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2012 年 JCGIndex 調査 回答会社 

 

水産・農林業（1 社） 

日本水産株式会社(06)(09)(10)(11) 

 

建設業（5 社） 

大成建設株式会社(05)(06)(07)(08)(09) 

(10)(11) 

前田建設工業株式会社(02)(03)(04)(05)(06) 

(07)(08)（09）(11) 

東鉄工業株式会社(04)(05)(06)(07)(08)(09) 

(10)(11) 

大和ハウス工業株式会社(05)(06)(07)(08)(09) 

(10)(11) 

積水ハウス株式会社(05)(06)(07)(08)(09)(11) 

 

食料品（7 社） 

鳥越製粉株式会社 

株式会社不二家 

キリンホールディングス株式会社 

味の素株式会社(03)(04)(05) (07)(08) 

株式会社ニチレイ(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

(09) 

株式会社なとり(03)(04)(09)(10)(11) 

******** 

 

繊維製品（3 社） 

イチカワ株式会社 

芦森工業株式会社 

株式会社ゴールドウイン 

 

パルプ・紙（1 社） 

三菱製紙株式会社 

 

化学(7 社） 

旭化成株式会社(05)(06)(07)(08)(09)(10)(11) 

日本化学工業株式会社 

宇部興産株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07) 

(08)(09)(11) 

旭有機材工業株式会社(05)(07) 

花王株式会社(04)(05)(06)(07)(08)(09)(10)(11) 

三洋化成工業株式会社(04)(05)(06)(07)(08) 

(09) 

株式会社資生堂(02)(04)(05)(06)(07)(08)(09) 

(11) 

 

医薬品（4 社） 

エーザイ株式会社(02)(04)(05)(06)(08)(09)(10) 

(11) 

扶桑薬品工業株式会社 

株式会社ツムラ(05)(06)(07)(08)(09)(10)(11) 

生化学工業株式会社(06)(07)(10)(11) 

 

石油・石炭製品（1 社） 

コスモ石油株式会社(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

(09)(10)(11) 

 

ゴム製品（2 社） 

東洋ゴム工業株式会社(07) 

バンドー化学株式会社(03)(05)(06)(09)(10) 

(11) 

 

鉄鋼（1 社） 

東京鐵鋼株式会社 

 

非鉄金属（2 社） 

日本軽金属株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07) 

(09) 
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株式会社大紀アルミニウム工業所(07) 

 

ガラス・土石製品（1 社） 

株式会社ニッカトー(08)(09) 

 

金属製品（1 社） 

中国工業株式会社(04)(10) 

 

機械（12 社） 

アイダエンジニアリング株式会社(07) 

豊和工業株式会社(03)(04)(05)(11) 

ホソカワミクロン株式会社(11) 

株式会社小松製作所(07)(09)(10) 

住友重機械工業株式会社(04)(05)(06) 

(07)(08)(09)(10)(11) 

月島機械株式会社(07)(08)(09)(10)(11) 

新東工業株式会社(04)(06)(08)(09)(10)(11) 

サンデン株式会社 

グローリー株式会社(07)(08)(09)(10)(11) 

日本精工株式会社(03)(07)(08) 

日立造船株式会社(03) (04)(05)(06)(07)(08) 

(09)(10)  

三菱重工業株式会社(04)(05)(06)(08)(09)(10)  

 

電気機器（24 社） 

コニカミノルタホールディングス株式会社

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

株式会社日立製作所(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

(11) 

株式会社東芝(04)(05)(06)(07)(08)(09)(10)(11) 

三菱電機株式会社(04)(05)(06)(07)(08)(09) 

(11) 

オムロン株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

(09)(10) 

株式会社テクノメディカ 

日本電気株式会社(04)(05)(06)(07)(08)(09) 

(10)(11) 

アンリツ株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08)  

(09)(10)(11) 

ソニー株式会社(04)(05)(06)(07)(08)(09)(10) 

(11) 

ＴＤＫ株式会社(05)(06)(07)(08)(09)(10)(11) 

 

株式会社タムラ製作所(02)(03)(04)(05)(06) 

 (07)(08)(09)(11) 

日本電波工業株式会社 

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) 

横河電機株式会社(04)(05)(06)(07)(08)(09) 

(11) 

株式会社堀場製作所(02)(04)(05)(06)(09)(10) 

(11) 

株式会社アドバンテスト(06)(07)(08)(09)(10) 

(11) 

シスメックス株式会社(07)(08)(09)(10)(11) 

ウシオ電機株式会社(03)(05)(06)(07)(08)(09) 

(10)(11) 

山一電機株式会社(08)(09)(10)(11) 

カシオ計算機株式会社(05)(06)(07)(08)(09) 

(10)(11) 

ローム株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

(09)(10)(11) 

太陽誘電株式会社(06)(07)(08)(09)(10)(11) 

株式会社リコー(04)(05)(06)(07)(08)(09)(10) 

(11) 

東京エレクトロン株式会社(02)(04)(05)(06)(08) 

(09)(11) 

 

輸送用機器（4 社） 

三井造船株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07) 

(09)(10) 

マツダ株式会社(07)(08)(09) 

株式会社今仙電機製作所(04)(05)(06)(07) 

(08)(09)(10) 

株式会社エクセディ(07)(08) 
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精密機器（3 社） 

テルモ株式会社(03)(04)(05)(06)(07)(08)(09) 

(10)(11) 

HOYA 株式会社(02)(03)(04)(05) (07) 

シチズンホールディングス株式会社(06) 

 

その他製品（6 社） 

凸版印刷株式会社(02)(03)(04)(05)(06)(07) 

(08)(09)(10)(11) 

大日本印刷株式会社(06)(07)(08)(09)(10)(11) 

共同印刷株式会社(04)(05)(06)(11) 

リンテック株式会社(02)(03)(04)(05)(08)(11) 

任天堂株式会社(05)(07)(08)(09)(10)(11) 

株式会社アデランス(04)(05) 

 

陸運業（1 社） 

西日本鉄道株式会社(03)(04) 

 

情報・通信業（6 社） 

株式会社 SRA ホールディングス 

株式会社野村総合研究所(04)(05)(06)(07) 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(02)(06) 

(07)(08)(09)(10)(11) 

株式会社電通国際情報サービス(07) 

株式会社学研ホールディングス 

JBCC ホールディングス株式会社(04)(05)(06) 

(07) 

 

卸売業（8 社） 

株式会社シモジマ(06)(09) 

伊藤忠商事株式会社(03)(04)(05)(06)(07)(08) 

(09)(11) 

三井物産株式会社(02)(04)(05)(06)(07)(08) 

(09)(10) 

株式会社日立ハイテクノロジーズ 

菱電商事株式会社 

(03)(04)(05)(06)(09)(10)(11) 

株式会社オートバックスセブン(10)(11) 

加藤産業株式会社(06)(07)(08)(09) 

JK ホールディングス株式会社 

 

小売業（13 社） 

株式会社ローソン(09)(11) 

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア 

株式会社ハニーズ(07)(08)(11) 

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス(07) 

(08)(09)(10)(11) 

株式会社良品計画(03)(05)(06)(07) 

株式会社ニッセンホールディングス(04)(05) 

(07)(08)(09)(10)(11) 

株式会社パルコ(03)(04)(05)(06)(07)(08)(09) 

(10)(11) 

原信ナルスホールディングス株式会社 

イズミヤ株式会社(07)(08)(09)(10)(11) 

イオン株式会社(04)(05)(06)(07)(08)(09)(10) 

株式会社平和堂(04)(05) 

愛眼株式会社 

株式会社ベルーナ 

 

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) 

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 

株式会社北洋銀行(05)(06)(07)(10)(11) 

株式会社セブン銀行 

 

証券、商品先物取引業（2 社） 

株式会社大和証券グループ本社(02)(04)(05) 

(06)(07)(08)(09)(10)(11) 

いちよし証券株式会社(09)(10)(11) 

 

保険業（3 社） 

MS&AD インシュアランスグループホールディ

ングス株式会社 

第一生命保険株式会社(11) 
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東京海上ホールディングス株式会社(03)(05) 

(06)(07)(08)(09)(10)(11) 

 

その他金融業（3 社） 

株式会社クレディセゾン(02)(04)(05)(06)(08) 

リコーリース株式会社(02)(03)(05)(07)(08) 

Ｎ Ｅ Ｃ キ ャ ピ タ ル ソ リ ュ ー シ ョ ン 株 式 会 社

(07)(08)(09)(11) 

 

不動産業（2 社） 

三菱地所株式会社(02)(03)(05)(06)(07)(08) 

(09)(10)(11) 

イオンモール株式会社 

 

サービス業（4 社） 

株式会社一休 

ケネディクス株式会社 

株式会社ビー・エム・エル 

株式会社メイテック(04)(05)(06)(07)(08)(09) 

(11) 

 

（以上 131 社）** 

 

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

(10)(11)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

度調査の回答会社であることを表す。 


