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明治ホールディングス　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　Ａ＋＋
明治安田生命保険　　　　　Ｓ　　　　Ａ　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋
森永製菓　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ａ　　
安川電機　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ＋　　　Ａ＋　　Ａ＋＋
ヤマハ　　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ｓ＋　　Ｓ　　
ヤマハ発動機　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ｓ　　　Ａ＋＋
ゆうちょ銀行　　　　　　　Ｓ　　　　Ｂ＋＋　　Ａ＋＋　Ａ＋　
横河電機　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ｓ　　
横浜ゴム　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ａ＋　
ライオン　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ｓ＋　
良品計画　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　　Ｓ　　　Ｂ＋＋
リンナイ　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ａ　　
ルネサンス　　　　　　　　Ｓ　　　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ｂ＋＋
ロート製薬　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　　Ａ＋＋　Ｓ　　
ローム　　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　Ａ＋＋
ワコールホールディングス　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ａ＋　

　
ＩＤＥＣ　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ　　
ＩＤホールディングス　　　Ａ＋＋　　Ｂ＋＋　　Ａ　　　Ｂ＋＋
アインホールディングス　　Ａ＋＋　　Ｂ＋＋　　Ｂ＋＋　Ａ＋＋
アクサ生命保険　　　　　　Ｓ　　　　Ｂ＋＋　　Ｂ＋＋　Ｂ＋＋
アクサ損害保険　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ｂ＋＋
朝日生命保険　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ　　　　Ａ　　　Ａ　　
ＡＤＥＫＡ　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ＋　
いすゞ自動車　　　　　　　Ａ　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ　　
いちご　　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ　　
イトーキ　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　Ａ　　
伊予銀行　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｂ＋＋　　Ａ　　　Ａ＋　
岩谷産業　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ　　　　Ａ＋　　Ａ　　
宇部興産　　　　　　　　　Ａ　　　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ＋＋
ＮＴＴファシリティーズ　　Ａ＋　　　Ｂ＋＋　　Ａ　　　Ａ＋　
エフピコ　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ｂ＋＋
大塚商会　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　　Ａ　　　Ａ　　
ＯＫＩ　　　　　　　　　　Ａ　　　　Ａ＋　　　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＋＋ Ｂ＋＋ Ａ

オリンパス　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
カカクコム　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ　　　　Ａ＋＋　Ｂ＋＋
カシオ計算機　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　Ａ＋　
関西電力　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ　　
キッセイ薬品工業　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ｂ＋＋　Ｂ＋＋
九州フィナンシャルグルー
プ

Ａ＋ Ａ Ａ＋ Ａ＋

共同印刷　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ　　
協和キリン　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ｓ　　
クオールホールディングス　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ　　
クレディセゾン　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ｂ＋＋
クレハ　　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ　　　　Ａ＋　　Ａ＋　
グリー　　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ｂ＋＋
グンゼ　　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ＋　
コスモエネルギーホールデ
ィングス

Ａ＋＋ Ｂ＋＋ Ｂ＋＋ Ａ＋

小林製薬　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ａ＋　
コムシスホールディングス　Ａ＋　　　Ａ　　　　Ａ＋　　Ａ＋　
コンコルディア・フィナン
シャルグループ

Ａ＋ Ａ＋ Ａ Ａ＋

サイバーエージェント　　　Ａ　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ｂ＋＋
ＳＵＭＣＯ　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ　　
沢井製薬　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ｓ　　　Ａ＋　
サンケン電気　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ　　
サンデンホールディングス　Ａ＋　　　Ａ　　　　Ａ　　　Ａ＋　
三和ホールディングス　　　Ａ　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ＋　
ＣＫＤ　　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ＋　
システムインテグレータ　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ｂ＋＋
シチズン時計　　　　　　　Ａ　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ｓ　　
商船三井　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ＋　
シンフォニアテクノロジー　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　Ｂ＋＋
ＪＲ西日本　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ｓ　　　Ｂ＋＋
Ｊ－オイルミルズ　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ　　
ジェイテクト　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ＋＋
ジュピターテレコム　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ｂ　　
スズキ　　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ　　　　Ａ＋　　Ｓ　　
スタンレー電気　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ　　　　Ａ　　　Ａ＋　
ＳＵＢＡＲＵ　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ｓ　　　Ａ＋＋
住友ゴム工業　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ　　　　Ａ＋　　Ａ＋　
住友重機械工業　　　　　　Ａ　　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　Ａ＋　
住友電気工業　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ＋　
住友理工　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　Ａ＋　
セーレン　　　　　　　　　Ａ　　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　Ｂ＋＋
セイコーホールディングス　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ　　
セガサミーホールディング
ス

Ａ＋ Ａ Ａ Ａ＋

積水化成品工業　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ　　
ゼンショーホールディング
ス

Ａ＋ Ａ＋ Ｓ Ａ

綜合警備保障　　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ　　　　Ａ＋　　Ａ　　
総合メディカルホールディ
ングス

Ａ＋＋ Ａ Ａ＋ Ｂ＋＋

大陽日酸　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ　　

太陽誘電　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
タムラ製作所　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ　　
タムロン　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　Ａ　　
大王製紙　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ　　　　Ａ＋　　Ａ　　
ダイセル　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ｂ＋＋　Ａ＋　
ダイダン　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ＋＋
ダイフク　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ｓ　　
ダイヘン　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ＋　　　Ａ＋　　Ａ＋　
ティーガイア　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　　Ａ　　　Ａ＋　
ディップ　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ　　　　Ａ　　　Ｂ＋＋
東亜合成　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ　　　　Ｂ＋＋　Ａ＋　
東海東京フィナンシャル・
ホールディングス

Ａ＋＋ Ａ Ａ Ａ＋＋

東急不動産ホールディング
ス

Ａ＋＋ Ａ Ｂ＋＋ Ａ

東京センチュリー　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ＋　
東京建物　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　　Ａ＋　　Ａ＋　
東芝テック　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ　　
東ソー　　　　　　　　　　Ａ　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　Ｓ　　
東邦ガス　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　Ａ＋＋
東洋インキＳＣホールディ
ングス

Ａ＋＋ Ａ＋ Ａ＋ Ｂ＋

ビジネスエンジニアリング　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ｂ＋＋
戸田建設　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ｂ＋＋　Ａ＋＋
豊田合成　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ＋＋
トランスコスモス　　　　　Ａ＋　　　Ａ　　　　Ａ　　　Ｂ＋＋
トレンドマイクロ　　　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　　Ａ　　　Ａ＋　
ニチアス　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ｂ＋＋　Ａ　　
ニチレイ　　　　　　　　　Ａ　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
ＮＩＳＳＨＡ　　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ　　　　Ａ　　　Ａ＋＋
日清オイリオグループ　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ａ　　
日新電機　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ　　
日清紡ホールディングス　　Ａ＋　　　Ａ　　　　Ｂ＋＋　Ａ　　
日本製紙　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
日本通運　　　　　　　　　Ａ　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
日本郵政　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｂ＋＋　　Ａ＋　　Ａ＋　
日本触媒　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ＋＋
日本ゼオン　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ｂ＋＋　Ａ　　
日本電気硝子　　　　　　　Ａ　　　　Ｓ　　　　Ａ　　　Ａ＋　
日本特殊陶業　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ＋＋
日本マクドナルドホールデ
ィングス

Ａ＋＋ Ｂ＋ Ａ Ａ＋＋

能美防災　　　　　　　　　Ａ　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ｂ＋　
野村不動産ホールディング
ス

Ａ＋ Ａ＋ Ａ Ａ

ノリタケカンパニーリミテ
ド

Ａ＋ Ａ＋ Ａ Ｂ＋＋

ハウス食品グループ本社　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ＋＋
博報堂ＤＹホールディング
ス

Ａ＋＋ Ａ Ａ＋ Ａ

長谷工コーポレーション　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ＋＋
八十二銀行　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ＋　
日立建機　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ＋　
日立造船　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ　　　Ａ　　
日立物流　　　　　　　　　Ａ　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ＋　
ファミリーマート　　　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　　Ｓ　　　Ｂ＋＋
フォスター電機　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ＋　
富国生命保険　　　　　　　Ａ＋　　　Ｂ＋＋　　Ａ＋＋　Ｂ　　
不二製油グループ本社　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ＋＋
富士通フロンテック　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　Ｂ＋　
藤森工業　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　Ａ　　
芙蓉総合リース　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ＋＋
フリュー　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ　　　　Ａ　　　Ａ＋　
ブリヂストン　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　　Ａ＋　　Ｓ＋　
ペプチドリーム　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ　　　　Ａ＋　　Ａ　　
前田建設工業　　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ　　　　Ａ　　　Ａ＋　
マクセルホールディングス　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ａ　　
マックスバリュ東海　　　　Ａ＋　　　Ｂ＋＋　　Ａ＋　　Ａ＋　
マルハニチロ　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ　　　　Ａ＋＋　Ｂ＋＋
ミサワホーム　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ　　　　Ａ　　　Ａ　　
三井住友建設　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ＋　
三越伊勢丹ホールディング
ス

Ａ＋＋ Ａ Ａ＋ Ａ＋

三菱ガス化学　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ＋＋
三菱電機　　　　　　　　　Ａ　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ｓ＋＋
Ｍｉｎｏｒｉソリューショ
ンズ

Ａ＋ Ａ＋ Ａ Ａ

武蔵精密工業　　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ＋　　　Ａ＋　　Ａ　　
明電舎　　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ＋　
モスフードサービス　　　　Ａ＋　　　Ｂ＋＋　　Ａ＋　　Ａ　　
持田製薬　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ｂ＋　　Ａ＋　
森永乳業　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ　　　　Ａ＋　　Ａ　　
ユアサ商事　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｂ＋＋　　Ｂ＋＋　Ｂ＋＋
雪印メグミルク　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　　Ａ＋　　Ａ＋　
リョービ　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ＋＋
リンテック　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ｂ＋＋　Ａ　　
ルネサスエレクトロニクス　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ａ＋　
レオパレス２１　　　　　　Ａ＋＋　　Ｂ＋　　　Ｂ＋＋　Ｂ＋＋
レンゴー　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ｂ＋＋　Ｂ＋＋
ワールド　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ａ＋　

　
ＩＨＩ　　　　　　　　　　Ｓ　　　　Ｓ　　　　Ｓ　　　Ａ＋＋
アイシン精機　　　　　　　Ｓ　　　　Ｓ＋　　　Ａ＋＋　Ｓ　　
アズビル　　　　　　　　　Ｓ　　　　Ｓ＋　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
伊藤忠テクノソリューショ
ンズ

Ｓ Ｓ＋ Ａ＋＋ Ａ＋

ＮＥＣネッツエスアイ　　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ａ＋　
荏　原　　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ＋　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
小野薬品工業　　　　　　　Ｓ　　　　Ｓ＋　　　Ｓ　　　Ｓ　　
キッコーマン　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ｓ＋　　Ａ＋＋
キヤノン　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ｓ＋＋　Ｓ　　
クボタ　　　　　　　　　　Ｓ　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ｓ　　
コカ・コーラ　ボトラーズ
ジャパンホールディングス

Ｓ Ａ＋＋ Ｓ＋ Ｓ

島津製作所　　　　　　　　Ｓ　　　　Ｓ＋＋　　Ｓ　　　Ａ＋　
清水建設　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ＋＋　　Ｓ　　　Ｓ　　
ＪＲ東日本　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ＋　　　Ｓ＋　　Ａ　　
Ｊ・フロントリテイリング　Ｓ　　　　Ｓ　　　　Ｓ　　　Ａ＋＋
住友化学　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ＋　　　Ａ＋　　Ａ＋＋
住友商事　　　　　　　　　Ｓ＋　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ｓ　　
セイコーエプソン　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ｓ　　　Ａ＋＋
積水化学工業　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ＋　　　Ｓ　　　Ｓ＋　
積水ハウス　　　　　　　　Ｓ　　　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
セコム　　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ＋　　　Ｓ＋＋　Ａ＋　
セブン＆アイ・ホールディ
ングス

Ｓ Ａ＋ Ｓ Ｓ

第一三共　　　　　　　　　Ｓ　　　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　Ｓ＋　
第一生命ホールディングス　Ｓ　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ｓ　　
大日本印刷　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ＋＋　　Ｓ＋　　Ｓ　　
中外製薬　　　　　　　　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　Ｓ　　
Ｔ＆Ｄホールディングス　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ｓ　　
ＴＩＳ　　　　　　　　　　Ｓ＋　　　Ｓ＋　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
ディー・エヌ・エー　　　　Ａ＋＋　　Ｓ＋＋　　Ｓ　　　Ｓ　　
デンソー　　　　　　　　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　　Ｓ＋　　Ｓ　　
電通国際情報サービス　　　Ａ＋＋　　Ｓ＋　　　Ａ＋＋　Ｂ＋＋
東　レ　　　　　　　　　　Ｓ　　　　Ｓ＋　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
トヨタ紡織　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
ニコン　　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ＋　　　Ｓ＋＋　Ａ＋＋
日本精工　　　　　　　　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ｓ　　
日本電産　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ｓ＋　　Ｓ＋＋
日本ユニシス　　　　　　　Ｓ　　　　Ｓ＋　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
日立キャピタル　　　　　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
日立システムズ　　　　　　Ｓ　　　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　Ｂ＋＋
富士通　　　　　　　　　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　Ｓ＋　
丸井グループ　　　　　　　Ｓ　　　　Ｓ　　　　Ｓ　　　Ｓ＋　
丸　紅　　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　Ｓ＋＋
三井住友トラスト・ホール
ディングス

Ｓ Ｓ Ａ＋＋ Ｓ

三井物産　　　　　　　　　Ｓ＋　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　Ｓ　　
三菱商事　　　　　　　　　Ｓ＋　　　Ａ＋　　　Ｓ　　　Ｓ＋＋
楽　天　　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ＋＋　　Ｓ＋＋　Ａ　　
りそなホールディングス　　Ｓ　　　　Ｓ　　　　Ｓ　　　Ｓ　　

　
アイカ工業　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
愛知製鋼　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　Ａ＋　
アスクル　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ａ　　
アドバンテスト　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ｓ　　
アマダホールディングス　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ｓ＋　　Ａ＋　
アルプスアルパイン　　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ａ　　　Ａ　　
イオンディライト　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　Ａ＋＋
イオンフィナンシャルサー
ビス

Ａ＋＋ Ａ＋＋ Ｓ Ａ＋

伊藤園　　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　　Ａ＋＋　Ｂ＋＋
伊藤忠エネクス　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ＋＋
インテージホールディング
ス

Ａ＋＋ Ａ＋＋ Ａ＋ Ｂ＋＋

ウェザーニューズ　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　Ａ　　
ＡＧＣ　　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　　Ａ＋＋　Ｓ＋　
エイチ・ツー・オーリテイ
リング

Ａ＋＋ Ａ＋ Ａ＋ Ａ

江崎グリコ　　　　　　　　Ｓ　　　　Ａ　　　　Ａ＋＋　Ａ　　
ＳＭＢＣ日興証券　　　　　Ｓ　　　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ　　
王子ホールディングス　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
大阪ガス　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　Ｂ＋＋
大塚ホールディングス　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ｓ　　　Ａ＋　
大林組　　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　Ａ＋　
オカムラ　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ａ＋　　Ａ＋　
オリックス　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　　Ａ＋＋　Ａ＋　
鹿　島　　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　Ａ＋　
川崎重工業　　　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ　　　　Ｓ　　　Ａ＋＋
キヤノンマーケティングジ
ャパン

Ａ＋ Ａ＋＋ Ｓ＋ Ｓ

キユーピー　　　　　　　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ａ＋　
京セラ　　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ　　　　Ａ＋　　Ｓ　　
協和エクシオ　　　　　　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　Ａ＋　
クラレ　　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ　　　Ａ＋　
グローリー　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　Ａ＋　
コーセー　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ　　　　Ｓ　　　Ａ＋　
コクヨ　　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ｓ＋　　Ｓ　　
サトーホールディングス　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ａ　　　Ａ　　
三機工業　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ　　　　Ａ＋　　Ａ＋　
シスメックス　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ａ＋　　Ｓ　　
昭和電工　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　Ａ＋＋
信越化学工業　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ｓ　　　Ｓ　　
新生銀行　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ａ　　
新日本空調　　　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ　　　　Ｓ　　　Ａ＋＋
ＪＢＣＣホールディングス　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　Ａ　　
ＪＸＴＧホールディングス　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ａ＋　　Ａ＋　
ＪＦＥホールディングス　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　Ｓ　　
ＳＣＲＥＥＮホールディン
グス

Ａ＋＋ Ａ＋ Ａ＋ Ａ＋＋

住友金属鉱山　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ＋＋
住友生命保険　　　　　　　Ｓ　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ａ＋　
住友林業　　　　　　　　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　Ａ＋　
双　日　　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ　　　Ａ＋＋
大成建設　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ　　　Ａ＋＋
高砂熱学工業　　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ　　　　Ａ＋　　Ａ＋　
高島屋　　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ｓ＋　　Ａ＋　
竹中工務店　　　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ＋　　　Ａ＋　　Ｂ　　
大建工業　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
大東建託　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ＋＋
大日本住友製薬　　　　　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　Ｓ　　
大和ハウス工業　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ｓ＋　
ダスキン　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ｓ＋　　Ａ＋＋
中部電力　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　Ｓ　　
ＴＤＫ　　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ｓ　　
テルモ　　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
ＤＩＣ　　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ　　　Ａ＋＋
デンカ　　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
東　急　　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ＋＋
東急コミュニティー　　　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　Ｂ＋＋
東京エレクトロン　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ｓ＋＋
東　芝　　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋
凸版印刷　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　Ａ　　
トッパン・フォームズ　　　Ａ＋＋　　Ｓ＋　　　Ａ＋＋　Ａ　　
豊田自動織機　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　Ａ＋　
豊田通商　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　Ａ　　
ナブテスコ　　　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ＋　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
日産化学　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋
日清製粉グループ本社　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ａ＋　
日鉄ソリューションズ　　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　Ａ＋　
日東電工　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ａ＋　　Ａ＋＋
日本水産　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ａ　　
日本製鉄　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　　Ａ＋＋　Ｓ　　
ニトリホールディングス　　Ａ＋＋　　Ａ　　　　Ａ＋＋　Ｓ　　
日本ガイシ　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
日本航空　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
日本新薬　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ　　　Ａ＋＋
日本生命保険　　　　　　　Ｓ　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ｓ　　
野村総合研究所　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ａ　　
パルコ　　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ＋　
日立金属　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
日立ソリューションズ　　　Ｓ　　　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ｂ＋＋
日立ハイテクノロジーズ　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　Ｓ　　
日野自動車　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
富士ソフト　　　　　　　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　Ａ＋＋
富士通ゼネラル　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ　　　　Ｓ　　　Ａ　　
富士電機　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　Ａ＋　
ベネッセホールディングス　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
堀場製作所　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　Ａ＋＋
ホンダ　　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　　Ｓ＋　　Ｓ　　
ポーラ・オルビスホールデ
ィングス

Ａ＋＋ Ａ＋＋ Ａ Ａ＋＋

マブチモーター　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　Ｓ　　
マンダム　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　Ａ＋＋
三井化学　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ａ＋＋　Ｓ＋　
三井金属　　　　　　　　　Ａ＋　　　Ｓ　　　　Ａ＋　　Ｓ　　
三井住友ＤＳアセットマネ
ジメント

Ａ＋＋ Ａ＋ Ａ＋ Ａ

三井住友ファイナンス＆リ
ース

Ａ＋＋ Ａ＋＋ Ａ＋ Ｂ＋＋

三菱地所　　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ＋　　Ａ＋＋
三菱自動車　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　　Ａ＋＋　Ａ＋　
三菱重工業　　　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ＋　　　Ａ＋＋　Ａ＋＋
三菱日立パワーシステムズ　Ａ＋＋　　Ｓ　　　　Ｓ　　　Ｂ＋　
三菱ＵＦＪフィナンシャル
・グループ

Ａ＋＋ Ａ＋ Ａ＋＋ Ｓ＋＋

ミネベアミツミ　　　　　　Ａ＋＋　　Ａ　　　　Ａ＋　　Ｓ　　

市　場
開拓力

経営
基盤

　
社　名

人　材
活用力

イノベー
ション力

２５ 　 【第三種郵便物認可】 日本経済新聞 ２０１９年　（令和元年）　１１月１２日　（火曜日）


