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2022 年 JCGIndex 調査 回答会社 

 

水産・農林業（1 社） 

ホクト 株式会社

(09)(14)(15)(16)(17)(19)(20)(20) 

 

鉱業（1 社） 

石油資源開発 株式会社(04)(17)(19)(20)(20) 

 

建設業（5 社） 

高砂熱学工業 株式会社(06)(08)(16)(19) 

第一カッター興業 株式会社 

戸田建設 株式会社(19) 

大東建託 株式会社

(03)(04)(09)(10)(14)(15)(16)(17)(20)(20) 

ダイダン 株式会社

(04)(05)(06)(08)(11)(16)(17)(19)(20)(20) 

 

食料品（6 社） 

森永乳業 株式会社(20)(20) 

株式会社 Ｊ－オイルミルズ

(06)(14)(19)(20)(20) 

株式会社 やまみ 

明治ホールディングス 株式会社 

伊藤ハム米久ホールディングス 株式会社 

亀田製菓 株式会社(12)(19)(20)(20) 

 

繊維製品（1 社） 

ユニチカ 株式会社(17) 

 

化学(5 社） 

エア・ウォーター 株式会社 

前澤化成工業 株式会社

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

アース製薬 株式会社 

株式会社 ＡＤＥＫＡ(06)(07)(13) 

ユニ・チャーム 株式会社(02) 

花王 株式会社

(04)(05)(06)(07)(08)(09)(10)(11)(12)(13)(14)(1

5)(16)(17)(19)(20)(20) 

株式会社 トクヤマ

(02)(04)(05)(06)(07)(08)(14) 

アグロ カネショウ 株式会社 

 

医薬品（3 社） 

扶桑薬品工業 株式会社(12)(15)(17)(19) 

栄研化学 株式会社(02)(03)(05) 

エーザイ 株式会社

(02)(04)(05)(06)(08)(09)(10)(11)(12)(13)(14)(1

5)(16)(17)(19)(20)(20) 

 

ガラス・土石製品（1 社） 

日本板硝子 株式会社

(13)(14)(15)(19)(20)(20) 

 

鉄鋼（2 社） 

三菱製鋼 株式会社(16)(17) 

日本金属 株式会社 

 

金属製品（2 社） 

アルインコ 株式会社(17)(20)(20) 

東洋製罐グループホールディングス 株式会

社 

 

機械（11 社） 

オルガノ 株式会社 

日本精工 株式会社

(03)(07)(08)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(19) 

荏原(04)(05)(19)(20)(20) 

三菱重工業 株式会社

(04)(05)(06)(08)(09)(10)(12)(13)(14)(15)(16)(1

7)(19)(20)(20) 

フクシマガリレイ 株式会社(07)(11) 

フリュー 株式会社(19) 

オイレス工業 株式会社(19)(20)(20) 

日東工器 株式会社(06) 

パンチ工業 株式会社 

日本エアーテック 株式会社(16)(19) 

株式会社 ＳＡＮＫＹＯ(20)(20) 
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電気機器（17 社） 

株式会社 アドバンテスト

(06)(07)(08)(09)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(1

7)(19)(20)(20) 

オムロン 株式会社

(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08)(09)(10)(12)(13)(1

4)(15)(16)(17)(19)(20)(20) 

東京エレクトロン 株式会社

(02)(04)(05)(06)(08)(09)(11)(12)(13)(14)(15)(1

6)(17)(19)(20)(20) 

株式会社 小糸製作所

(07)(09)(15)(16)(17)(19)(20)(20) 

イビデン 株式会社

(04)(07)(15)(16)(19)(20)(20) 

日本光電(17)(19)(20)(20) 

アルプスアルパイン 株式会社

(13)(14)(15)(16)(19)(20)(20) 

株式会社 東芝

(04)(05)(06)(07)(08)(09)(10)(11)(12)(13)(14) 

ソニーグループ 株式会社

(04)(05)(06)(07)(08)(09)(10)(11)(12)(13)(14)(1

5)(16)(17)(19)(20)(20) 

パナソニック ホールディングス 株式会社

(02)(05) 

ホーチキ 株式会社(02)(04)(05)(07)(20)(20) 

横河電機 株式会社

(04)(05)(06)(07)(08)(09)(11)(12)(13)(14)(15)(1

7)(19) 

太陽誘電 株式会社

(06)(07)(08)(09)(10)(11)(12)(13)(15) 

株式会社 ＪＶＣケンウッド(19)(20)(20) 

岩崎通信機 株式会社(04)(05) 

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)(1

3)(14)(15)(16)(17) 

株式会社 明電舎(19)(20)(20) 

 

輸送用機器（1 社） 

株式会社 アイシン(05)(06) 

精密機器（3 社） 

テルモ 株式会社

(03)(04)(05)(06)(07)(08)(09)(10)(11)(12)(13)(1

4)(15)(16)(17)(19)(20)(20) 

ＨＯＹＡ 株式会社

(02)(03)(04)(05)(07)(12)(13)(15) 

マニー 株式会社(20)(20) 

 

その他製品（4 社） 

中本パックス 株式会社(20)(20) 

凸版印刷 株式会社

(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08)(09)(10)(11)(12)(1

3)(14)(15)(16)(17)(19)(20)(20) 

萩原工業 株式会社 

リンテック 株式会社

(02)(03)(04)(05)(08)(11)(12)(16) 

 

電気・ガス業（1 社） 

関西電力 株式会社(05)(06)(07)(08)(20)(20) 

 

陸運業（2 社） 

ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス 株

式会社（19）(20) 

富士急行 株式会社(04)(19)(20)(20) 

 

海運業（1 社） 

日本郵船 株式会社(04) 

 

倉庫・運輸関連業（3 社） 

株式会社 中央倉庫 

澁澤倉庫 株式会社 

ファイズホールディングス 株式会社 

 

情報・通信業（10 社） 

株式会社 テクノスジャパン 

株式会社 アイティフォー 

株式会社 ティーガイア(19)(20)(20) 

ＧＭＯインターネット 株式会社 

東宝 株式会社(20)(20) 

福井コンピュータホールディングス 株式会社 

ＰＣＩホールディングス 株式会社(20)(20) 

株式会社 ブイキューブ 

株式会社 メディアドゥ(20)(20) 

株式会社 システムリサーチ 
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卸売業（13 社） 

株式会社 山善 

株式会社 カナデン 

リックス 株式会社 

双日 株式会社(06)(07)(08)(09)(11)(14)(15) 

株式会社 立花エレテック

(05)(06)(08)(09)(16)(17)(19)(20)(20) 

株式会社 サンゲツ(04)(05)(15)(16)(17)(19) 

阪和興業 株式会社

(04)(05)(06)(07)(08)(09)(11)(14)(16)(17)(19)(2

0)(20) 

株式会社 シモジマ(06)(09)(12) 

株式会社 オートバックスセブン

(03)(05)(10)(11)(12)(14)(15)(16)(17) 

ダイトロン 株式会社(07)(08)(09) 

泉州電業 株式会社(17)(19)(20)(20) 

国際紙パルプ商事 株式会社 

東テク 株式会社 

 

小売業（15 社） 

アスクル 株式会社(15)(17)(20)(20) 

株式会社 コロワイド(06) 

株式会社 平和堂(04)(05)(12)(13) 

株式会社 エディオン(04)(17)(19)(20)(20) 

株式会社 セブン＆アイ・ホールディングス

(07)(08)(09)(10)(11)(12)(13)(19)(20)(20) 

株式会社 ウイルプラスホールディングス 

株式会社 しまむら(02)(05) 

株式会社 ＺＯＺＯ 

オイシックス・ラ・大地 株式会社 

エイチ・ツー・オー リテイリング 株式会社

(07)(08)(09)(20)(20) 

アクシアル リテイリング 株式会社

(12)(20)(20) 

株式会社 ローソン

(09)(11)(12)(13)(14)(15)(17)(19) 

藤久ホールディングス 株式会社 

クオールホールディングス 株式会社 

アルビス 株式会社 

 

銀行業（2 社） 

株式会社 富山第一銀行 

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)(1

4)(15)(16)(17)(19)(20)(20) 

 

証券、商品先物取引業（5 社） 

松井証券 株式会社(03)(04)(05)(06)(09) 

いちよし証券 株式会社

(09)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(19)(20)(2

0) 

丸三証券 株式会社(20)(20) 

東海東京フィナンシャル・ホールディングス 

株式会社 

岩井コスモホールディングス 株式会社

(07)(08) 

 

保険業（1 社） 

ＳＯＭＰＯホールディングス 株式会社

(13)(14)(20)(20) 

 

その他金融業（2 社） 

株式会社 ネットプロテクションズホールディン

グス 

株式会社 イントラスト 

 

不動産業（4 社） 

フジ住宅 株式会社(20)(20) 

株式会社 グッドコムアセット 

株式会社 ＡＶＡＮＴＩＡ(20)(20) 

株式会社 インテリックス 

 

サービス業（10 社） 

エコナックホールディングス 株式会社 

株式会社 フォーラムエンジニアリング(20)(20) 

株式会社 電通グループ

(04)(05)(07)(08)(09)(10) 

株式会社 ミダックホールディングス 

株式会社 Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 

株式会社 船井総研ホールディングス(06) 

株式会社 エル・ティー・エス 

株式会社 乃村工藝社

(05)(06)(17)(19)(20)(20) 

株式会社 ダイセキ(08)(16)(20)(20) 

株式会社 レアジョブ 

 

（以上 135 社） 
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*(02)、(03)、(04)、(05)、(06)、(07)、(08)、(09)、

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

(17)(19)（20）（21）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、2019 年調査、2020 年調査、

2021 年調査の回答会社であることを表す。 


