(07)(09)(15)(16)(17) 

東京エレクトロン株式会社(02)(04)(05)(06)(08) 

(09)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) 

 

輸送用機器（5 社） 

川崎重工業株式会社(04)(05)(16)(17) 

株式会社エフテック 

曙ブレーキ工業株式会社(03)(04)(06)(07) 

(08)(11)(13)(17) 

愛三工業株式会社(05) 

株式会社ヨロズ(04)(05)(07)(15)(16)(17) 

 

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)(15)(16)(17) 

リズム時計工業株式会社(02)(04)(05) 

 

その他製品（5 社） 

ニホンフラッシュ株式会社 

トッパン・フォームズ株式会社(14) 

凸版印刷株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07) 

(08)(09)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) 

コクヨ株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07) 

ナカバヤシ株式会社(08)(09)(10)(11)(17) 

 

陸運業（5 社） 

富士急行株式会社(04) 

株式会社サカイ引越センター 

京阪ホールディングス株式会社(07) 

日本通運株式会社 

ヤマトホールディングス株式会社(03)(04)(05) 

(06)(08)(09)(10)(11)(13) 

 

空運業（1 社） 

ＡＮＡホールディングス株式会社(05)(06) 

(07)(08)(17) 

 

倉庫・運輸関連業（2 社） 

株式会社宇徳(02)(03)(04)(05)(13) 

内外トランスライン株式会社 

 

情報・通信業（13 社） 

株式会社ティーガイア 

日本アジアグループ株式会社 

株式会社オークネット 

ＡＯＩＴＹＯＨｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 

株式会社野村総合研究所(04)(05)(06)(07) 

(12)(13)(14)(15)(16)(17) 

インフォコム株式会社 

株式会社ＥＭシステムズ(17) 

株式会社インテリジェントウェイブ 

株式会社アルゴグラフィックス(05)(10)(15)(17) 

株式会社スマートバリュー 

日本システムウエア株式会社 
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株式会社ＴＫＣ 

ＪＢＣＣホールディングス株式会社(02)(04)(05) 

(06)(07)(12)(13)(15) 

 

卸売業（13 社） 

ＯＣＨＩホールディングス株式会社(14) 

三洋貿易株式会社 

株式会社コメダホールディングス 

阪和興業株式会社(04)(05)(06)(07)(08)(09) 

(11)(14)(16)(17) 

東邦ホールディングス株式会社(04)(07)(16) 

株式会社サンゲツ(04)(05)(15)(16)(17) 

シナネンホールディングス株式会社(02) 

株式会社トーホー(07)(13)(14)(17) 

株式会社モスフードサービス(16)(17) 

株式会社立花エレテック(05)(06)(08)(09)(16) 

(17) 

ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会

社 

泉州電業株式会社(17) 

因幡電機産業株式会社(04)(05) 

 

小売業（16 社） 

株式会社ローソン(09)(11)(12)(13)(14)(15)(17) 

株式会社エディオン(04)(17) 

株式会社ひらまつ(16)(17) 

株式会社ビックカメラ(17) 

Ｊ．フロントリテイリング株式会社(09)(15)(16) 

(17) 

株式会社マツモトキヨシホールディングス 

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディ

ングス株式会社 

日本調剤株式会社(17) 

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス(07) 

(08)(09)(10)(11)(12)(13) 

アレンザホールディングス株式会社(16) 

ロイヤルホールディングス株式会社 

株式会社高島屋(02)(03)(06)(07)(08)(09)(10) 

(15) 

株式会社松屋 

株式会社アインホールディングス(16) 

愛眼株式会社(12)(17) 

藤久株式会社(14)(15)(16)(17) 

 

銀行業（2 社） 

株式会社めぶきフィナンシャルグループ 

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)(15)(16) 

(17) 

 

証券、商品先物取引業（2 社） 

ＳＢＩホールディングス株式会社(03)(05)(17) 

いちよし証券株式会社(09)(10)(11)(12)(13) 

(14)(15)(16)(17) 

 

その他金融業（2 社） 

アコム株式会社(04)(05)(06)(07)(08)(09) 

日立キャピタル株式会社(02)(03)(04)(05)(07) 

(11)(14)(15) 

 

不動産業（1 社） 

ファースト住建株式会社 

 

サービス業（18 社） 

株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント 

株式会社コシダカホールディングス 

株式会社アルトナー 

ＧＣＡ株式会社 

シミックホールディングス株式会社(16) 

株式会社ぐるなび 

みらかホールディングス株式会社(02)(13)(14) 

株式会社明光ネットワークジャパン 

株式会社ユー・エス・エス(04)(05)(06)(08) 

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 

株式会社ＩＢＪ 

フルテック株式会社 

キュービーネットホールディングス株式会社 

東京テアトル株式会社(03)(04)(05)(06)(07) 

(15) 

株式会社タナベ経営(17) 

株式会社ナガワ 

株式会社乃村工藝社(05)(06)(17) 

株式会社トーカイ(14)(15) 

（以上 165 社） 

 

*(02)、(03)、(04)、(05)、(06)、(07)、(08)、(09)、

(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(16)、(17)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、2015 年調査、2016 年調査、2017 年調査

の回答会社であることを表す。 


