
業種名 証券コード 会社名

水産・農林業 1376 カネコ種苗

水産・農林業 1377 サカタのタネ

水産・農林業 1384 ホクリヨウ

鉱業 1514 住石ホールディングス

鉱業 1515 日鉄鉱業

鉱業 1518 三井松島ホールディングス

建設業 1419 タマホーム

建設業 1433 ベステラ

建設業 1435 ＴＡＴＥＲＵ

建設業 1721 コムシスホールディングス

建設業 1726 ビーアールホールディングス

建設業 1768 ソネック

建設業 1780 ヤマウラ

建設業 1811 錢高組

建設業 1814 大末建設

建設業 1815 鉄建建設

建設業 1826 佐田建設

建設業 1827 ナカノフドー建設

建設業 1835 東鉄工業

建設業 1847 イチケン

建設業 1848 富士ピー・エス

建設業 1867 植木組

建設業 1870 矢作建設工業

建設業 1871 ピーエス三菱

建設業 1873 日本ハウスホールディングス

建設業 1879 新日本建設

建設業 1881 ＮＩＰＰＯ

建設業 1882 東亜道路工業

建設業 1884 日本道路

建設業 1887 日本国土開発

建設業 1890 東洋建設

建設業 1893 五洋建設

建設業 1899 福田組

建設業 1914 日本基礎技術

建設業 1921 巴コーポレーション

建設業 1929 日特建設

東京証券取引所第一部市場上場企業のうち、女性役員がいない企業リスト（2020年７月末時点）



建設業 1934 ユアテック

建設業 1938 日本リーテック

建設業 1942 関電工

建設業 1944 きんでん

建設業 1945 東京エネシス

建設業 1946 トーエネック

建設業 1950 日本電設工業

建設業 1952 新日本空調

建設業 1959 九電工

建設業 1961 三機工業

建設業 1963 日揮ホールディングス

建設業 1964 中外炉工業

建設業 1967 ヤマト

建設業 1972 三晃金属工業

建設業 1975 朝日工業社

建設業 1976 明星工業

建設業 1979 大気社

食料品 2004 昭和産業

食料品 2009 鳥越製粉

食料品 2107 東洋精糖

食料品 2207 名糖産業

食料品 2211 不二家

食料品 2215 第一屋製パン

食料品 2222 寿スピリッツ

食料品 2281 プリマハム

食料品 2286 林兼産業

食料品 2533 オエノンホールディングス

食料品 2593 伊藤園

食料品 2599 ジャパンフーズ

食料品 2612 かどや製油

食料品 2815 アリアケジャパン

食料品 2820 やまみ

食料品 2882 イートアンド

食料品 2883 大冷

食料品 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス

食料品 2899 永谷園ホールディングス

食料品 2904 一正蒲鉾

食料品 2908 フジッコ

食料品 2918 わらべや日洋ホールディングス



食料品 2924 イフジ産業

食料品 4404 ミヨシ油脂

繊維製品 3001 片倉工業

繊維製品 3103 ユニチカ

繊維製品 3109 シキボウ

繊維製品 3202 ダイトウボウ

繊維製品 3204 トーア紡コーポレーション

繊維製品 3205 ダイドーリミテッド

繊維製品 3302 帝国繊維

繊維製品 3402 東レ

繊維製品 3408 サカイオーベックス

繊維製品 3501 住江織物

繊維製品 3512 日本フエルト

繊維製品 3524 日東製網

繊維製品 3551 ダイニック

繊維製品 3569 セーレン

繊維製品 3577 東海染工

繊維製品 3580 小松マテーレ

繊維製品 3593 ホギメディカル

繊維製品 3607 クラウディアホールディングス

繊維製品 3611 マツオカコーポレーション

繊維製品 8013 ナイガイ

繊維製品 8029 ルックホールディングス

繊維製品 8114 デサント

繊維製品 8118 キング

パルプ・紙 3864 三菱製紙

パルプ・紙 3865 北越コーポレーション

パルプ・紙 3877 中越パルプ工業

パルプ・紙 3878 巴川製紙所

パルプ・紙 3896 阿波製紙

パルプ・紙 3941 レンゴー

パルプ・紙 3950 ザ・パック

化学 3553 共和レザー

化学 4021 日産化学

化学 4022 ラサ工業

化学 4025 多木化学

化学 4028 石原産業

化学 4031 片倉コープアグリ

化学 4043 トクヤマ



化学 4046 大阪ソーダ

化学 4047 関東電化工業

化学 4063 信越化学工業

化学 4082 第一稀元素化学工業

化学 4091 大陽日酸

化学 4092 日本化学工業

化学 4093 東邦アセチレン

化学 4097 高圧ガス工業

化学 4098 チタン工業

化学 4099 四国化成工業

化学 4100 戸田工業

化学 4112 保土谷化学工業

化学 4116 大日精化工業

化学 4118 カネカ

化学 4205 日本ゼオン

化学 4208 宇部興産

化学 4216 旭有機材

化学 4218 ニチバン

化学 4220 リケンテクノス

化学 4221 大倉工業

化学 4228 積水化成品工業

化学 4229 群栄化学工業

化学 4231 タイガースポリマー

化学 4238 ミライアル

化学 4246 ダイキョーニシカワ

化学 4249 森六ホールディングス

化学 4272 日本化薬

化学 4362 日本精化

化学 4369 トリケミカル研究所

化学 4406 新日本理化

化学 4410 ハリマ化成グループ

化学 4461 第一工業製薬

化学 4462 石原ケミカル

化学 4463 日華化学

化学 4531 有機合成薬品工業

化学 4615 神東塗料

化学 4619 日本特殊塗料

化学 4620 藤倉化成

化学 4636 Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ



化学 4914 高砂香料工業

化学 4919 ミルボン

化学 4955 アグロ　カネショウ

化学 4963 星光ＰＭＣ

化学 4973 日本高純度化学

化学 4979 ＯＡＴアグリオ

化学 4992 北興化学工業

化学 5208 有沢製作所

化学 7874 レック

化学 7888 三光合成

化学 7931 未来工業

化学 7940 ウェーブロックホールディングス

化学 7942 ＪＳＰ

化学 7958 天馬

化学 7970 信越ポリマー

医薬品 4512 わかもと製薬

医薬品 4517 ビオフェルミン製薬

医薬品 4530 久光製薬

医薬品 4538 扶桑薬品工業

医薬品 4539 日本ケミファ

医薬品 4550 日水製薬

医薬品 4551 鳥居薬品

医薬品 4574 大幸薬品

医薬品 4577 ダイト

医薬品 4581 大正製薬ホールディングス

医薬品 4587 ペプチドリーム

石油・石炭製品 3315 日本コークス工業

ゴム製品 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ

ゴム製品 5185 フコク

ゴム製品 5192 三ツ星ベルト

ガラス・土石製品 5218 オハラ

ガラス・土石製品 5262 日本ヒューム

ガラス・土石製品 5273 三谷セキサン

ガラス・土石製品 5288 アジアパイルホールディングス

ガラス・土石製品 5301 東海カーボン

ガラス・土石製品 5302 日本カーボン

ガラス・土石製品 5332 ＴＯＴＯ

ガラス・土石製品 5337 ダントーホールディングス

ガラス・土石製品 5344 ＭＡＲＵＷＡ



ガラス・土石製品 5351 品川リフラクトリーズ

ガラス・土石製品 5352 黒崎播磨

ガラス・土石製品 5357 ヨータイ

ガラス・土石製品 5358 イソライト工業

ガラス・土石製品 5363 ＴＹＫ

ガラス・土石製品 5367 ニッカトー

ガラス・土石製品 5384 フジミインコーポレーテッド

ガラス・土石製品 5388 クニミネ工業

ガラス・土石製品 5391 エーアンドエーマテリアル

ガラス・土石製品 7943 ニチハ

鉄鋼 5408 中山製鋼所

鉄鋼 5410 合同製鐵

鉄鋼 5440 共英製鋼

鉄鋼 5444 大和工業

鉄鋼 5445 東京鐵鋼

鉄鋼 5449 大阪製鐵

鉄鋼 5464 モリ工業

鉄鋼 5476 日本高周波鋼業

鉄鋼 5480 日本冶金工業

鉄鋼 5491 日本金属

鉄鋼 5541 大平洋金属

鉄鋼 5603 虹技

鉄鋼 5612 日本鋳鉄管

鉄鋼 5632 三菱製鋼

鉄鋼 5658 日亜鋼業

鉄鋼 5659 日本精線

鉄鋼 5698 エンビプロ・ホールディングス

鉄鋼 6319 シンニッタン

鉄鋼 7305 新家工業

非鉄金属 5702 大紀アルミニウム工業所

非鉄金属 5707 東邦亜鉛

非鉄金属 5721 エス・サイエンス

非鉄金属 5757 ＣＫサンエツ

非鉄金属 5807 東京特殊電線

非鉄金属 5809 タツタ電線

非鉄金属 5819 カナレ電気

非鉄金属 5821 平河ヒューテック

非鉄金属 5851 リョービ

非鉄金属 5852 アーレスティ



金属製品 3421 稲葉製作所

金属製品 3431 宮地エンジニアリンググループ

金属製品 3445 ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

金属製品 5911 横河ブリッジホールディングス

金属製品 5915 駒井ハルテック

金属製品 5923 高田機工

金属製品 5929 三和ホールディングス

金属製品 5930 文化シヤッター

金属製品 5933 アルインコ

金属製品 5942 日本フイルコン

金属製品 5946 長府製作所

金属製品 5947 リンナイ

金属製品 5951 ダイニチ工業

金属製品 5958 三洋工業

金属製品 5981 東京製綱

金属製品 5986 モリテック　スチール

金属製品 5989 エイチワン

金属製品 8155 三益半導体工業

機械 1909 日本ドライケミカル

機械 5631 日本製鋼所

機械 6005 三浦工業

機械 6103 オークマ

機械 6113 アマダ

機械 6118 アイダエンジニアリング

機械 6135 牧野フライス製作所

機械 6136 ＯＳＧ

機械 6138 ダイジェット工業

機械 6140 旭ダイヤモンド工業

機械 6141 ＤＭＧ森精機

機械 6146 ディスコ

機械 6167 冨士ダイス

機械 6203 豊和工業

機械 6205 ＯＫＫ

機械 6208 石川製作所

機械 6217 津田駒工業

機械 6218 エンシュウ

機械 6236 ＮＣホールディングス

機械 6237 イワキ

機械 6240 ヤマシンフィルタ



機械 6250 やまびこ

機械 6258 平田機工

機械 6264 マルマエ

機械 6266 タツモ

機械 6273 ＳＭＣ

機械 6277 ホソカワミクロン

機械 6282 オイレス工業

機械 6284 日精エー・エス・ビー機械

機械 6291 日本エアーテック

機械 6292 カワタ

機械 6298 ワイエイシイホールディングス

機械 6302 住友重機械工業

機械 6306 日工

機械 6309 巴工業

機械 6316 丸山製作所

機械 6317 北川鉄工所

機械 6323 ローツェ

機械 6325 タカキタ

機械 6328 荏原実業

機械 6331 三菱化工機

機械 6332 月島機械

機械 6333 帝国電機製作所

機械 6335 東京機械製作所

機械 6339 新東工業

機械 6340 澁谷工業

機械 6345 アイチコーポレーション

機械 6351 鶴見製作所

機械 6355 住友精密工業

機械 6356 日本ギア工業

機械 6358 酒井重工業

機械 6362 石井鐵工所

機械 6363 酉島製作所

機械 6364 北越工業

機械 6368 オルガノ

機械 6369 トーヨーカネツ

機械 6373 大同工業

機械 6381 アネスト岩田

機械 6387 サムコ

機械 6390 加藤製作所



機械 6393 油研工業

機械 6395 タダノ

機械 6412 平和

機械 6413 理想科学工業

機械 6417 ＳＡＮＫＹＯ

機械 6419 マースグループホールディングス

機械 6428 オーイズミ

機械 6430 ダイコク電機

機械 6432 竹内製作所

機械 6444 サンデンホールディングス

機械 6445 蛇の目ミシン工業

機械 6454 マックス

機械 6457 グローリー

機械 6462 リケン

機械 6463 ＴＰＲ

機械 6464 ツバキ・ナカシマ

機械 6470 大豊工業

機械 6474 不二越

機械 6480 日本トムソン

機械 6481 ＴＨＫ

機械 6485 前澤給装工業

機械 6486 イーグル工業

機械 6490 日本ピラー工業

機械 6586 マキタ

機械 7718 スター精密

電気機器 6505 東洋電機製造

電気機器 6507 シンフォニアテクノロジー

電気機器 6516 山洋電気

電気機器 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス

電気機器 6616 トレックス・セミコンダクター

電気機器 6617 東光高岳

電気機器 6619 ダブル・スコープ

電気機器 6620 宮越ホールディングス

電気機器 6622 ダイヘン

電気機器 6632 ＪＶＣケンウッド

電気機器 6640 Ｉ－ＰＥＸ

電気機器 6653 正興電機製作所

電気機器 6676 メルコホールディングス

電気機器 6678 テクノメディカ



電気機器 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス

電気機器 6704 岩崎通信機

電気機器 6706 電気興業

電気機器 6715 ナカヨ

電気機器 6727 ワコム

電気機器 6730 アクセル

電気機器 6737 ＥＩＺＯ

電気機器 6740 ジャパンディスプレイ

電気機器 6748 星和電機

電気機器 6750 エレコム

電気機器 6753 シャープ

電気機器 6763 帝国通信工業

電気機器 6779 日本電波工業

電気機器 6785 鈴木

電気機器 6798 ＳＭＫ

電気機器 6803 ティアック

電気機器 6804 ホシデン

電気機器 6806 ヒロセ電機

電気機器 6807 日本航空電子工業

電気機器 6809 ＴＯＡ

電気機器 6814 古野電気

電気機器 6815 ユニデンホールディングス

電気機器 6839 船井電機

電気機器 6844 新電元工業

電気機器 6848 東亜ディーケーケー

電気機器 6850 チノー

電気機器 6853 共和電業

電気機器 6855 日本電子材料

電気機器 6858 小野測器

電気機器 6859 エスペック

電気機器 6861 キーエンス

電気機器 6866 ＨＩＯＫＩ

電気機器 6871 日本マイクロニクス

電気機器 6901 澤藤電機

電気機器 6905 コーセル

電気機器 6915 千代田インテグレ

電気機器 6916 アイ・オー・データ機器

電気機器 6923 スタンレー電気

電気機器 6924 岩崎電気



電気機器 6926 岡谷電機産業

電気機器 6932 遠藤照明

電気機器 6938 双信電機

電気機器 6947 図研

電気機器 6951 日本電子

電気機器 6961 エンプラス

電気機器 6966 三井ハイテック

電気機器 6986 双葉電子工業

電気機器 6989 北陸電気工業

電気機器 6996 ニチコン

電気機器 6997 日本ケミコン

電気機器 7244 市光工業

電気機器 7276 小糸製作所

電気機器 7280 ミツバ

電気機器 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス

電気機器 7739 キヤノン電子

電気機器 7751 キヤノン

電気機器 7999 ＭＵＴＯＨホールディングス

輸送用機器 3116 トヨタ紡織

輸送用機器 3526 芦森工業

輸送用機器 6201 豊田自動織機

輸送用機器 6455 モリタホールディングス

輸送用機器 6584 三桜工業

輸送用機器 6995 東海理化

輸送用機器 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス

輸送用機器 7014 名村造船所

輸送用機器 7122 近畿車輛

輸送用機器 7214 ＧＭＢ

輸送用機器 7215 ファルテック

輸送用機器 7222 日産車体

輸送用機器 7226 極東開発工業

輸送用機器 7230 日信工業

輸送用機器 7231 トピー工業

輸送用機器 7236 ティラド

輸送用機器 7238 曙ブレーキ工業

輸送用機器 7239 タチエス

輸送用機器 7240 ＮＯＫ

輸送用機器 7242 ＫＹＢ

輸送用機器 7256 河西工業



輸送用機器 7266 今仙電機製作所

輸送用機器 7271 安永

輸送用機器 7274 ショーワ

輸送用機器 7278 エクセディ

輸送用機器 7284 盟和産業

輸送用機器 7291 日本プラスト

輸送用機器 7296 エフ・シー・シー

輸送用機器 7313 テイ・エス　テック

輸送用機器 7408 ジャムコ

精密機器 5187 クリエートメディック

精密機器 7702 ＪＭＳ

精密機器 7715 長野計器

精密機器 7717 ブイ・テクノロジー

精密機器 7721 東京計器

精密機器 7723 愛知時計電機

精密機器 7725 インターアクション

精密機器 7727 オーバル

精密機器 7733 オリンパス

精密機器 7734 理研計器

精密機器 7745 エー・アンド・デイ

精密機器 7769 リズム時計工業

精密機器 7782 シンシア

精密機器 7979 松風

その他製品 7819 粧美堂

その他製品 7820 ニホンフラッシュ

その他製品 7821 前田工繊

その他製品 7833 アイフィスジャパン

その他製品 7838 共立印刷

その他製品 7839 ＳＨＯＥＩ

その他製品 7840 フランスベッドホールディングス

その他製品 7868 廣済堂

その他製品 7872 エステールホールディングス

その他製品 7885 タカノ

その他製品 7897 ホクシン

その他製品 7898 ウッドワン

その他製品 7912 大日本印刷

その他製品 7916 光村印刷

その他製品 7937 ツツミ

その他製品 7949 小松ウオール工業



その他製品 7952 河合楽器製作所

その他製品 7959 オリバー

その他製品 7961 兼松サステック

その他製品 7972 イトーキ

その他製品 7981 タカラスタンダード

その他製品 7990 グローブライド

電気・ガス業 9513 Ｊ－ＰＯＷＥＲ

電気・ガス業 9517 イーレックス

陸運業 2384 ＳＢＳホールディングス

陸運業 9022 東海旅客鉄道

陸運業 9037 ハマキョウレックス

陸運業 9045 京阪ホールディングス

陸運業 9046 神戸電鉄

陸運業 9052 山陽電気鉄道

陸運業 9065 山九

陸運業 9070 トナミホールディングス

陸運業 9072 ニッコンホールディングス

陸運業 9078 エスライン

陸運業 9090 丸和運輸機関

海運業 9110 ＮＳユナイテッド海運

海運業 9115 明治海運

海運業 9119 飯野海運

海運業 9130 共栄タンカー

海運業 9308 乾汽船

空運業 9232 パスコ

倉庫・運輸関連業 9058 トランコム

倉庫・運輸関連業 9066 日新

倉庫・運輸関連業 9301 三菱倉庫

倉庫・運輸関連業 9303 住友倉庫

倉庫・運輸関連業 9304 澁澤倉庫

倉庫・運輸関連業 9306 東陽倉庫

倉庫・運輸関連業 9310 日本トランスシティ

倉庫・運輸関連業 9312 ケイヒン

倉庫・運輸関連業 9322 川西倉庫

倉庫・運輸関連業 9324 安田倉庫

倉庫・運輸関連業 9325 ファイズホールディングス

倉庫・運輸関連業 9351 東洋埠頭

倉庫・運輸関連業 9358 宇徳

倉庫・運輸関連業 9366 サンリツ



倉庫・運輸関連業 9368 キムラユニティー

倉庫・運輸関連業 9381 エーアイテイー

倉庫・運輸関連業 9386 日本コンセプト

情報・通信業 2317 システナ

情報・通信業 2326 デジタルアーツ

情報・通信業 3040 ソリトンシステムズ

情報・通信業 3371 ソフトクリエイトホールディングス

情報・通信業 3627 ＪＮＳホールディングス

情報・通信業 3630 電算システム

情報・通信業 3632 グリー

情報・通信業 3640 電算

情報・通信業 3649 ファインデックス

情報・通信業 3656 ＫＬａｂ

情報・通信業 3659 ネクソン

情報・通信業 3661 エムアップホールディングス

情報・通信業 3662 エイチーム

情報・通信業 3665 エニグモ

情報・通信業 3667 ｅｎｉｓｈ

情報・通信業 3668 コロプラ

情報・通信業 3675 クロス・マーケティンググループ

情報・通信業 3676 デジタルハーツホールディングス

情報・通信業 3677 システム情報

情報・通信業 3678 メディアドゥ

情報・通信業 3682 エンカレッジ・テクノロジ

情報・通信業 3683 サイバーリンクス

情報・通信業 3688 ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

情報・通信業 3694 オプティム

情報・通信業 3697 ＳＨＩＦＴ

情報・通信業 3741 セック

情報・通信業 3763 プロシップ

情報・通信業 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント

情報・通信業 3784 ヴィンクス

情報・通信業 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス

情報・通信業 3817 ＳＲＡホールディングス

情報・通信業 3835 ｅＢＡＳＥ

情報・通信業 3836 アバント

情報・通信業 3854 アイル

情報・通信業 3902 メディカル・データ・ビジョン

情報・通信業 3903 ｇｕｍｉ



情報・通信業 3909 ショーケース

情報・通信業 3915 テラスカイ

情報・通信業 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー

情報・通信業 3919 パイプドＨＤ

情報・通信業 3920 アイビーシー

情報・通信業 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ

情報・通信業 3924 ランドコンピュータ

情報・通信業 3925 ダブルスタンダード

情報・通信業 3928 マイネット

情報・通信業 3934 ベネフィットジャパン

情報・通信業 3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス

情報・通信業 3938 ＬＩＮＥ

情報・通信業 3940 ノムラシステムコーポレーション

情報・通信業 3963 シンクロ・フード

情報・通信業 3964 オークネット

情報・通信業 3969 エイトレッド

情報・通信業 3975 ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

情報・通信業 3978 マクロミル

情報・通信業 3981 ビーグリー

情報・通信業 3983 オロ

情報・通信業 3996 サインポスト

情報・通信業 4284 ソルクシーズ

情報・通信業 4299 ハイマックス

情報・通信業 4320 ＣＥホールディングス

情報・通信業 4323 日本システム技術

情報・通信業 4333 東邦システムサイエンス

情報・通信業 4344 ソースネクスト

情報・通信業 4382 ＨＥＲＯＺ

情報・通信業 4392 ＦＩＧ

情報・通信業 4420 イーソル

情報・通信業 4430 東海ソフト

情報・通信業 4439 東名

情報・通信業 4440 ヴィッツ

情報・通信業 4441 トビラシステムズ

情報・通信業 4446 Ｌｉｎｋ－Ｕ

情報・通信業 4662 フォーカスシステムズ

情報・通信業 4676 フジ・メディア・ホールディングス

情報・通信業 4686 ジャストシステム

情報・通信業 4726 ＳＢテクノロジー



情報・通信業 4728 トーセ

情報・通信業 4743 アイティフォー

情報・通信業 4746 東計電算

情報・通信業 4768 大塚商会

情報・通信業 4776 サイボウズ

情報・通信業 4779 ソフトブレーン

情報・通信業 4813 ＡＣＣＥＳＳ

情報・通信業 4826 ＣＩＪ

情報・通信業 4828 ビジネスエンジニアリング

情報・通信業 4829 日本エンタープライズ

情報・通信業 4839 ＷＯＷＯＷ

情報・通信業 4845 スカラ

情報・通信業 4847 インテリジェント　ウェイブ

情報・通信業 7844 マーベラス

情報・通信業 7860 エイベックス

情報・通信業 8157 都築電気

情報・通信業 9404 日本テレビホールディングス

情報・通信業 9419 ワイヤレスゲート

情報・通信業 9424 日本通信

情報・通信業 9435 光通信

情報・通信業 9466 アイドママーケティングコミュニケーション

情報・通信業 9474 ゼンリン

情報・通信業 9475 昭文社ホールディングス

情報・通信業 9602 東宝

情報・通信業 9605 東映

情報・通信業 9658 ビジネスブレイン太田昭和

情報・通信業 9692 シーイーシー

情報・通信業 9697 カプコン

情報・通信業 9702 アイ・エス・ビー

情報・通信業 9717 ジャステック

情報・通信業 9742 アイネス

情報・通信業 9790 福井コンピュータホールディングス

情報・通信業 9928 ミロク情報サービス

卸売業 1352 ホウスイ

卸売業 2676 高千穂交易

卸売業 2715 エレマテック

卸売業 2729 ＪＡＬＵＸ

卸売業 2874 ヨコレイ

卸売業 3004 神栄



卸売業 3076 あい　ホールディングス

卸売業 3107 ダイワボウホールディングス

卸売業 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス

卸売業 3153 八洲電機

卸売業 3157 ジューテックホールディングス

卸売業 3160 大光

卸売業 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス

卸売業 3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ

卸売業 3183 ウイン・パートナーズ

卸売業 3321 ミタチ産業

卸売業 3388 明治電機工業

卸売業 3559 ピーバンドットコム

卸売業 3565 アセンテック

卸売業 6973 協栄産業

卸売業 7414 小野建

卸売業 7420 佐鳥電機

卸売業 7427 エコートレーディング

卸売業 7433 伯東

卸売業 7447 ナガイレーベン

卸売業 7456 松田産業

卸売業 7467 萩原電気ホールディングス

卸売業 7482 シモジマ

卸売業 7483 ドウシシャ

卸売業 7487 小津産業

卸売業 7510 たけびし

卸売業 7525 リックス

卸売業 7537 丸文

卸売業 7594 マルカ

卸売業 7599 ＩＤＯＭ

卸売業 7607 進和

卸売業 7613 シークス

卸売業 7619 田中商事

卸売業 7628 オーハシテクニカ

卸売業 7673 ダイコー通産

卸売業 8025 ツカモトコーポレーション

卸売業 8037 カメイ

卸売業 8038 東都水産

卸売業 8041 ＯＵＧホールディングス

卸売業 8052 椿本興業



卸売業 8057 内田洋行

卸売業 8060 キヤノンマーケティングジャパン

卸売業 8065 佐藤商事

卸売業 8079 正栄食品工業

卸売業 8081 カナデン

卸売業 8088 岩谷産業

卸売業 8089 ナイス

卸売業 8090 昭光通商

卸売業 8091 ニチモウ

卸売業 8093 極東貿易

卸売業 8095 イワキ

卸売業 8098 稲畑産業

卸売業 8103 明和産業

卸売業 8104 クワザワ

卸売業 8136 サンリオ

卸売業 8137 サンワテクノス

卸売業 8140 リョーサン

卸売業 8141 新光商事

卸売業 8150 三信電気

卸売業 8154 加賀電子

卸売業 8158 ソーダニッカ

卸売業 8159 立花エレテック

卸売業 8275 フォーバル

卸売業 8835 太平洋興発

卸売業 9763 丸紅建材リース

卸売業 9872 北恵

卸売業 9882 イエローハット

卸売業 9896 ＪＫホールディングス

卸売業 9930 北沢産業

卸売業 9932 杉本商事

卸売業 9960 東テク

卸売業 9972 アルテック

卸売業 9986 蔵王産業

小売業 2670 エービーシー・マート

小売業 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア

小売業 2752 フジオフードグループ本社

小売業 2753 あみやき亭

小売業 2764 ひらまつ

小売業 2791 大黒天物産



小売業 3028 アルペン

小売業 3030 ハブ

小売業 3046 ジンズホールディングス

小売業 3053 ペッパーフードサービス

小売業 3073 ＤＤホールディングス

小売業 3082 きちりホールディングス

小売業 3085 アークランドサービスホールディングス

小売業 3091 ブロンコビリー

小売業 3159 丸善ＣＨＩホールディングス

小売業 3172 ティーライフ

小売業 3186 ネクステージ

小売業 3193 鳥貴族

小売業 3196 ホットランド

小売業 3198 ＳＦＰホールディングス

小売業 3221 ヨシックス

小売業 3328 ＢＥＥＮＯＳ

小売業 3341 日本調剤

小売業 3349 コスモス薬品

小売業 3376 オンリー

小売業 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス

小売業 3395 サンマルクホールディングス

小売業 3561 力の源ホールディングス

小売業 7448 ジーンズメイト

小売業 7475 アルビス

小売業 7508 Ｇ－７ホールディングス

小売業 7514 ヒマラヤ

小売業 7516 コーナン商事

小売業 7522 ワタミ

小売業 7524 マルシェ

小売業 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

小売業 7581 サイゼリヤ

小売業 7593 ＶＴホールディングス

小売業 7605 フジ・コーポレーション

小売業 7611 ハイデイ日高

小売業 7615 京都きもの友禅

小売業 7640 トップカルチャー

小売業 7918 ヴィア・ホールディングス

小売業 8005 スクロール

小売業 8166 タカキュー



小売業 8167 リテールパートナーズ

小売業 8168 ケーヨー

小売業 8181 東天紅

小売業 8182 いなげや

小売業 8184 島忠

小売業 8218 コメリ

小売業 8219 青山商事

小売業 8244 近鉄百貨店

小売業 8255 アクシアル　リテイリング

小売業 8260 井筒屋

小売業 8281 ゼビオホールディングス

小売業 8291 日産東京販売ホールディングス

小売業 9262 シルバーライフ

小売業 9267 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ

小売業 9828 元気寿司

小売業 9842 アークランドサカモト

小売業 9843 ニトリホールディングス

小売業 9856 ケーユーホールディングス

小売業 9945 プレナス

小売業 9946 ミニストップ

小売業 9956 バローホールディングス

小売業 9979 大庄

銀行業 7161 じもとホールディングス

銀行業 7184 富山第一銀行

銀行業 7321 関西みらいフィナンシャルグループ

銀行業 7327 第四北越フィナンシャルグループ

銀行業 8367 南都銀行

銀行業 8377 ほくほくフィナンシャルグループ

銀行業 8395 佐賀銀行

銀行業 8527 愛知銀行

銀行業 8541 愛媛銀行

銀行業 8551 北日本銀行

証券、商品先物取引業 7190 マーキュリアインベストメント

証券、商品先物取引業 8609 岡三証券グループ

証券、商品先物取引業 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス

証券、商品先物取引業 8617 光世証券

証券、商品先物取引業 8622 水戸証券

証券、商品先物取引業 8624 いちよし証券

証券、商品先物取引業 8732 マネーパートナーズグループ



証券、商品先物取引業 8739 スパークス・グループ

証券、商品先物取引業 8742 小林洋行

その他金融業 7196 Ｃａｓａ

その他金融業 8424 芙蓉総合リース

その他金融業 8439 東京センチュリー

その他金融業 8515 アイフル

その他金融業 8572 アコム

その他金融業 8589 アプラスフィナンシャル

その他金融業 8771 イー・ギャランティ

その他金融業 8772 アサックス

その他金融業 8793 ＮＥＣキャピタルソリューション

不動産業 2975 スター・マイカ・ホールディングス

不動産業 3244 サムティ

不動産業 3246 コーセーアールイー

不動産業 3252 日本商業開発

不動産業 3271 ＴＨＥグローバル社

不動産業 3276 日本管理センター

不動産業 3277 サンセイランディック

不動産業 3280 エストラスト

不動産業 3288 オープンハウス

不動産業 3294 イーグランド

不動産業 3299 ムゲンエステート

不動産業 3454 ファーストブラザーズ

不動産業 3457 ハウスドゥ

不動産業 3458 シーアールイー

不動産業 3464 プロパティエージェント

不動産業 3467 アグレ都市デザイン

不動産業 3486 グローバル・リンク・マネジメント

不動産業 4809 パラカ

不動産業 8806 ダイビル

不動産業 8841 テーオーシー

不動産業 8842 東京楽天地

不動産業 8850 スターツコーポレーション

不動産業 8869 明和地所

不動産業 8871 ゴールドクレスト

不動産業 8877 エスリード

不動産業 8881 日神グループホールディングス

不動産業 8892 日本エスコン

不動産業 8904 ＡＶＡＮＴＩＡ



不動産業 8917 ファースト住建

不動産業 8918 ランド

不動産業 8919 カチタス

不動産業 8923 トーセイ

不動産業 8934 サンフロンティア不動産

不動産業 8940 インテリックス

不動産業 8944 ランドビジネス

不動産業 8945 サンネクスタグループ

不動産業 8999 グランディハウス

サービス業 2130 メンバーズ

サービス業 2146 ＵＴグループ

サービス業 2148 アイティメディア

サービス業 2153 Ｅ・Ｊホールディングス

サービス業 2163 アルトナー

サービス業 2170 リンクアンドモチベーション

サービス業 2175 エス・エム・エス

サービス業 2301 学情

サービス業 2325 ＮＪＳ

サービス業 2372 アイロムグループ

サービス業 2374 セントケア・ホールディング

サービス業 2395 新日本科学

サービス業 2410 キャリアデザインセンター

サービス業 2424 ブラス

サービス業 2428 ウェルネット

サービス業 2429 ワールドホールディングス

サービス業 2433 博報堂ＤＹホールディングス

サービス業 2445 タカミヤ

サービス業 2453 ジャパンベストレスキューシステム

サービス業 2461 ファンコミュニケーションズ

サービス業 2464 ビジネス・ブレークスルー

サービス業 2477 手間いらず

サービス業 2491 バリューコマース

サービス業 2492 インフォマート

サービス業 2749 ＪＰホールディングス

サービス業 3521 エコナックホールディングス

サービス業 4282 ＥＰＳホールディングス

サービス業 4286 レッグス

サービス業 4310 ドリームインキュベータ

サービス業 4319 ＴＡＣ



サービス業 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ

サービス業 4345 シーティーエス

サービス業 4346 ネクシィーズグループ

サービス業 4641 アルプス技研

サービス業 4651 サニックス

サービス業 4653 ダイオーズ

サービス業 4658 日本空調サービス

サービス業 4679 田谷

サービス業 4714 リソー教育

サービス業 4767 テー・オー・ダブリュー

サービス業 4801 セントラルスポーツ

サービス業 4848 フルキャストホールディングス

サービス業 5261 リソルホールディングス

サービス業 6029 アトラ

サービス業 6032 インターワークス

サービス業 6035 アイ・アールジャパンホールディングス

サービス業 6036 ＫｅｅＰｅｒ技研

サービス業 6037 ファーストロジック

サービス業 6047 Ｇｕｎｏｓｙ

サービス業 6048 デザインワン・ジャパン

サービス業 6050 イー・ガーディアン

サービス業 6054 リブセンス

サービス業 6059 ウチヤマホールディングス

サービス業 6062 チャーム・ケア・コーポレーション

サービス業 6073 アサンテ

サービス業 6078 バリューＨＲ

サービス業 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス

サービス業 6083 ＥＲＩホールディングス

サービス業 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン

サービス業 6175 ネットマーケティング

サービス業 6185 ＳＭＮ

サービス業 6186 一蔵

サービス業 6191 エアトリ

サービス業 6192 ハイアス・アンド・カンパニー

サービス業 6199 セラク

サービス業 6532 ベイカレント・コンサルティング

サービス業 6535 アイモバイル

サービス業 6538 キャリアインデックス

サービス業 6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ



サービス業 6546 フルテック

サービス業 6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ

サービス業 6553 ソウルドアウト

サービス業 6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

サービス業 6560 エル・ティー・エス

サービス業 6571 キュービーネットホールディングス

サービス業 6572 ＲＰＡホールディングス

サービス業 7030 スプリックス

サービス業 7033 マネジメントソリューションズ

サービス業 7034 プロレド・パートナーズ

サービス業 7044 ピアラ

サービス業 7088 フォーラムエンジニアリング

サービス業 8876 リログループ

サービス業 9633 東京テアトル

サービス業 9671 よみうりランド

サービス業 9672 東京都競馬

サービス業 9699 西尾レントオール

サービス業 9715 トランスコスモス

サービス業 9716 乃村工藝社

サービス業 9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス

サービス業 9728 日本管財

サービス業 9755 応用地質

サービス業 9760 進学会ホールディングス

サービス業 9787 イオンディライト


