
高島屋　　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｂ＋＋　Ｂ＋＋　Ａ＋　
竹中工務店　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ　　　Ｂ＋＋
タムラ製作所　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ　　
大建工業　　　　　　　　　Ａ　　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ　　
ダイヘン　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ａ＋　
椿本チエイン　　　　　　　Ａ＋　　Ｂ＋＋　Ｓ　　　Ｂ＋＋
ＴＨＫ　　　　　　　　　　Ａ　　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ａ　　
ＤＩＣ　　　　　　　　　　Ａ　　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ｓ　　
デンカ　　　　　　　　　　Ａ　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋＋
東急不動産ホールディングス Ａ＋ Ａ Ａ Ａ＋
東京急行電鉄　　　　　　　Ａ＋＋　Ｂ＋＋　Ｂ＋＋　Ａ　　
東芝テック　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ　　
東邦ガス　　　　　　　　　Ａ　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ｂ＋＋
トラスコ中山　　　　　　　Ａ＋＋　Ｂ＋＋　Ａ＋　　Ａ＋　
日清オイリオグループ　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ　　
日清製粉グループ本社　　　Ａ＋　　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ａ＋　
日新電機　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ｂ＋＋　Ａ＋　
日本水産　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ　　
日本郵政　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｂ＋　　Ａ＋＋　Ａ　　
日本ケミコン　　　　　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ　　　Ａ　　
日本触媒　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ　　　Ａ＋　
博報堂ＤＹホールディングス Ａ Ｓ Ａ＋＋ Ａ＋
八十二銀行　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ　　　Ａ　　　Ｂ＋＋
パーク２４　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ　　　Ａ　　
パイオニア　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ｂ＋＋　Ａ　　
パナホーム　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ＋＋　Ｂ　　
日立金属　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋＋
日立国際電気　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ　　　Ｓ＋　
日立物流　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ｓ　　
日野自動車　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋　
ヒューリック　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ　　　Ｂ＋＋　Ａ＋＋
ピジョン　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｂ＋＋　Ａ＋　　Ｂ＋＋
ブリヂストン　　　　　　　Ａ　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ｓ＋　
前田建設工業　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ｂ＋＋　Ａ　　
マックスバリュ東海　　　　Ａ＋＋　Ａ　　　Ａ＋＋　Ａ　　
ミサワホーム　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋　
三菱食品　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｂ＋＋　Ａ　　　Ａ　　
三菱ＵＦＪリース　　　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ　　　Ａ　　
Ｍｉｎｏｒｉソリューショ
ンズ

Ａ＋ Ａ＋ Ａ Ｂ＋＋

ミロク情報サービス　　　　Ａ　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ　　
モスフードサービス　　　　Ａ＋　　Ｂ＋＋　Ｓ　　　Ｂ＋＋
森永乳業　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ　　　Ａ　　
ヤマハ発動機　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋＋
ゆうちょ銀行　　　　　　　Ａ＋＋　Ｂ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋　
雪印メグミルク　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋　
ユニー・ファミリーマート
ホールディングス

Ａ＋ Ａ＋ Ａ＋＋ Ａ＋

ユニチカ　　　　　　　　　Ａ　　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ　　
ライオン　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ＋　　Ｓ　　
リョービ　　　　　　　　　Ａ　　　Ａ＋＋　Ａ　　　Ａ＋　
リンテック　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ｂ＋＋　Ａ＋　
リンナイ　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋＋
レオパレス２１　　　　　　Ｓ　　　Ａ　　　Ｂ＋＋　Ａ＋　
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三菱日立パワーシステムズ　Ｓ　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ｂ＋＋
村田製作所　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ｓ　　　Ａ＋＋
メンバーズ　　　　　　　　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ　　
横河電機　　　　　　　　　Ａ＋　　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ａ＋　
横浜ゴム　　　　　　　　　Ａ＋　　Ｓ　　　Ｓ＋　　Ｓ　　
リンクアンドモチベーション Ａ＋＋ Ａ＋ Ａ＋＋ Ａ＋
レンゴー　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋＋
ロート製薬　　　　　　　　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ　　
ローム　　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋　

★★★
曙ブレーキ工業　　　　　　Ａ＋＋　Ａ　　　Ａ　　　Ｓ　　
旭化成　　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ　　　Ｓ＋　
ＡＤＥＫＡ　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ　　　Ａ＋＋
アドバンテスト　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ　　　Ｓ　　
アルプス電気　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ　　　Ｂ＋＋
アンリツ　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ＋＋
イオンフィナンシャルサー
ビス

Ａ＋ Ａ＋＋ Ａ＋ Ａ＋

イズミ　　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ　　　Ａ　　　Ａ＋　
井関農機　　　　　　　　　Ａ　　　Ｓ　　　Ｓ　　　Ａ　　
いちご　　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ　　　Ａ　　
出光興産　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｂ＋＋　Ａ＋　　Ｓ＋　
伊藤園　　　　　　　　　　Ｓ　　　Ｂ＋＋　Ｂ＋＋　Ｂ＋　
いなげや　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ　　　Ａ＋　　Ａ＋　
インソース　　　　　　　　Ａ＋　　Ｂ＋＋　Ａ＋＋　Ｂ＋＋
インテージホールディングス Ａ Ｓ Ｂ＋＋ Ｂ＋＋

駅　探　　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ　　　Ｂ＋＋
ＮＴＮ　　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋　
ＮＴＴデータ・イントラマ
ート

Ａ＋ Ａ＋＋ Ａ＋＋ Ｂ＋＋

エフピコ　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ｂ＋　
オークマ　　　　　　　　　Ａ　　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ａ＋　
王子ホールディングス　　　Ａ　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋＋
大阪ガス　　　　　　　　　Ａ　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋　
大塚商会　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ　　　Ａ　　　Ａ　　
大林組　　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ＋＋
岡　部　　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ｂ＋＋
ＯＫＩ　　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｂ＋＋　Ａ＋　　Ａ　　
小田急電鉄　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ　　　Ａ　　
オリエントコーポレーション Ａ＋ Ｂ＋＋ Ａ Ａ＋＋
カカクコム　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ＋＋　Ｂ＋　
カルビー　　　　　　　　　Ａ＋　　Ｂ＋＋　Ａ＋　　Ｓ＋　
関西電力　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｂ＋＋　Ａ＋＋　Ａ　　
かんぽ生命保険　　　　　　Ａ＋＋　Ａ　　　Ａ＋　　Ａ＋　
キョーリン製薬ホールディ
ングス

Ａ＋ Ａ＋ Ａ＋ Ａ

京都銀行　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ＋＋　Ａ＋　
協和発酵キリン　　　　　　Ａ＋＋　Ａ　　　Ｂ＋＋　Ａ＋＋
熊谷組　　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ　　　Ａ＋　
栗田工業　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ　　
クレディセゾン　　　　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ＋　　Ａ　　
クレハ　　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ＋　　Ａ＋＋
グローリー　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ＋　
群馬銀行　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ＋　　Ａ　　
京王電鉄　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｂ＋＋　Ａ　　　Ａ　　
京葉銀行　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ　　
コーセー　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ｂ＋＋
小糸製作所　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ　　　Ｂ＋　
神戸製鋼所　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ　　　Ａ＋　
国際石油開発帝石　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ｓ　　
コスモエネルギーホールデ
ィングス

Ａ＋＋ Ａ Ａ Ｓ

コンコルディア・フィナン
シャルグループ

Ａ＋ Ａ Ａ＋＋ Ａ＋＋

沢井製薬　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ＋　　Ａ＋　
サンゲツ　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ　　　Ａ＋　
参天製薬　　　　　　　　　Ａ　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ｓ　　
三洋化成工業　　　　　　　Ａ　　　Ａ＋＋　Ａ　　　Ｓ　　
ＣＫＤ　　　　　　　　　　Ａ　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ＋＋
静岡銀行　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ　　
島津製作所　　　　　　　　Ａ　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋　
新光電気工業　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ　　
新日鉄住金　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ＋　　Ａ＋　
スズキ　　　　　　　　　　Ａ　　　Ｓ　　　Ｓ　　　Ａ＋　
スタジオアリス　　　　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ＋＋　Ａ　　
スタンレー電気　　　　　　Ａ　　　Ｓ　　　Ａ＋　　Ａ　　
ＳＵＢＡＲＵ　　　　　　　Ａ　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ｓ　　
住友重機械工業　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ　　　Ａ＋＋
住友理工　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ　　
セーレン　　　　　　　　　Ａ　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ｂ＋＋
高砂熱学工業　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ＋　

★★★★
ＩＨＩ　　　　　　　　　　Ｓ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋＋
アシックス　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ｓ＋　　Ａ＋　
アステラス製薬　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ＋＋　Ａ＋　　Ａ＋＋
アズビル　　　　　　　　　Ｓ　　　Ｓ＋　　Ａ＋＋　Ａ　　
アメリカンファミリー生命
保険

Ｓ＋ Ａ＋＋ Ａ＋＋ Ａ＋

伊藤忠テクノソリューショ
ンズ

Ｓ Ｓ＋ Ａ＋＋ Ａ＋

エーザイ　　　　　　　　　Ｓ　　　Ｓ＋　　Ｓ　　　Ｓ＋　
ＡＮＡホールディングス　　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ｓ＋　
ＮＥＣ　　　　　　　　　　Ｓ　　　Ｓ＋　　Ｓ　　　Ａ＋＋
ＮＥＣネッツエスアイ　　　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ａ＋　
ＮＴＴ　　　　　　　　　　Ｓ　　　Ｓ　　　Ｓ　　　Ｓ　　
ＮＴＴデータ　　　　　　　Ｓ＋　　Ａ＋＋　Ａ　　　Ａ＋＋
大塚ホールディングス　　　Ａ＋＋　Ｓ＋　　Ｓ　　　Ａ＋　
オムロン　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ｓ＋　　Ｓ＋＋
川崎重工業　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ｓ　　　Ａ＋＋
キッコーマン　　　　　　　Ｓ　　　Ｓ　　　Ｓ＋　　Ａ＋＋
クラレ　　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
ＫＤＤＩ　　　　　　　　　Ｓ＋　　Ｓ　　　Ａ＋　　Ｓ　　
小林製薬　　　　　　　　　Ａ＋　　Ｓ　　　Ｓ＋＋　Ａ　　
サッポロホールディングス　Ｓ　　　Ｓ　　　Ｓ　　　Ｓ　　
シスメックス　　　　　　　Ｓ＋　　Ｓ＋　　Ａ＋　　Ｓ　　
清水建設　　　　　　　　　Ｓ　　　Ｓ＋　　Ａ＋　　Ａ＋　
信越化学工業　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ＋　　Ｓ　　　Ａ＋　
ＪＲ東日本　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ｓ＋　　Ａ＋　
ＪＦＥホールディングス　　Ｓ　　　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
住友商事　　　　　　　　　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ａ＋　
セイコーエプソン　　　　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ｓ　　　Ａ＋　
セコム　　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ｓ　　　Ａ＋　
双　日　　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ＋＋　Ｓ　　　Ａ＋＋
大日本印刷　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ＋＋　Ｓ　　　Ｓ＋　
大和証券グループ本社　　　Ｓ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ｓ＋＋
大和ハウス工業　　　　　　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ｓ＋＋
ダスキン　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ｓ　　
千葉銀行　　　　　　　　　Ｓ　　　Ａ＋　　Ｓ　　　Ａ＋　
中外製薬　　　　　　　　　Ｓ　　　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
Ｔ＆Ｄホールディングス　　Ｓ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ｓ　　
ディー・エヌ・エー　　　　Ｓ　　　Ｓ　　　Ａ　　　Ａ　　
ＤＭＧ森精機　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ａ＋＋
ディスコ　　　　　　　　　Ｓ　　　Ｓ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
東京エレクトロン　　　　　Ａ＋＋　Ｓ＋＋　Ｓ　　　Ｓ＋＋
トヨタ紡織　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ｓ　　　Ｓ　　
豊田自動織機　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ｓ＋　　Ａ＋＋
豊田通商　　　　　　　　　Ｓ　　　Ｓ　　　Ａ＋　　Ａ＋　
トレンドマイクロ　　　　　Ｓ　　　Ａ＋　　Ｓ　　　Ａ＋　
日産自動車　　　　　　　　Ｓ＋　　Ｂ＋＋　Ａ　　　Ｓ＋＋
日清食品ホールディングス　Ｓ　　　Ａ　　　Ｓ＋＋　Ａ＋＋
日本精工　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ｓ＋　
野村総合研究所　　　　　　Ｓ　　　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ａ＋　
日立キャピタル　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ＋　　Ａ＋＋　Ｓ　　
日立ハイテクノロジーズ　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ｓ＋　　Ａ＋＋
ファンケル　　　　　　　　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ｓ＋　　Ａ＋＋
富士通　　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ｓ　　　Ａ＋＋
富士電機　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
ベネッセホールディングス　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ｓ　　
丸井グループ　　　　　　　Ｓ　　　Ａ　　　Ａ＋＋　Ｓ＋　
みずほフィナンシャルグル
ープ

Ｓ＋ Ａ＋ Ａ＋＋ Ａ＋＋

三井不動産　　　　　　　　Ｓ　　　Ｓ　　　Ｓ　　　Ａ＋　
三井物産　　　　　　　　　Ｓ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋＋
三菱商事　　　　　　　　　Ｓ＋　　Ｂ＋＋　Ａ＋＋　Ｓ＋　
三菱電機　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ｓ＋　　Ｓ＋　
明治安田生命保険　　　　　Ｓ　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋　
安川電機　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ＋　　Ｓ＋　　Ａ＋＋
楽　天　　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ＋　　Ｓ＋＋　Ａ＋＋
リコー　　　　　　　　　　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ｓ＋　　Ｓ　　
りそなホールディングス　　Ｓ＋　　Ａ＋　　Ｓ＋　　Ｓ＋　
ローソン　　　　　　　　　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋　

★★★
アイカ工業　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ａ　　
アイシン精機　　　　　　　Ｓ　　　Ｓ　　　Ａ　　　Ａ＋　
ＩＤＥＣ　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ａ　　
旭硝子　　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ｓ＋　
朝日生命保険　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ　　
アマダホールディングス　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ａ＋　
イオンディライト　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋＋
いすゞ自動車　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ａ＋　
荏　原　　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ　　　Ｓ　　
オービック　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ａ＋　
岡村製作所　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ＋＋
オリックス　　　　　　　　Ｓ＋　　Ｂ＋＋　Ｂ＋＋　Ａ＋＋
オリンパス　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ｓ　　　Ｓ　　
カシオ計算機　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ａ＋　
鹿　島　　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ＋　
カルソニックカンセイ　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ｓ＋　
関西ペイント　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ｓ　　　Ａ＋　
キヤノンマーケティングジ
ャパン

Ａ＋＋ Ｓ Ｓ Ａ＋

キユーピー　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋　

協和エクシオ　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋　
サトーホールディングス　　Ｓ　　　Ｓ　　　Ａ＋　　Ａ＋＋
シーボン　　　　　　　　　Ｓ　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ｂ＋＋
シャープ　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ　　　Ａ＋＋　Ａ＋　
商船三井　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ｓ　　　Ａ　　
昭和シェル石油　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ｓ　　
昭和電工　　　　　　　　　Ａ＋　　Ｓ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
新生銀行　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ　　
新日鉄住金ソリューションズ Ｓ Ａ＋＋ Ａ＋＋ Ａ
ジェイテクト　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ　　　Ａ＋＋　Ｓ　　
ＳＣＲＥＥＮホールディン
グス

Ａ＋＋ Ａ＋ Ａ＋ Ａ＋＋

住友化学　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ＋　　Ａ＋　　Ｓ＋　
住友ゴム工業　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
住友林業　　　　　　　　　Ｓ　　　Ａ　　　Ａ＋　　Ｓ　　
積水化学工業　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ＋　　Ａ＋　　Ｓ　　
ゼンショーホールディングス Ａ＋＋ Ａ＋ Ａ Ａ
綜合警備保障　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋＋
総合メディカル　　　　　　Ａ＋＋　Ａ　　　Ｓ　　　Ａ　　
ソフトバンクグループ　　　Ｓ　　　Ａ　　　Ａ＋＋　Ｓ　　
大成建設　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ＋　　Ｓ＋　
大　京　　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
ダイセル　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ　　　Ａ＋＋
大東建託　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
ＴＤＫ　　　　　　　　　　Ａ＋　　Ｓ　　　Ｓ＋　　Ｓ＋　
電通国際情報サービス　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ　　
東急コミュニティー　　　　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ｂ＋＋
東京ガス　　　　　　　　　Ｓ　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ｓ　　
東京センチュリー　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ＋　
東　芝　　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ｓ　　
東洋インキＳＣホールディ
ングス

Ａ＋＋ Ａ＋＋ Ａ＋ Ａ

トッパン・フォームズ　　　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ　　
豊田合成　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋＋
ドンキホーテホールディン
グス

Ａ＋ Ａ＋ Ｓ＋ Ｂ＋＋

ニチレイ　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ｓ　　
日産化学工業　　　　　　　Ａ＋　　Ｓ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
日本軽金属ホールディングス Ａ＋＋ Ａ＋＋ Ａ＋＋ Ａ＋＋
日本製紙　　　　　　　　　Ａ＋　　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ｓ　　
ニトリホールディングス　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ｓ＋　　Ａ＋＋
日本オラクル　　　　　　　Ｓ＋　　Ｂ＋＋　Ａ＋　　Ａ＋　
日本ガイシ　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ＋　　Ｓ　　　Ａ＋＋
日本航空　　　　　　　　　Ｓ　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ　　
日本電気硝子　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋　
日本マクドナルドホールデ
ィングス

Ｓ Ａ Ｓ＋＋ Ｂ＋＋

パソナグループ　　　　　　Ｓ　　　Ａ＋　　Ａ　　　Ａ　　
日立建機　　　　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋　　Ｓ　　　Ａ＋　
日立造船　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ａ＋　　Ａ＋　
フォスター電機　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ｂ＋＋　Ａ＋＋
不二製油グループ本社　　　Ａ＋　　Ｓ　　　Ａ＋　　Ａ＋　
富士ソフト　　　　　　　　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ａ　　　Ｂ＋＋
富士通ゼネラル　　　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ｓ　　　Ａ　　
富士通フロンテック　　　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ＋　　Ｂ＋＋
古河電気工業　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋　
ホンダ　　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ＋＋　Ｓ　　
マツダ　　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ｓ＋＋　Ｓ　　　Ａ　　
マブチモーター　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋　
丸　紅　　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ＋　　Ａ＋　
三井化学　　　　　　　　　Ａ＋　　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ｓ＋　
三井金属　　　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ　　　Ｓ　　
三越伊勢丹ホールディングス Ｓ Ａ Ａ＋ Ａ＋
三菱ガス化学　　　　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋　Ａ＋　　Ａ＋　
三菱重工業　　　　　　　　Ａ＋　　Ｓ　　　Ａ＋＋　Ｓ　　
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　《その他の回答企業一覧》
　愛眼／アインホールディングス／アウトソーシング／アクシア
ルリテイリング／アコム／旭化学工業／旭有機材／アシードホー
ルディングス／アジアゲートホールディングス／あじかん／アス
クル／アダストリア／アップルインターナショナル／アマノ／ア
メイズ／アルバイトタイムス／アルメディオ／ｅＢＡＳＥ／イオ
ン九州／イオンファンタジー／イオンモール／池田泉州ホールデ
ィングス／石光商事／イソライト工業／イチカワ／イチケン／イ
ビデン／今村証券／イメージ情報開発／伊予銀行／イリソ電子工
業／インスペック／ウィザス／上原成商事／植松商会／上村工業
／ウエルシアホールディングス／ヴィンクス／ＡＳＩＡＮ　ＳＴ
ＡＲ／エイチ・アイ・エス／エコナックホールディングス／ｅｎ
ｉｓｈ／エフ・シー・シー／エフテック／ＦＤＫ／エムビーエス
／エンチョー／オートバックスセブン／オーシャンシステム／オ
ウケイウェイヴ／応用技術／大垣共立銀行／大阪工機／オンワー
ドホールディングス／カーディナル／柿安本店／河西工業／カナ
ミックネットワーク／金下建設／兼松／兼松エレクトロニクス／
カワセコンピュータサプライ／カワニシホールディングス／カン
ロ／キタック／キムラ／九州リースサービス／共英製鋼／京都信
用金庫／技研興業／岐阜造園／クレオ／クロス・マーケティング
グループ／グッドコムアセット／グランディーズ／グリーンクロ
ス／ケー・エフ・シー／ケイアイスター不動産／ケイミュー／Ｇ
ａｍｅＷｉｔｈ／コックス／鉱研工業／高速／ココカラファイン
／コムシスホールディングス／サーラコーポレーション／サカイ
引越センター／栄電子／桜護謨／桜島埠頭／札幌臨床検査センタ
ー／サニーサイドアップ／三桜工業／三機工業／山九／三信電気
／三東工業社／燦ホールディングス／サンワテクノス／三和ホー
ルディングス／ＣＳＰ／シダックス／シチズン時計／シャノン／
正栄食品工業／昭和産業／新日本建物／ジーエス・ユアサコーポ
レーション／ＧＦＡ／ＧＣＡ／ジーフット／ジーンテクノサイエ
ンス／ＪＲ東海／ＪＲ西日本／ＪＴＢ／地盤ネットホールディン
グス／スター精密／スターティア／住友ベークライト／生化学工
業／西武ホールディングス／星和電機／セガサミーホールディン
グス／積水化成品工業／セキュアヴェイル／セントラルスポーツ
／相鉄ホールディングス／ＺＯＡ／大成／大豊工業／太洋基礎工
業／太洋工業／大陽日酸／太洋物産／タウンニュース社／高見沢
／タキロンシーアイ／竹内製作所／武田薬品工業／たけびし／タ
ナベ経営／ダイト／ダイドーグループホールディングス／大同工
業／大日光・エンジニアリング／大和コンピューター／ＷＤＩ／

千葉興業銀行／中越パルプ工業／中央インターナショナルグルー
プ／中京医薬品／中部電力／チヨダ／月島機械／筑波銀行／ツル
ハホールディングス／テーオーホールディングス／ティーガイア
／ＴＤＣソフト／ＴＰＲ／テクマトリックス／テリロジー／デー
タホライゾン／ディジタルメディアプロフェッショナル／トーヨ
ーアサノ／東亜合成／東亜バルブエンジニアリング／東海東京フ
ィナンシャル・ホールディングス／東海理化／東急建設／東京計
器／東京製綱／東京電力ホールディングス／東芝機械／東邦アセ
チレン／東邦ホールディングス／東洋建設／東洋ゴム工業／東洋
製缶グループホールディングス／東洋テック／東洋電機／東和フ
ードサービス／トクヤマ／図書印刷／戸田建設／内海造船／南陽
／日水製薬／日邦産業／西松建設／ニチリン／ニチレキ／ニック
ス／ニッコー／日産車体／日東工業／ニッパツ／日本ラッド／日
本アクア／日本エンタープライズ／日本紙パルプ商事／日本興業
／日本コンセプト／日本新薬／日本製粉／ノーリツ／能美防災／
ハイパー／萩原工業／白銅／ハリマ化成グループ／パラマウント
ベッドホールディングス／光ハイツ・ヴェラス／日立工機／ひら
まつ／ＰＲ　ＴＩＭＥＳ／ピーシーデポコーポレーション／ピク
セラ／ファーストコーポレーション／ファーマフーズ／ファイズ
／ファンコミュニケーションズ／フェローテックホールディング
ス／フォーシーズホールディングス／藤井産業／フジクラ／フジ
・コーポレーション／不二サッシ／フタバ産業／フュージョン／
芙蓉総合リース／ＶＳＮ／プラップジャパン／プレス工業／ホー
ブ／ホープ／ホウスイ／ホクト／ホソカワミクロン／北海道電力
／ボルテージ／ポバール興業／マサル／松井証券／マックスバリ
ュ九州／マックスバリュ西日本／マックスバリュ北海道／松屋／
マナック／丸一鋼管／マルシェ／丸和運輸機関／三重交通グルー
プホールディングス／美樹工業／ミスミグループ本社／三井住友
ファイナンス＆リース／三井倉庫ホールディングス／三井ハイテ
ック／三菱地所／三菱スペース・ソフトウエア／三菱製鋼／水戸
証券／ミネベアミツミ／武蔵野銀行／ムトー精工／明光ネットワ
ークジャパン／明電舎／メディカルネット／メディパルホールデ
ィングス／持田製薬／八洲電機／ヤマト・インダストリー／ヤマ
トホールディングス／ユナイテッドアローズ／横浜魚類／ヨシム
ラ・フード・ホールディングス／ヨロズ／四電工／ライク／リゾ
ートトラスト／リブセンス／菱電商事／りらいあコミュニケーシ
ョンズ／ロック・フィールド／ロングライフホールディング／ワ
ールドホールディングス／ワタミ／和田興産／ワンダーコーポレ
ーション （ 音順）

第二部Ａ７ 　 【第三種郵便物認可】 日本経済新聞 ２０１７年　（平成２９年）　１２月１８日　（月曜日）


