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「インターネットＩＲサイトの優秀企業 580 社」の発表について

 

 

大和インベスター・リレーションズ株式会社（社長：上田照章）は、

2009 年 3 月 4日～4月 10 日にわたり、主要な上場企業 2,082 社の 

ＩＲサイトをレビューし、「インターネットＩＲサイトの優秀企業 580

社」として別紙の通り発表しました。 

 

 「インターネットＩＲサイトの優秀企業 580 社」を業種別に見ると、情報・通信業 91 社、

続いてサービス業 63 社、電気機器が 59 社、卸売業 44 社、小売業 32 社となっており、 

情報・通信業、サービス業の上位業種の増加が顕著です。 

また、建設業など従来少なかった業種も増加しており、全般的に大幅にレベルが向上して

います。（別紙 表３参照） 

 今回から東証 33 業種に加え、REIT も採点対象としました。 

 

優秀企業 580 社の選定過程は次の通りです。 

 

① 本年 3月 4日～4月 10 日、主要な上場企業（3月 31 日時点）2,082 社のホームページに

掲載されているＩＲ（投資家向け広報）サイトをレビューした。 

② 各ＩＲサイトを弊社の選考コンテンツ評価に基づいて定量的な採点を行った。 

（100 点満点。大枠の採点表は別紙 表１参照） 

③ 定量的採点による評価で、[40 点以上：一定水準を達成している。40 点未満：ＩＲコン

テンツを基本から再構築が必要]として、580 社（別紙 表２参照）のＩＲサイトが 40

点以上、「一定水準を達成している」と認められた。 

④ 今年初めて優秀企業に選ばれた会社は 169 社（別紙 表６、表９参照）。 

⑤ 9 年連続で優秀企業に選ばれた企業は 28 社（別紙 表８参照）。 

⑥ なお、企業の合併や持株会社の設立などの場合は、連続するとした。また、今回の採点

対象は各企業の日本語サイトとし、英語サイトは考慮していない。 
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[表１：100 点満点、大枠のコンテンツ評価採点表（2009 年）] 

 

トップページ、更新履歴、RSS、サイトマップ 6 点

個人投資家向け 10 点

経営方針、IR の基本方針 12 点

株式・株価・社債情報、今後の IR の予定 15 点

財務データ 7 点

IR ライブラリー 3 点

プレゼンテーション 24 点

サイト使用時の留意点 4 点

電子メールでの質問受付・回答、携帯向け 13 点

ユーザビリティ 6 点

合計 100 点

 

 

大和ＩＲは、資本市場に幅広い専門分野を持つ大和証券グループにあって、上場・未上場 

企業のＩＲ（投資家向け広報）に優れたノウハウを持っており、コーポレート・ストーリーの

構築から各種ＩＲ活動のアドバイザリーまで、クオリティの高いサービスを幅広く提供してい

ます。とりわけ、企業のインターネット・ホームページによるＩＲ分野においては、各方面か

ら高い評価をいただいております。 

今後も大和ＩＲでは、日本最高のＩＲコンサルティングファームを目指し、インターネット

をはじめとした企業の様々なＩＲ活動をサポートしてまいります。  

  

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞  大和インベスター・リレーションズ株式会社  

（事務局） 総務・企画部長  宮下陽一  

（電話 03-5555-4005  E-mail：yoichi.miyashita@daiwair.co.jp） 
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[表２：インターネット IR サイトの優秀企業 580 社（業種は東証３３業種分類とＲＥＩＴ）] 

 

（証券コード順）
コード 会社名 業種 コード 会社名 業種

1332 日本水産株式会社 水産・農林業 2402 株式会社アマナホールディングス サービス業

1334 株式会社マルハニチロホールディングス 水産・農林業 2411 ゲンダイエージェンシー株式会社 サービス業

1605 国際石油開発帝石株式会社 鉱業 2420 株式会社ＣＨＩＮＴＡＩ サービス業

1721 コムシスホールディングス株式会社 建設業 2430 株式会社デジタルスケープ サービス業

1766 東建コーポレーション株式会社 建設業 2432 株式会社ディー・エヌ・エー サービス業

1801 大成建設株式会社 建設業 2459 アウンコンサルティング株式会社 サービス業

1803 清水建設株式会社 建設業 2462 ジェイコム株式会社 サービス業

1835 東鉄工業株式会社 建設業 2471 株式会社エスプール サービス業

1860 戸田建設株式会社 建設業 2483 株式会社翻訳センター サービス業

1878 大東建託株式会社 建設業 2491 バリューコマース株式会社 サービス業

1893 五洋建設株式会社 建設業 2493 イーサポートリンク株式会社 サービス業

1911 住友林業株式会社 建設業 2497 ｎｇｉ　ｇｒｏｕｐ株式会社 サービス業

1925 大和ハウス工業株式会社 建設業 2501 サッポロホールディングス株式会社 食料品

1928 積水ハウス株式会社 建設業 2502 アサヒビール株式会社 食料品

1951 株式会社協和エクシオ 建設業 2503 キリンホールディングス株式会社 食料品

1979 株式会社大気社 建設業 2531 宝ホールディングス株式会社 食料品

1995 株式会社ＡＳ－ＳＺＫｉ 建設業 2533 オエノンホールディングス株式会社 食料品

2120 株式会社ネクスト サービス業 2579 コカ・コーラウエスト株式会社 食料品

2124 株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント サービス業 2590 ダイドードリンコ株式会社 食料品

2131 株式会社アコーディア・ゴルフ サービス業 2651 株式会社ローソン 小売業

2132 株式会社アイレップ サービス業 2657 インターニックス株式会社 卸売業

2134 燦キャピタルマネージメント株式会社 サービス業 2665 三井情報株式会社 情報・通信業

2135 株式会社ＶＳＮ サービス業 2678 アスクル株式会社 小売業

2146 UTホールディングス株式会社 サービス業 2685 株式会社ポイント 小売業

2147 フジスタッフホールディングス株式会社 サービス業 2702 日本マクドナルドホールディングス株式会社 小売業

2159 株式会社フルスピード サービス業 2719 株式会社キタムラ 小売業

2168 株式会社パソナグループ サービス業 2729 株式会社ＪＡＬＵＸ 卸売業

2170 株式会社リンクアンドモチベーション サービス業 2759 株式会社テレウェイヴ 卸売業

2176 株式会社イナリサーチ サービス業 2760 東京エレクトロン　デバイス株式会社 卸売業

2177 株式会社ベンチャーリパブリック サービス業 2767 フィールズ株式会社 卸売業

2178 株式会社トライステージ サービス業 2768 双日株式会社 卸売業

2186 ソーバル株式会社 サービス業 2784 アルフレッサ　ホールディングス株式会社 卸売業

2226 株式会社フレンテ 食料品 2792 株式会社ハニーズ 小売業

2267 株式会社ヤクルト本社 食料品 2801 キッコーマン株式会社 食料品

2300 株式会社きょくとう サービス業 2809 キユーピー株式会社 食料品

2309 シミック株式会社 サービス業 2810 ハウス食品株式会社 食料品

2315 株式会社ＳＪホールディングス 情報・通信業 2811 カゴメ株式会社 食料品

2317 株式会社システムプロ 情報・通信業 2815 アリアケジャパン株式会社 食料品

2321 株式会社ソフトフロント 情報・通信業 2871 株式会社ニチレイ 食料品

2322 ＮＥＣフィールディング株式会社 サービス業 2897 日清食品ホールディングス株式会社 食料品

2331 綜合警備保障株式会社 サービス業 2914 日本たばこ産業株式会社 食料品

2332 株式会社クエスト 情報・通信業 3003 昭栄株式会社 不動産業

2333 株式会社ジー・モード 情報・通信業 3023 ラサ商事株式会社 卸売業

2335 株式会社キューブシステム 情報・通信業 3024 クリエイト株式会社 卸売業

2337 アセット・マネジャーズ・ホールディングス株式会社 サービス業 3031 株式会社ラクーン 卸売業

2341 株式会社アルバイトタイムス サービス業 3034 クオール株式会社 小売業

2349 株式会社エヌアイデイ 情報・通信業 3041 株式会社ビューティ花壇 卸売業

2384 ＳＢＳホールディングス株式会社 陸運業 3043 モジュレ株式会社 卸売業

2396 株式会社パソナテック サービス業 3048 株式会社ビックカメラ 小売業

2399 株式会社綜合臨床ホールディングス サービス業 3050 ＤＣＭ　Ｊａｐａｎホールディングス株式会社 小売業  
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[表２：インターネット IR サイトの優秀企業 580 社（業種は東証３３業種分類とＲＥＩＴ）] 

 

（証券コード順）
コード 会社名 業種 コード 会社名 業種

3062 株式会社アライドハーツ・ホールディングス 小売業 3821 株式会社フラクタリスト 情報・通信業

3077 ホリイフードサービス株式会社 小売業 3823 株式会社アクロディア 情報・通信業

3094 株式会社スーパーバリュー 小売業 3831 株式会社パイプドビッツ 情報・通信業

3097 株式会社物語コーポレーション 小売業 3839 株式会社ＯＤＫソリューションズ 情報・通信業

3101 東洋紡績株式会社 繊維製品 3843 フリービット株式会社 情報・通信業

3105 日清紡ホールディングス株式会社 繊維製品 3844 コムチュア株式会社 情報・通信業

3231 野村不動産ホールディングス株式会社 不動産業 3846 株式会社エイチアイ 情報・通信業

3233 株式会社ファンドクリエーション 不動産業 3858 株式会社ユビキタス 情報・通信業

3236 株式会社プロパスト 不動産業 3859 シナジーマーケティング株式会社 情報・通信業

3237 株式会社イントランス 不動産業 3893 株式会社日本製紙グループ本社 パルプ・紙

3264 株式会社アスコット 不動産業 4004 昭和電工株式会社 化学

3313 ブックオフコーポレーション株式会社 小売業 4023 株式会社クレハ 化学

3335 エー・ディ・エム株式会社 卸売業 4045 東亞合成株式会社 化学

3337 株式会社サークルＫサンクス 小売業 4062 イビデン株式会社 電気機器

3353 株式会社メディカル一光 小売業 4080 株式会社田中化学研究所 化学

3354 チェルト株式会社 卸売業 4114 株式会社日本触媒 化学

3355 クリヤマ株式会社 卸売業 4151 協和発酵キリン株式会社 医薬品

3360 グリーンホスピタルサプライ株式会社 卸売業 4182 三菱ガス化学株式会社 化学

3371 株式会社ソフトクリエイト 卸売業 4183 三井化学株式会社 化学

3377 株式会社アイケイコーポレーション 卸売業 4186 東京応化工業株式会社 化学

3388 明治電機工業株式会社 卸売業 4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 化学

3401 帝人株式会社 繊維製品 4204 積水化学工業株式会社 化学

3402 東レ株式会社 繊維製品 4205 日本ゼオン株式会社 化学

3404 三菱レイヨン株式会社 繊維製品 4208 宇部興産株式会社 化学

3405 株式会社クラレ 繊維製品 4217 日立化成工業株式会社 化学

3407 旭化成株式会社 化学 4235 第一化成株式会社 化学

3426 アトムリビンテック株式会社 金属製品 4282 イーピーエス株式会社 サービス業

3436 株式会社ＳＵＭＣＯ 金属製品 4298 株式会社プロトコーポレーション 情報・通信業

3437 特殊電極株式会社 金属製品 4307 株式会社野村総合研究所 情報・通信業

3591 株式会社ワコールホールディングス 繊維製品 4308 株式会社Ｊストリーム 情報・通信業

3620 株式会社デジタルハーツ 情報・通信業 4309 株式会社エルゴ・ブレインズ サービス業

3624 アクセルマーク株式会社 情報・通信業 4312 サイバネットシステム株式会社 情報・通信業

3633 株式会社paperboy&co. 情報・通信業 4319 ＴＡＣ株式会社 サービス業

3715 株式会社ドワンゴ 情報・通信業 4324 株式会社電通 サービス業

3724 株式会社ベリサーブ 情報・通信業 4329 株式会社ワークスアプリケーションズ 情報・通信業

3735 株式会社日立システムアンドサービス 情報・通信業 4331 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ サービス業

3745 株式会社サミーネットワークス 情報・通信業 4348 インフォコム株式会社 情報・通信業

3749 ＳＢＩベリトランス株式会社 情報・通信業 4350 株式会社メディカルシステムネットワーク 小売業

3764 株式会社アッカ・ネットワークス 情報・通信業 4364 マナック株式会社 化学

3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 情報・通信業 4452 花王株式会社 化学

3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 情報・通信業 4502 武田薬品工業株式会社 医薬品

3774 株式会社インターネットイニシアティブ 情報・通信業 4503 アステラス製薬株式会社 医薬品

3775 株式会社ガイアックス 情報・通信業 4507 塩野義製薬株式会社 医薬品

3776 株式会社ブロードバンドタワー 情報・通信業 4508 田辺三菱製薬株式会社 医薬品

3780 メビックス株式会社 情報・通信業 4519 中外製薬株式会社 医薬品

3788 ＧＭＯホスティング＆セキュリティ株式会社 情報・通信業 4523 エーザイ株式会社 医薬品

3798 ウルシステムズ株式会社 情報・通信業 4536 参天製薬株式会社 医薬品

3799 キーウェアソリューションズ株式会社 情報・通信業 4543 テルモ株式会社 精密機器

3812 株式会社ゲームオン 情報・通信業 4544 みらかホールディングス株式会社 サービス業

3813 ゴメス・コンサルティング株式会社 情報・通信業 4548 生化学工業株式会社 医薬品
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[表２：インターネット IR サイトの優秀企業 580 社（業種は東証３３業種分類とＲＥＩＴ）] 

 

（証券コード順）
コード 会社名 業種 コード 会社名 業種

4555 沢井製薬株式会社 医薬品 5016 新日鉱ホールディングス株式会社 石油・石炭製品

4568 第一三共株式会社 医薬品 5019 出光興産株式会社 石油・石炭製品

4572 カルナバイオサイエンス株式会社 医薬品 5101 横浜ゴム株式会社 ゴム製品

4626 太陽インキ製造株式会社 化学 5105 東洋ゴム工業株式会社 ゴム製品

4656 株式会社サン・ライフ サービス業 5108 株式会社ブリヂストン ゴム製品

4661 株式会社オリエンタルランド サービス業 5185 株式会社フコク ゴム製品

4665 株式会社ダスキン サービス業 5187 クリエートメディック株式会社 ゴム製品

4666 パーク２４株式会社 不動産業 5201 旭硝子株式会社 ガラス・土石製品

4668 株式会社明光ネットワークジャパン サービス業 5202 日本板硝子株式会社 ガラス・土石製品

4689 ヤフー株式会社 情報・通信業 5332 ＴＯＴＯ株式会社 ガラス・土石製品

4696 ワタベウェディング株式会社 サービス業 5401 新日本製鐵株式会社 鉄鋼

4704 トレンドマイクロ株式会社 情報・通信業 5456 朝日工業株式会社 鉄鋼

4716 日本オラクル株式会社 情報・通信業 5486 日立金属株式会社 鉄鋼

4719 株式会社アルファシステムズ 情報・通信業 5701 日本軽金属株式会社 非鉄金属

4723 ラディアホールディングス株式会社 サービス業 5711 三菱マテリアル株式会社 非鉄金属

4732 株式会社ユー・エス・エス サービス業 5714 ＤＯＷＡホールディングス株式会社 非鉄金属

4736 日本ラッド株式会社 情報・通信業 5715 古河機械金属株式会社 非鉄金属

4739 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 情報・通信業 5801 古河電気工業株式会社 非鉄金属

4743 株式会社アイティフォー 情報・通信業 5802 住友電気工業株式会社 非鉄金属

4751 株式会社サイバーエージェント サービス業 5803 株式会社フジクラ 非鉄金属

4755 楽天株式会社 サービス業 5812 日立電線株式会社 非鉄金属

4768 株式会社大塚商会 情報・通信業 5851 リョービ株式会社 非鉄金属

4769 株式会社インフォメーションクリエーティブ 情報・通信業 5929 三和ホールディングス株式会社 金属製品

4775 総合メディカル株式会社 サービス業 5938 株式会社住生活グループ 金属製品

4776 サイボウズ株式会社 情報・通信業 5949 ユニプレス株式会社 輸送用機器

4777 株式会社ガーラ 情報・通信業 5959 岡部株式会社 金属製品

4788 株式会社サイバー・コミュニケーションズ サービス業 5998 株式会社アドバネクス 金属製品

4799 株式会社アグレックス 情報・通信業 6113 株式会社アマダ 機械

4812 株式会社電通国際サービス 情報・通信業 6118 アイダエンジニアリング株式会社 機械

4816 東映アニメーション株式会社 情報・通信業 6146 株式会社ディスコ 機械

4817 株式会社ジュピターテレコム 情報・通信業 6258 平田機工株式会社 機械

4832 ＪＦＥシステムズ株式会社 情報・通信業 6267 ゼネラルパッカー株式会社 機械

4833 株式会社ぱど サービス業 6268 ナブテスコ株式会社 機械

4841 ダブルクリック株式会社 サービス業 6269 三井海洋開発株式会社 機械

4842 株式会社ＵＳＥＮ 情報・通信業 6287 株式会社サトー 機械

4847 株式会社インテリジェント　ウェイブ 情報・通信業 6301 株式会社小松製作所 機械

4848 株式会社フルキャストホールディングス サービス業 6332 月島機械株式会社 機械

4901 富士フイルムホールディングス株式会社 化学 6349 株式会社小森コーポレーション 機械

4902 コニカミノルタホールディングス株式会社 電気機器 6366 千代田化工建設株式会社 建設業

4911 株式会社資生堂 化学 6367 ダイキン工業株式会社 機械

4912 ライオン株式会社 化学 6370 栗田工業株式会社 機械

4916 株式会社ノエビア 化学 6371 株式会社椿本チエイン 機械

4921 株式会社ファンケル 化学 6376 日機装株式会社 精密機器

4951 エステー株式会社 化学 6413 理想科学工業株式会社 機械

4967 小林製薬株式会社 化学 6432 株式会社竹内製作所 機械

4971 メック株式会社 化学 6448 ブラザー工業株式会社 電気機器

4973 日本高純度化学株式会社 化学 6457 グローリー株式会社 機械

5001 新日本石油株式会社 石油・石炭製品 6460 セガサミーホールディングス株式会社 機械

5002 昭和シェル石油株式会社 石油・石炭製品 6467 株式会社ニチダイ 機械

5007 コスモ石油株式会社 石油・石炭製品 6479 ミネベア株式会社 電気機器  
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[表２：インターネット IR サイトの優秀企業 580 社（業種は東証３３業種分類とＲＥＩＴ）] 

 

（証券コード順）
コード 会社名 業種 コード 会社名 業種

6481 ＴＨＫ株式会社 機械 6952 カシオ計算機株式会社 電気機器

6501 株式会社日立製作所 電気機器 6971 京セラ株式会社 電気機器

6502 株式会社東芝 電気機器 6986 双葉電子工業株式会社 電気機器

6503 三菱電機株式会社 電気機器 6988 日東電工株式会社 化学

6504 富士電機ホールディングス株式会社 電気機器 6991 パナソニック電工株式会社 電気機器

6586 株式会社マキタ 機械 7003 三井造船株式会社 輸送用機器

6588 東芝テック株式会社 電気機器 7011 三菱重工業株式会社 機械

6590 芝浦メカトロニクス株式会社 電気機器 7012 川崎重工業株式会社 輸送用機器

6592 マブチモーター株式会社 電気機器 7201 日産自動車株式会社 輸送用機器

6594 日本電産株式会社 電気機器 7202 いすゞ自動車株式会社 輸送用機器

6638 株式会社ミマキエンジニアリング 電気機器 7203 トヨタ自動車株式会社 輸送用機器

6640 第一精工株式会社 電気機器 7211 三菱自動車株式会社 輸送用機器

6645 オムロン株式会社 電気機器 7213 レシップ株式会社 輸送用機器

6659 株式会社メディアグローバルリンクス 電気機器 7224 新明和工業株式会社 輸送用機器

6660 株式会社インネクスト 電気機器 7243 シロキ工業株式会社 輸送用機器

6663 太洋工業株式会社 電気機器 7259 アイシン精機株式会社 輸送用機器

6665 エルピーダメモリ株式会社 電気機器 7261 マツダ株式会社 輸送用機器

6669 シーシーエス株式会社 電気機器 7262 ダイハツ工業株式会社 輸送用機器

6677 株式会社エスケーエレクトロニクス 電気機器 7267 本田技研工業株式会社 輸送用機器

6679 サイレックス・テクノロジー株式会社 電気機器 7270 富士重工業株式会社 輸送用機器

6701 日本電気株式会社 電気機器 7272 ヤマハ発動機株式会社 輸送用機器

6702 富士通株式会社 電気機器 7433 伯東株式会社 卸売業

6703 沖電気工業株式会社 電気機器 7452 株式会社マツヤ 小売業

6723 ＮＥＣエレクトロニクス株式会社 電気機器 7455 株式会社三城ホールディングス 小売業

6724 セイコーエプソン株式会社 電気機器 7537 丸文株式会社 卸売業

6728 株式会社アルバック 電気機器 7554 株式会社幸楽苑 小売業

6730 株式会社アクセル 電気機器 7558 株式会社トーメンエレクトロニクス 卸売業

6752 パナソニック株式会社 電気機器 7574 共信テクノソニック株式会社 卸売業

6753 シャープ株式会社 電気機器 7575 日本ライフライン株式会社 卸売業

6754 アンリツ株式会社 電気機器 7600 株式会社日本エム・ディ・エム 卸売業

6758 ソニー株式会社 電気機器 7606 株式会社ユナイテッドアローズ 小売業

6762 ＴＤＫ株式会社 電気機器 7618 株式会社ピーシーデポコーポレーション 小売業

6764 三洋電機株式会社 電気機器 7637 白銅株式会社 卸売業

6768 株式会社タムラ製作所 電気機器 7725 株式会社インターアクション 精密機器

6773 パイオニア株式会社 電気機器 7731 株式会社ニコン 精密機器

6789 ローランド　ディー．ジー．株式会社 電気機器 7732 株式会社トプコン 精密機器

6800 株式会社ヨコオ 電気機器 7733 オリンパス株式会社 精密機器

6809 ＴＯＡ株式会社 電気機器 7735 大日本スクリーン製造株式会社 電気機器

6810 日立マクセル株式会社 電気機器 7741 ＨＯＹＡ株式会社 精密機器

6841 横河電機株式会社 電気機器 7745 株式会社エー・アンド・デイ 精密機器

6845 株式会社山武 電気機器 7752 株式会社リコー 電気機器

6849 日本光電工業株式会社 電気機器 7757 日本電産サンキョー株式会社 電気機器

6856 株式会社堀場製作所 電気機器 7760 ＩＭＶ株式会社 精密機器

6859 エスペック株式会社 電気機器 7762 シチズンホールディングス株式会社 精密機器

6866 日置電機株式会社 電気機器 7774 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 精密機器

6869 シスメックス株式会社 電気機器 7823 株式会社アートネイチャー その他製品

6871 株式会社日本マイクロニクス 電気機器 7825 ＳＲＩスポーツ株式会社 その他製品

6902 株式会社デンソー 輸送用機器 7832 株式会社バンダイナムコホールディングス その他製品

6914 オプテックス株式会社 電気機器 7835 株式会社ウィズ その他製品

6925 ウシオ電機株式会社 電気機器 7839 株式会社ＳＨＯＥＩ その他製品  
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[表２：インターネット IR サイトの優秀企業 580 社（業種は東証３３業種分類とＲＥＩＴ）] 

 

（証券コード順）
コード 会社名 業種 コード 会社名 業種

7840 フランスベッドホールディングス株式会社 その他製品 8425 興銀リース株式会社 その他金融業

7842 株式会社セガトイズ その他製品 8439 東京センチュリーリース株式会社 その他金融業

7867 株式会社タカラトミー その他製品 8458 大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社 その他金融業

7869 日本フォームサービス株式会社 その他製品 8473 ＳＢＩホールディングス株式会社 その他金融業

7893 株式会社プロネクサス その他製品 8511 日本証券金融株式会社 その他金融業

7909 シーアイ化成株式会社 その他製品 8512 大阪証券金融株式会社 その他金融業

7911 凸版印刷株式会社 その他製品 8515 アイフル株式会社 その他金融業

7915 日本写真印刷株式会社 その他製品 8519 ポケットカード株式会社 その他金融業

7921 宝印刷株式会社 その他製品 8564 株式会社武富士 その他金融業

7940 ウェーブロックホールディングス株式会社 その他製品 8566 リコーリース株式会社 その他金融業

7942 株式会社ＪＳＰ 化学 8570 イオンクレジットサービス株式会社 その他金融業

7951 ヤマハ株式会社 その他製品 8572 アコム株式会社 その他金融業

7954 株式会社EMCOMホールディングス 不動産業 8574 プロミス株式会社 その他金融業

7966 リンテック株式会社 その他製品 8586 日立キャピタル株式会社 その他金融業

8001 伊藤忠商事株式会社 卸売業 8591 オリックス株式会社 その他金融業

8002 丸紅株式会社 卸売業 8593 三菱ＵＦＪリース株式会社 その他金融業

8008 株式会社Ｆ＆Ａアクアホールディングス 卸売業 8601 株式会社大和証券グループ本社 証券・商品先物取引業

8015 豊田通商株式会社 卸売業 8604 野村ホールディングス株式会社 証券・商品先物取引業

8023 大興電子通信株式会社 卸売業 8606 新光証券株式会社 証券・商品先物取引業

8028 株式会社ファミリーマート 小売業 8609 株式会社岡三証券グループ 証券・商品先物取引業

8031 三井物産株式会社 卸売業 8628 松井証券株式会社 証券・商品先物取引業

8035 東京エレクトロン株式会社 電気機器 8698 マネックスグループ株式会社 証券・商品先物取引業

8036 株式会社日立ハイテクノロジーズ 卸売業 8703 カブドットコム証券株式会社 証券・商品先物取引業

8051 株式会社山善 卸売業 8704 トレイダーズホールディングス株式会社 証券・商品先物取引業

8053 住友商事株式会社 卸売業 8708 藍澤證券株式会社 証券・商品先物取引業

8056 日本ユニシス株式会社 情報・通信業 8711 ＦＸプライム株式会社 証券・商品先物取引業

8058 三菱商事株式会社 卸売業 8725 三井住友海上グループホールディングス株式会社 保険業

8060 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 卸売業 8728 株式会社マネースクウェア・ジャパン 証券・商品先物取引業

8130 株式会社サンゲツ 卸売業 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 保険業

8133 伊藤忠エネクス株式会社 卸売業 8732 株式会社マネーパートナーズグループ 証券・商品先物取引業

8153 株式会社モスフードサービス 卸売業 8734 アストマックス株式会社 証券・商品先物取引業

8179 ロイヤルホールディングス株式会社 小売業 8738 ひまわりホールディングス株式会社 証券・商品先物取引業

8200 株式会社リンガーハット 小売業 8754 日本興亜損害保険株式会社 保険業

8203 株式会社ＭｒＭａｘ 小売業 8755 株式会社損害保険ジャパン 保険業

8214 株式会社ＡＯＫＩホールディングス 小売業 8766 東京海上ホールディングス株式会社 保険業

8219 青山商事株式会社 小売業 8793 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 その他金融業

8251 株式会社パルコ 小売業 8795 株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス 保険業

8253 株式会社クレディセゾン その他金融業 8801 三井不動産株式会社 不動産業

8303 株式会社新生銀行 銀行業 8815 東急不動産株式会社 不動産業

8304 株式会社あおぞら銀行 銀行業 8844 株式会社コスモスイニシア 不動産業

8306 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 8848 株式会社レオパレス２１ 不動産業

8308 株式会社りそなホールディングス 銀行業 8875 株式会社東栄住宅 不動産業

8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 8877 日本エスリード株式会社 不動産業

8331 株式会社千葉銀行 銀行業 8879 東急リバブル株式会社 不動産業

8345 株式会社岩手銀行 銀行業 8889 株式会社アパマンショップホールディングス 不動産業

8363 株式会社北國銀行 銀行業 8892 株式会社日本エスコン 不動産業

8403 住友信託銀行株式会社 銀行業 8897 株式会社タカラレーベン 不動産業

8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 銀行業 8907 株式会社フージャースコーポレーション 不動産業

8423 株式会社フィデック その他金融業 8923 トーセイ株式会社 不動産業

8424 芙蓉総合リース株式会社 その他金融業 8933 ＮＴＴ都市開発株式会社 不動産業  
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[表２：インターネット IR サイトの優秀企業 580 社（業種は東証３３業種分類とＲＥＩＴ）] 

 

（証券コード順）
コード 会社名 業種 コード 会社名 業種

8934 サンフロンティア不動産株式会社 不動産業 9609 株式会社ベンチャー・リンク サービス業

8940 株式会社インテリックス 不動産業 9613 株式会社ＮＴＴデータ 情報・通信業

8946 株式会社陽光都市開発 不動産業 9619 株式会社イチネンホールディングス サービス業

8953 日本リテールファンド投資法人 REIT 9623 キヤノンソフトウェア株式会社 情報・通信業

8954 オリックス不動産投資法人 REIT 9638 情報技術開発株式会社 情報・通信業

8957 東急リアル・エステート投資法人 REIT 9681 株式会社東京ドーム サービス業

8962 日本レジデンシャル投資法人 REIT 9694 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 情報・通信業

8993 株式会社アトリウム 不動産業 9697 株式会社カプコン 情報・通信業

9008 京王電鉄株式会社 陸運業 9716 株式会社乃村工藝社 サービス業

9020 東日本旅客鉄道株式会社 陸運業 9719 住商情報システム株式会社 情報・通信業

9061 富士物流株式会社 陸運業 9735 セコム株式会社 サービス業

9064 ヤマトホールディングス株式会社 陸運業 9737 株式会社ＣＳＫホールディングス 情報・通信業

9086 株式会社日立物流 陸運業 9741 株式会社日立情報システムズ 情報・通信業

9101 日本郵船株式会社 海運業 9742 株式会社アイネス 情報・通信業

9104 株式会社商船三井 海運業 9744 株式会社メイテック サービス業

9107 川崎汽船株式会社 海運業 9747 株式会社アサツー　ディ・ケイ サービス業

9202 全日本空輸株式会社 空運業 9749 富士ソフト株式会社 情報・通信業

9205 株式会社日本航空 空運業 9759 株式会社日本システムディベロップメント 情報・通信業

9370 郵船航空サービス株式会社 倉庫・運輸関連業 9766 コナミ株式会社 情報・通信業

9375 株式会社近鉄エクスプレス 倉庫・運輸関連業 9783 株式会社ベネッセコーポレーション サービス業

9379 三洋電機ロジスティクス株式会社 倉庫・運輸関連業 9815 カテナ株式会社 卸売業

9382 株式会社バンテック 倉庫・運輸関連業 9832 株式会社オートバックスセブン 卸売業

9412 株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス 情報・通信業 9861 株式会社吉野家ホールディングス 小売業

9421 株式会社ネプロジャパン 情報・通信業 9865 日商エレクトロニクス株式会社 情報・通信業

9427 イー・アクセス株式会社 情報・通信業 9880 イノテック株式会社 卸売業

9430 ＮＥＣモバイリング株式会社 情報・通信業 9922 日立機材株式会社 金属製品

9432 日本電信電話株式会社 情報・通信業 9983 株式会社ファーストリテイリング 小売業

9433 ＫＤＤＩ株式会社 情報・通信業 9984 ソフトバンク株式会社 情報・通信業

9435 株式会社光通信 情報・通信業 9987 株式会社スズケン 卸売業

9436 沖縄セルラー電話株式会社 情報・通信業 9997 株式会社ベルーナ 小売業

9437 株式会社ＮＴＴドコモ 情報・通信業

9438 株式会社エムティーアイ 情報・通信業

9441 株式会社ベルパーク 情報・通信業

9448 株式会社インボイス 情報・通信業

9449 ＧＭＯインターネット株式会社 情報・通信業

9474 株式会社ゼンリン 情報・通信業

9501 東京電力株式会社 電気・ガス業

9502 中部電力株式会社 電気・ガス業

9503 関西電力株式会社 電気・ガス業

9504 中国電力株式会社 電気・ガス業

9506 東北電力株式会社 電気・ガス業

9507 四国電力株式会社 電気・ガス業

9508 九州電力株式会社 電気・ガス業

9509 北海道電力株式会社 電気・ガス業

9513 電源開発株式会社 電気・ガス業

9531 東京ガス株式会社 電気・ガス業

9532 大阪ガス株式会社 電気・ガス業

9533 東邦ガス株式会社 電気・ガス業

9543 静岡ガス株式会社 電気・ガス業

9600 株式会社アイネット 情報・通信業  
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[表３：業種別に見たインターネットＩＲサイト優秀企業 2009] 

 

1 → 情報・通信　　 91 (＋33) 58 (＋18) 40 (＋3) 37 (＋14) 23 (－9) 32 (＋25) 7 (＋2) 5 (＋4) 1
2 ↑ サービス業　　 63 (＋17) 46 (＋20) 26 (＋4) 22 (＋3) 19 (＋7) 12 (－23) 35 (＋16) 19 (＋15) 4
3 ↓ 電気機器　 59 (＋10) 49 (＋11) 38 (＋1) 37 (＋7) 30 (＋5) 25 (－5) 30 (＋3) 27 (＋15) 12
4 → 卸売業　　 44 (＋13) 31 (＋5) 26 (＋1) 25 (＋8) 17 (±0) 17 (＋4) 13 (－1) 14 (＋9) 5
5 ↑ 小売業　　 32 (＋14) 18 (＋6) 12 (－1) 13 (＋3) 10 (＋4) 6 (±0) 6 (＋2) 4 (＋4) －
6 ↑ 化学　　 31 (＋13) 18 (＋6) 12 (＋5) 7 (－1) 8 (－6) 14 (＋6) 8 (＋2) 6 (＋5) 1
7 ↓ 不動産業　 25 (＋2) 23 (＋14) 9 (＋2) 7 (＋4) 3 (－1) 4 (－1) 5 (＋4) 1 (＋1) －
8 ↑ 機械　　 22 (＋7) 15 (＋6) 9 (＋1) 8 (＋1) 7 (＋1) 6 (－1) 7 (＋1) 6 (＋1) 5
9 ↓ その他金融業　　 19 (＋4) 15 (＋2) 13 (＋2) 11 (＋4) 7 (－1) 8 (±0) 8 (＋3) 5 (＋2) 3
10 ↓ 輸送用機器　　 17 (＋5) 12 (±0) 12 (－1) 13 (＋1) 12 (＋2) 10 (＋1) 9 (＋1) 8 (＋7) 1
10 ↓ 食料品　 17 (＋7) 10 (＋4) 6 (±0) 6 (＋1) 5 (±0) 5 (－1) 6 (＋3) 3 (±0) 3
12 ↑ その他製品　　 16 (＋8) 8 (＋1) 7 (＋3) 4 (＋1) 3 (＋1) 2 (－4) 6 (＋1) 5 (＋3) 2
13 ↓ 建設業　 15 (＋9) 6 (＋1) 5 (＋1) 4 (＋1) 3 (＋1) 2 (－1) 3 (＋2) 1 (＋1) －
13 ↑ 証券・商品先物取引業 15 (＋5) 10 (＋1) 9 (＋2) 7 (＋4) 3 (－3) 6 (＋1) 5 (－1) 6 (＋4) 2
15 → 電気・ガス業　　 13 (＋1) 12 (＋2) 10 (±0) 10 (＋2) 8 (＋1) 7 (－1) 8 (＋4) 4 (＋3) 1
16 ↓ 医薬品　 12 (＋3) 9 (＋1) 8 (＋4) 4 (－1) 5 (－1) 6 (＋3) 3 (＋2) 1 (＋1) －
17 ↑ 精密機器　　 11 (＋2) 9 (＋3) 6 (＋2) 4 (＋1) 3 (±0) 3 (＋1) 2 (－1) 3 (＋3) －
18 ↓ 銀行業　 10 (＋3) 7 (－3) 10 (＋1) 9 (＋1) 8 (＋2) 6 (－3) 9 (＋2) 7 (＋6) 1
19 → 非鉄金属　　 9 (＋1) 8 (＋5) 3 (＋2) 1 (＋1) － (－) － (－1) 1 (±0) 1 (＋1) －
20 ↓ 金属製品　 8 (＋4) 4 (＋1) 3 (＋1) 2 (＋2) － (－) － (－) － (－) － (－) －
21 ↑ 繊維製品　　 6 (＋1) 5 (－1) 6 (＋3) 3 (±0) 3 (＋1) 2 (±0) 2 (±0) 2 (＋2) －
21 → 保険業　　 6 (＋2) 4 (±0) 4 (±0) 4 (±0) 4 (±0) 4 (±0) 4 (±0) 4 (＋2) 2
21 ↓ 陸運業　　 6 (＋3) 3 (＋1) 2 (±0) 2 (＋1) 1 (±0) 1 (±0) 1 (＋1) － (－) －
24 ↑ 石油・石炭製品　 5 (＋1) 4 (＋2) 2 (±0) 2 (－1) 3 (＋1) 2 (±0) 2 (＋1) 1 (＋1) －
24 ↓ ゴム製品　　 5 (＋2) 3 (±0) 3 (＋2) 1 (＋1) － (－) － (－) － (－) － (－) －
26 ↑ 倉庫・運輸関連業 4 (＋2) 2 (±0) 2 (±0) 2 (＋1) 1 (±0) 1 (＋1) － (－) － (－) －
26 ↓ REIT 4 (＋4) － (－) － (－) － (－) － (－) － (－) － (－) － (－) －
28 ↓ 海運業　　 3 (±0) 3 (±0) 3 (＋1) 2 (±0) 2 (±0) 2 (＋2) － (－1) 1 (＋1) －
28 ↓ ガラス・土石製品　　 3 (±0) 3 (±0) 3 (±0) 3 (＋2) 1 (±0) 1 (±0) 1 (＋1) － (－) －
28 ↓ 鉄鋼　　 3 (＋1) 2 (±0) 2 (±0) 2 (±0) 2 (±0) 2 (＋2) － (－) － (－) －
31 ↓ 水産・農林業　 2 (±0) 2 (＋1) 1 (±0) 1 (±0) 1 (－) － (－) － (－) － (－) －
31 ↓ 空運業　　 2 (±0) 2 (±0) 2 (＋1) 1 (±0) 1 (－1) 2 (±0) 2 (＋1) 1 (＋1) －
33 → パルプ・紙　 1 (±0) 1 -1 2 (＋1) 1 (±0) 1 (±0) 1 (＋1) － (－) － (－) －
33 鉱業　　 1 (＋1) － (－) － (－) － (－1) 1 (±0) 1 (±0) 1 (＋1) － (－) －

総計 43

2002年
1月末社数

580 402 296 255 195 190 184 135

2006年
3月末社数

2005年
3月末社数

2004年
3月末社数

2003年
3月末社数

2001年
2月末社数

昨年比
（順位）

今回社数
2009年4月

2008年
4月末社数

2007年
4月末社数

Ｎｏ. 業種名

 

 

[表４：IR サイト優秀企業 580 社点数別分布] 

 

点数 社数
90～ 0
80～ 8
70～ 17
60～ 58
50～ 182
45～ 176
40～ 139
合計 580  
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[表５：業種別ベスト３企業（業種は東証３３業種分類とＲＥＩＴ）] 

(証券コード順)　

1332 日本水産株式会社

1334 株式会社マルハニチロホールディングス

鉱業 1605 国際石油開発帝石株式会社（＊）

1911 住友林業株式会社（＊）

1951 株式会社協和エクシオ

6366 千代田化工建設株式会社

2502 アサヒビール株式会社

2579 コカ・コーラウエスト株式会社

2590 ダイドードリンコ株式会社

2809 キユーピー株式会社

3105 日清紡ホールディングス株式会社

3401 帝人株式会社

3402 東レ株式会社

パルプ・紙 3893 株式会社日本製紙グループ本社

3407 旭化成株式会社

4204 積水化学工業株式会社

4901 富士フイルムホールディングス株式会社

4503 アステラス製薬株式会社

4523 エーザイ株式会社

4568 第一三共株式会社

5001 新日本石油株式会社

5007 コスモ石油株式会社

5016 新日鉱ホールディングス株式会社

5101 横浜ゴム株式会社

5108 株式会社ブリヂストン

5185 株式会社フコク（＊）

5201 旭硝子株式会社

5202 日本板硝子株式会社

5332 ＴＯＴＯ株式会社

5401 新日本製鐵株式会社（＊）

5456 朝日工業株式会社（＊）

5486 日立金属株式会社

5701 日本軽金属株式会社

5801 古河電気工業株式会社

5803 株式会社フジクラ（＊）

5812 日立電線株式会社

5929 三和ホールディングス株式会社

5938 株式会社住生活グループ

5998 株式会社アドバネクス

6146 株式会社ディスコ

6268 ナブテスコ株式会社

6460 セガサミーホールディングス株式会社

6479 ミネベア株式会社

6502 株式会社東芝

6762 ＴＤＫ株式会社

7201 日産自動車株式会社

7261 マツダ株式会社

7270 富士重工業株式会社

業種名 コード 会社名

ガラス・土石製品

金属製品

機械

水産・農林業

建設業

繊維製品

ゴム製品

鉄鋼

非鉄金属

電気機器

輸送用機器

食料品

化学

医薬品

石油・石炭製品

 

 

注 1） 各業種トップ 3（40 点以上）を掲載。業種によっては、社数が 3に達しない場合もあります。 

注 2） （*）は今回初の優秀企業選定企業です。 
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[表５：業種別ベスト３企業（業種は東証３３業種分類とＲＥＩＴ）] 

(証券コード順)　

7731 株式会社ニコン

7732 株式会社トプコン

7774 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング

7825 ＳＲＩスポーツ株式会社
7832 株式会社バンダイナムコホールディングス
7966 リンテック株式会社

3041 株式会社ビューティ花壇（＊）
8001 伊藤忠商事株式会社
8031 三井物産株式会社

7618 株式会社ピーシーデポコーポレーション（＊）
8028 株式会社ファミリーマート
9983 株式会社ファーストリテイリング

8306 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
8403 住友信託銀行株式会社
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ

8570 イオンクレジットサービス株式会社

8572 アコム株式会社

8574 プロミス株式会社

8601 株式会社大和証券グループ本社

8604 野村ホールディングス株式会社
8698 マネックスグループ株式会社

8725 三井住友海上グループホールディングス株式会社
8755 株式会社損害保険ジャパン
8795 株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス

3237 株式会社イントランス
8897 株式会社タカラレーベン（＊）
8933 ＮＴＴ都市開発株式会社

9008 京王電鉄株式会社

9061 富士物流株式会社

9064 ヤマトホールディングス株式会社

9101 日本郵船株式会社

9104 株式会社商船三井

9107 川崎汽船株式会社

9202 全日本空輸株式会社

9205 株式会社日本航空

9370 郵船航空サービス株式会社

9375 株式会社近鉄エクスプレス

9382 株式会社バンテック（＊）

9432 日本電信電話株式会社

9433 ＫＤＤＩ株式会社

9437 株式会社ＮＴＴドコモ

9501 東京電力株式会社

9504 中国電力株式会社

9508 九州電力株式会社

9531 東京ガス株式会社

2322 ＮＥＣフィールディング株式会社

4751 株式会社サイバーエージェント

9783 株式会社ベネッセコーポレーション

8953 日本リテールファンド投資法人（＊）

8954 オリックス不動産投資法人（＊）

8962 日本レジデンシャル投資法人（＊）

海運業

倉庫・運輸関連業

電気・ガス業

REIT

情報・通信

サービス業

空運業

証券・商品先物取引業

保険業

不動産業

陸運業

卸売業

小売業

銀行業

その他金融業

コード 会社名

精密機器

その他製品

業種名

 

注 1） 各業種トップ 3（40 点以上）を掲載。業種によっては、社数が 3に達しない場合もあります。 

注 2） （*）は今回初の優秀企業選定企業です。 
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［表６：今回新たに優秀企業となった社数（業種は東証３３業種分類とＲＥＩＴ）］ 

 

NO 業種別 社数
1 情報・通信 34
2 サービス業 21
3 小売業 12
4 卸売業 11
5 電気機器 10
6 建設業 9
7 化学 9
8 機械 9
9 不動産業 7
10 食料品 6
11 その他製品 6
12 金属製品 4
13 その他金融業 4
14 証券・商品先物取引業 4
15 REIT 4
16 ゴム製品 2
17 鉄鋼 2
18 非鉄金属 2
19 輸送用機器 2
20 陸運業 2
21 倉庫・運輸業 2
22 鉱業 1
23 繊維製品 1
24 医薬品 1
25 石油・石炭製品 1
26 精密機器 1
27 銀行業 1
28 保険業 1
計 169  

 

 

[表７：昨年優秀企業であったが、今回落選した社数（業種は東証３３業種分類とＲＥＩＴ）] 

 

NO 業種名 社数
1 サービス業 9
2 情報・通信業 6
3 不動産業 6
4 電気機器 3
5 機械 2
6 建設業 1
7 食料品 1
8 化学 1
9 鉄鋼 1
10 非鉄金属 1
11 その他製品 1
12 その他金融 1
13 卸売業 1
計 34  
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[表８：9年連続優秀企業賞の 28 社（業種は東証３３業種分類とＲＥＩＴ）］ 

（証券コード順）
NO 会社名 業種

1 アサヒビール株式会社 食料品

2 ヤフー株式会社 情報・通信業

3 セガサミーホールディングス株式会社 機械

4 ミネベア株式会社 電気機器

5 株式会社日立製作所 電気機器

6 株式会社東芝 電気機器

7 富士電機ホールディングス株式会社 電気機器

8 日本電産株式会社 電気機器

9 日本電気株式会社 電気機器

10 富士通株式会社 電気機器

11 ソニー株式会社 電気機器

12 パイオニア株式会社 電気機器

13 本田技研工業株式会社 輸送用機器

14 丸文株式会社 卸売業

15 株式会社 リコー 電気機器

16 丸紅株式会社 卸売業

17 東京エレクトロン 株式会社 電気機器

18 住友商事株式会社 卸売業

19 三菱商事株式会社 卸売業

20 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 銀行業

21 アイフル株式会社 その他金融業

22 アコム株式会社 その他金融業

23 オリックス株式会社 その他金融業

24 株式会社大和証券グループ本社 証券・商品先物取引業

25 野村ホールディングス株式会社 証券・商品先物取引業

26 株式会社損害保険ジャパン 保険業

27 日本電信電話株式会社 情報・通信業

28 東京ガス株式会社 電気・ガス業  
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［表９：今回初の優秀企業 169 社（業種は東証３３業種分類とＲＥＩＴ）］ 

（証券コード順）
コード 会社名 業種 コード 会社名 業種

1605 国際石油開発帝石株式会社 鉱業 3353 株式会社メディカル一光 小売業

1801 大成建設株式会社 建設業 3354 チェルト株式会社 卸売業

1803 清水建設株式会社 建設業 3388 明治電機工業株式会社 卸売業

1835 東鉄工業株式会社 建設業 3426 アトムリビンテック株式会社 金属製品

1860 戸田建設株式会社 建設業 3436 株式会社ＳＵＭＣＯ 金属製品

1893 五洋建設株式会社 建設業 3437 特殊電極株式会社 金属製品

1911 住友林業株式会社 建設業 3620 株式会社デジタルハーツ 情報・通信業

1925 大和ハウス工業株式会社 建設業 3624 アクセルマーク株式会社 情報・通信業

1979 株式会社大気社 建設業 3633 株式会社paperboy&co. 情報・通信業

1995 株式会社ＡＳ－ＳＺＫｉ 建設業 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 情報・通信業

2131 株式会社アコーディア・ゴルフ サービス業 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 情報・通信業

2146 UTホールディングス株式会社 サービス業 3775 株式会社ガイアックス 情報・通信業

2147 フジスタッフホールディングス株式会社 サービス業 3780 メビックス株式会社 情報・通信業

2159 株式会社フルスピード サービス業 3798 ウルシステムズ株式会社 情報・通信業

2176 株式会社イナリサーチ サービス業 3799 キーウェアソリューションズ株式会社 情報・通信業

2177 株式会社ベンチャーリパブリック サービス業 3821 株式会社フラクタリスト 情報・通信業

2178 株式会社トライステージ サービス業 3823 株式会社アクロディア 情報・通信業

2186 ソーバル株式会社 サービス業 3839 株式会社ＯＤＫソリューションズ 情報・通信業

2226 株式会社フレンテ 食料品 3843 フリービット株式会社 情報・通信業

2267 株式会社ヤクルト本社 食料品 3844 コムチュア株式会社 情報・通信業

2300 株式会社きょくとう サービス業 3846 株式会社エイチアイ 情報・通信業

2309 シミック株式会社 サービス業 3859 シナジーマーケティング株式会社 情報・通信業

2315 株式会社ＳＪホールディングス 情報・通信業 4045 東亞合成株式会社 化学

2317 株式会社システムプロ 情報・通信業 4062 イビデン株式会社 電気機器

2321 株式会社ソフトフロント 情報・通信業 4080 株式会社田中化学研究所 化学

2333 株式会社ジー・モード 情報・通信業 4114 株式会社日本触媒 化学

2384 ＳＢＳホールディングス株式会社 陸運業 4182 三菱ガス化学株式会社 化学

2396 株式会社パソナテック サービス業 4298 株式会社プロトコーポレーション 情報・通信業

2399 株式会社綜合臨床ホールディングス サービス業 4308 株式会社Ｊストリーム 情報・通信業

2402 株式会社アマナホールディングス サービス業 4329 株式会社ワークスアプリケーションズ 情報・通信業

2411 ゲンダイエージェンシー株式会社 サービス業 4544 みらかホールディングス株式会社 サービス業

2493 イーサポートリンク株式会社 サービス業 4548 生化学工業株式会社 医薬品

2497 ｎｇｉ　ｇｒｏｕｐ株式会社 サービス業 4626 太陽インキ製造株式会社 化学

2501 サッポロホールディングス株式会社 食料品 4668 株式会社明光ネットワークジャパン サービス業

2533 オエノンホールディングス株式会社 食料品 4719 株式会社アルファシステムズ 情報・通信業

2685 株式会社ポイント 小売業 4736 日本ラッド株式会社 情報・通信業

2767 フィールズ株式会社 卸売業 4743 株式会社アイティフォー 情報・通信業

2784 アルフレッサ　ホールディングス株式会社 卸売業 4776 サイボウズ株式会社 情報・通信業

2810 ハウス食品株式会社 食料品 4799 株式会社アグレックス 情報・通信業

2815 アリアケジャパン株式会社 食料品 4816 東映アニメーション株式会社 情報・通信業

3031 株式会社ラクーン 卸売業 4833 株式会社ぱど サービス業

3034 クオール株式会社 小売業 4916 株式会社ノエビア 化学

3041 株式会社ビューティ花壇 卸売業 4971 メック株式会社 化学

3048 株式会社ビックカメラ 小売業 4973 日本高純度化学株式会社 化学

3050 ＤＣＭ　Ｊａｐａｎホールディングス株式会社 小売業 5002 昭和シェル石油株式会社 石油・石炭製品

3062 株式会社アライドハーツ・ホールディングス 小売業 5105 東洋ゴム工業株式会社 ゴム製品

3101 東洋紡績株式会社 繊維製品 5185 株式会社フコク ゴム製品

3231 野村不動産ホールディングス株式会社 不動産業 5401 新日本製鐵株式会社 鉄鋼

3264 株式会社アスコット 不動産業 5456 朝日工業株式会社 鉄鋼

3313 ブックオフコーポレーション株式会社 小売業 5715 古河機械金属株式会社 非鉄金属  
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［表９：今回初の優秀企業 169 社（業種は東証３３業種分類とＲＥＩＴ）］ 

（証券コード順）
コード 会社名 業種 コード 会社名 業種

5803 株式会社フジクラ 非鉄金属 8946 株式会社陽光都市開発 不動産業

5949 ユニプレス株式会社 輸送用機器 8953 日本リテールファンド投資法人 REIT

6113 株式会社アマダ 機械 8954 オリックス不動産投資法人 REIT

6118 アイダエンジニアリング株式会社 機械 8957 東急リアル・エステート投資法人 REIT

6267 ゼネラルパッカー株式会社 機械 8962 日本レジデンシャル投資法人 REIT

6332 月島機械株式会社 機械 9020 東日本旅客鉄道株式会社 陸運業

6371 株式会社椿本チエイン 機械 9379 三洋電機ロジスティクス株式会社 倉庫・運輸関連業

6413 理想科学工業株式会社 機械 9382 株式会社バンテック 倉庫・運輸関連業

6432 株式会社竹内製作所 機械 9412 株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス 情報・通信業

6457 グローリー株式会社 機械 9600 株式会社アイネット 情報・通信業

6467 株式会社ニチダイ 機械 9681 株式会社東京ドーム サービス業

6590 芝浦メカトロニクス株式会社 電気機器 9694 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 情報・通信業

6660 株式会社インネクスト 電気機器 9747 株式会社アサツー　ディ・ケイ サービス業

6800 株式会社ヨコオ 電気機器 9749 富士ソフト株式会社 情報・通信業

6809 ＴＯＡ株式会社 電気機器 9832 株式会社オートバックスセブン 卸売業

6849 日本光電工業株式会社 電気機器 9861 株式会社吉野家ホールディングス 小売業

6866 日置電機株式会社 電気機器 9865 日商エレクトロニクス株式会社 情報・通信業

6925 ウシオ電機株式会社 電気機器 9922 日立機材株式会社 金属製品

6986 双葉電子工業株式会社 電気機器 9997 株式会社ベルーナ 小売業

6991 パナソニック電工株式会社 電気機器

7213 レシップ株式会社 輸送用機器

7455 株式会社三城ホールディングス 小売業

7618 株式会社ピーシーデポコーポレーション 小売業

7741 ＨＯＹＡ株式会社 精密機器

7839 株式会社ＳＨＯＥＩ その他製品

7867 株式会社タカラトミー その他製品

7869 日本フォームサービス株式会社 その他製品

7909 シーアイ化成株式会社 その他製品

7915 日本写真印刷株式会社 その他製品

7940 ウェーブロックホールディングス株式会社 その他製品

7942 株式会社ＪＳＰ 化学

7954 株式会社EMCOMホールディングス 不動産業

8008 株式会社Ｆ＆Ａアクアホールディングス 卸売業

8051 株式会社山善 卸売業

8130 株式会社サンゲツ 卸売業

8153 株式会社モスフードサービス 卸売業

8214 株式会社ＡＯＫＩホールディングス 小売業

8253 株式会社クレディセゾン その他金融業

8363 株式会社北國銀行 銀行業

8425 興銀リース株式会社 その他金融業

8512 大証金 株式会社 その他金融業

8586 日立キャピタル株式会社 その他金融業

8704 トレイダーズホールディングス株式会社 証券・商品先物取引業

8711 ＦＸプライム株式会社 証券・商品先物取引業

8728 株式会社マネースクウェア・ジャパン 証券・商品先物取引業

8729 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 保険業

8732 株式会社マネーパートナーズグループ 証券・商品先物取引業

8815 東急不動産株式会社 不動産業

8897 株式会社タカラレーベン 不動産業

8907 株式会社フージャースコーポレーション 不動産業  
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