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回答企業一覧（全637社）
コード 総合評価 社名

2503 ★★★★★ キリンホールディングス
4902 ★★★★★ コニカミノルタ
7752 ★★★★★ リコー
2502 ★★★★☆ アサヒグループホールディングス
6754 ★★★★☆ アンリツ
8267 ★★★★☆ イオン
4523 ★★★★☆ エーザイ
8725 ★★★★☆ ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
4528 ★★★★☆ 小野薬品工業
6645 ★★★★☆ オムロン
4452 ★★★★☆ 花王
6301 ★★★★☆ コマツ

18558 ★★★★☆ サントリーホールディングス
4911 ★★★★☆ 資生堂
1803 ★★★★☆ 清水建設
6724 ★★★★☆ セイコーエプソン
1928 ★★★★☆ 積水ハウス
3382 ★★★★☆ セブン＆アイ・ホールディングス
6758 ★★★★☆ ソニー
8630 ★★★★☆ ＳＯＭＰＯホールディングス
4568 ★★★★☆ 第一三共
6367 ★★★★☆ ダイキン工業
7912 ★★★★☆ 大日本印刷
1925 ★★★★☆ 大和ハウス工業
8766 ★★★★☆ 東京海上ホールディングス
6502 ★★★★☆ 東芝
5332 ★★★★☆ ＴＯＴＯ
2914 ★★★★☆ 日本たばこ産業
6752 ★★★★☆ パナソニック
4901 ★★★★☆ 富士フイルムホールディングス
5108 ★★★★☆ ブリヂストン
8252 ★★★★☆ 丸井グループ
4188 ★★★★☆ 三菱ケミカルホールディングス
8113 ★★★★☆ ユニ・チャーム
3407 ★★★★ 旭化成
7936 ★★★★ アシックス
6845 ★★★★ アズビル
8001 ★★★★ 伊藤忠商事
6701 ★★★★ ＮＥＣ
9613 ★★★★ ＮＴＴデータ
9437 ★★★★ ＮＴＴドコモ
9532 ★★★★ 大阪ガス
7994 ★★★★ オカムラ
2811 ★★★★ カゴメ
9107 ★★★★ 川崎汽船
7751 ★★★★ キヤノン
6326 ★★★★ クボタ
9433 ★★★★ ＫＤＤＩ
4922 ★★★★ コーセー
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回答企業一覧（全637社）
コード 総合評価 社名

4507 ★★★★ 塩野義製薬
7701 ★★★★ 島津製作所
4063 ★★★★ 信越化学工業
7735 ★★★★ ＳＣＲＥＥＮホールディングス
7270 ★★★★ ＳＵＢＡＲＵ
4005 ★★★★ 住友化学
8053 ★★★★ 住友商事
1911 ★★★★ 住友林業
4204 ★★★★ 積水化学工業
9735 ★★★★ セコム
2768 ★★★★ 双日
4091 ★★★★ 大陽日酸
8233 ★★★★ 高島屋
4508 ★★★★ 田辺三菱製薬
7740 ★★★★ タムロン
1878 ★★★★ 大東建託
6383 ★★★★ ダイフク
8601 ★★★★ 大和証券グループ本社
4519 ★★★★ 中外製薬
6762 ★★★★ ＴＤＫ
3401 ★★★★ 帝人
4631 ★★★★ ＤＩＣ
6146 ★★★★ ディスコ
6902 ★★★★ デンソー
3289 ★★★★ 東急不動産ホールディングス
8035 ★★★★ 東京エレクトロン
6588 ★★★★ 東芝テック
3402 ★★★★ 東レ
1860 ★★★★ 戸田建設
3116 ★★★★ トヨタ紡織
7282 ★★★★ 豊田合成
7731 ★★★★ ニコン
4021 ★★★★ 日産化学
7915 ★★★★ ＮＩＳＳＨＡ
2897 ★★★★ 日清食品ホールディングス
3105 ★★★★ 日清紡ホールディングス
6471 ★★★★ 日本精工
9101 ★★★★ 日本郵船
8604 ★★★★ 野村ホールディングス
8586 ★★★★ 日立キャピタル
6501 ★★★★ 日立製作所
8036 ★★★★ 日立ハイテクノロジーズ
9983 ★★★★ ファーストリテイリング
4921 ★★★★ ファンケル
5803 ★★★★ フジクラ
6702 ★★★★ 富士通
6504 ★★★★ 富士電機
6448 ★★★★ ブラザー工業
7267 ★★★★ ホンダ
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回答企業一覧（全637社）
コード 総合評価 社名

4927 ★★★★ ポーラ・オルビスホールディングス
8411 ★★★★ みずほフィナンシャルグループ
4183 ★★★★ 三井化学
8309 ★★★★ 三井住友トラスト・ホールディングス
8316 ★★★★ 三井住友フィナンシャルグループ
8031 ★★★★ 三井物産
7211 ★★★★ 三菱自動車
7011 ★★★★ 三菱重工業
6503 ★★★★ 三菱電機
6479 ★★★★ ミネベアミツミ
6981 ★★★★ 村田製作所
2269 ★★★★ 明治ホールディングス
7951 ★★★★ ヤマハ
6841 ★★★★ 横河電機
5101 ★★★★ 横浜ゴム
4912 ★★★★ ライオン
8566 ★★★★ リコーリース
8308 ★★★★ りそなホールディングス
3941 ★★★★ レンゴー
7013 ★★★☆ ＩＨＩ
4206 ★★★☆ アイカ工業
7259 ★★★☆ アイシン精機
6770 ★★★☆ アルプスアルパイン
7202 ★★★☆ いすゞ自動車
6310 ★★★☆ 井関農機
7972 ★★★☆ イトーキ
4739 ★★★☆ 伊藤忠テクノソリューションズ
9202 ★★★☆ ＡＮＡホールディングス
5201 ★★★☆ ＡＧＣ
3861 ★★★☆ 王子ホールディングス
4578 ★★★☆ 大塚ホールディングス
1802 ★★★☆ 大林組
6703 ★★★☆ ＯＫＩ
7733 ★★★☆ オリンパス
1812 ★★★☆ 鹿島
7012 ★★★☆ 川崎重工業
2801 ★★★☆ キッコーマン
8060 ★★★☆ キヤノンマーケティングジャパン
2809 ★★★☆ キユーピー
6971 ★★★☆ 京セラ
4151 ★★★☆ 協和キリン
1861 ★★★☆ 熊谷組
3405 ★★★☆ クラレ
6457 ★★★☆ グローリー
7984 ★★★☆ コクヨ
5021 ★★★☆ コスモエネルギーホールディングス
7945 ★★★☆ コマニー
2501 ★★★☆ サッポロホールディングス
6444 ★★★☆ サンデンホールディングス
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回答企業一覧（全637社）
コード 総合評価 社名

4471 ★★★☆ 三洋化成工業
6869 ★★★☆ シスメックス
7762 ★★★☆ シチズン時計
6753 ★★★☆ シャープ
9104 ★★★☆ 商船三井
2004 ★★★☆ 昭和産業
4004 ★★★☆ 昭和電工
1952 ★★★☆ 新日本空調
5970 ★★★☆ ジーテクト
9020 ★★★☆ ＪＲ東日本
5411 ★★★☆ ＪＦＥホールディングス
6473 ★★★☆ ジェイテクト
3086 ★★★☆ Ｊ・フロントリテイリング
7269 ★★★☆ スズキ
5713 ★★★☆ 住友金属鉱山
5110 ★★★☆ 住友ゴム工業
6302 ★★★☆ 住友重機械工業
5802 ★★★☆ 住友電気工業
5191 ★★★☆ 住友理工
1801 ★★★☆ 大成建設
6976 ★★★☆ 太陽誘電
1969 ★★★☆ 高砂熱学工業
4502 ★★★☆ 武田薬品工業

13323 ★★★☆ 竹中工務店
6768 ★★★☆ タムラ製作所
8750 ★★★☆ 第一生命ホールディングス
3880 ★★★☆ 大王製紙
7905 ★★★☆ 大建工業
1980 ★★★☆ ダイダン
4506 ★★★☆ 大日本住友製薬
6622 ★★★☆ ダイヘン

82110 ★★★☆ 大和リース
4665 ★★★☆ ダスキン
8795 ★★★☆ Ｔ＆Ｄホールディングス
7313 ★★★☆ テイ・エス　テック
9682 ★★★☆ ＤＴＳ
4061 ★★★☆ デンカ
4324 ★★★☆ 電通
5105 ★★★☆ ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
4186 ★★★☆ 東京応化工業
8439 ★★★☆ 東京センチュリー
9501 ★★★☆ 東京電力ホールディングス
4042 ★★★☆ 東ソー
9533 ★★★☆ 東邦ガス
9506 ★★★☆ 東北電力
4634 ★★★☆ 東洋インキＳＣホールディングス
4043 ★★★☆ トクヤマ
7911 ★★★☆ 凸版印刷
7862 ★★★☆ トッパン・フォームズ
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回答企業一覧（全637社）
コード 総合評価 社名

6201 ★★★☆ 豊田自動織機
8015 ★★★☆ 豊田通商
6268 ★★★☆ ナブテスコ
1820 ★★★☆ 西松建設
6641 ★★★☆ 日新電機
6988 ★★★☆ 日東電工
1332 ★★★☆ 日本水産
3863 ★★★☆ 日本製紙
5401 ★★★☆ 日本製鉄
2282 ★★★☆ 日本ハム
6178 ★★★☆ 日本郵政
5333 ★★★☆ 日本ガイシ
6997 ★★★☆ 日本ケミコン
9201 ★★★☆ 日本航空

41005 ★★★☆ 日本生命保険
5334 ★★★☆ 日本特殊陶業
8056 ★★★☆ 日本ユニシス
4307 ★★★☆ 野村総合研究所
7433 ★★★☆ 伯東
2433 ★★★☆ 博報堂ＤＹホールディングス
5486 ★★★☆ 日立金属
6305 ★★★☆ 日立建機
9086 ★★★☆ 日立物流
7205 ★★★☆ 日野自動車
6794 ★★★☆ フォスター電機
2607 ★★★☆ 不二製油グループ本社
6755 ★★★☆ 富士通ゼネラル
9783 ★★★☆ ベネッセホールディングス
3865 ★★★☆ 北越コーポレーション
6810 ★★★☆ マクセルホールディングス
7261 ★★★☆ マツダ
8002 ★★★☆ 丸紅
1722 ★★★☆ ミサワホーム
8022 ★★★☆ ミズノ
5706 ★★★☆ 三井金属
1821 ★★★☆ 三井住友建設
8801 ★★★☆ 三井不動産
3099 ★★★☆ 三越伊勢丹ホールディングス
8058 ★★★☆ 三菱商事
8802 ★★★☆ 三菱地所
6508 ★★★☆ 明電舎
2201 ★★★☆ 森永製菓
2267 ★★★☆ ヤクルト本社
6506 ★★★☆ 安川電機
7272 ★★★☆ ヤマハ発動機
7294 ★★★☆ ヨロズ
6098 ★★★☆ リクルートホールディングス
5947 ★★★☆ リンナイ
6723 ★★★☆ ルネサスエレクトロニクス
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回答企業一覧（全637社）
コード 総合評価 社名

6963 ★★★☆ ローム
6652 ★★★ ＩＤＥＣ
5857 ★★★ アサヒホールディングス
2678 ★★★ アスクル
6857 ★★★ アドバンテスト
2593 ★★★ 伊藤園
8088 ★★★ 岩谷産業
4208 ★★★ 宇部興産
4088 ★★★ エア・ウォーター
2206 ★★★ 江崎グリコ
9719 ★★★ ＳＣＳＫ
9143 ★★★ ＳＧホールディングス
6472 ★★★ ＮＴＮ

13667 ★★★ ＮＴＴファシリティーズ
6361 ★★★ 荏原
7212 ★★★ エフテック
7947 ★★★ エフピコ
8020 ★★★ 兼松
2229 ★★★ カルビー
9503 ★★★ 関西電力
7181 ★★★ かんぽ生命保険
3106 ★★★ クラボウ
4023 ★★★ クレハ
3002 ★★★ グンゼ
9008 ★★★ 京王電鉄
6999 ★★★ ＫＯＡ
7276 ★★★ 小糸製作所
4967 ★★★ 小林製薬
7186 ★★★ コンコルディア・フィナンシャルグループ
6287 ★★★ サトーホールディングス
3436 ★★★ ＳＵＭＣＯ
4555 ★★★ 沢井製薬
6707 ★★★ サンケン電気
5929 ★★★ 三和ホールディングス
9507 ★★★ 四国電力
6967 ★★★ 新光電気工業
2613 ★★★ Ｊ－オイルミルズ
6632 ★★★ ＪＶＣケンウッド
6923 ★★★ スタンレー電気
4228 ★★★ 積水化成品工業
4689 ★★★ Ｚホールディングス
2331 ★★★ 綜合警備保障
9434 ★★★ ソフトバンク
2531 ★★★ 宝ホールディングス
9502 ★★★ 中部電力
6371 ★★★ 椿本チエイン
3626 ★★★ ＴＩＳ
6481 ★★★ ＴＨＫ
8249 ★★★ テクノアソシエ
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回答企業一覧（全637社）
コード 総合評価 社名

5301 ★★★ 東海カーボン
6995 ★★★ 東海理化
9005 ★★★ 東急
1720 ★★★ 東急建設
8804 ★★★ 東京建物
5901 ★★★ 東洋製缶グループホールディングス
5714 ★★★ ＤＯＷＡホールディングス
9044 ★★★ 南海電気鉄道
5393 ★★★ ニチアス
2871 ★★★ ニチレイ
2602 ★★★ 日清オイリオグループ
2327 ★★★ 日鉄ソリューションズ

69215 ★★★ 日本アクセス
9062 ★★★ 日本通運
4516 ★★★ 日本新薬
2001 ★★★ 日本製粉
4205 ★★★ 日本ゼオン
4041 ★★★ 日本曹達
5214 ★★★ 日本電気硝子
6594 ★★★ 日本電産
2702 ★★★ 日本マクドナルドホールディングス
3231 ★★★ 野村不動産ホールディングス
5331 ★★★ ノリタケカンパニーリミテド
2810 ★★★ ハウス食品グループ本社
1808 ★★★ 長谷工コーポレーション
8359 ★★★ 八十二銀行
7004 ★★★ 日立造船
8028 ★★★ ファミリーマート
6945 ★★★ 富士通フロンテック
7917 ★★★ 藤森工業
7241 ★★★ フタバ産業
8424 ★★★ 芙蓉総合リース
5715 ★★★ 古河機械金属
6856 ★★★ 堀場製作所
1824 ★★★ 前田建設工業
6592 ★★★ マブチモーター
1333 ★★★ マルハニチロ
4917 ★★★ マンダム
4182 ★★★ 三菱ガス化学
5711 ★★★ 三菱マテリアル
8306 ★★★ 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
7220 ★★★ 武蔵精密工業
4534 ★★★ 持田製薬
2264 ★★★ 森永乳業
2212 ★★★ 山崎製パン
7182 ★★★ ゆうちょ銀行
4755 ★★★ 楽天
4526 ★★★ 理研ビタミン
7966 ★★★ リンテック
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回答企業一覧（全637社）
コード 総合評価 社名

2651 ★★★ ローソン
3591 ★★★ ワコールホールディングス
9600 ★★☆以下 アイネット
9627 ★★☆以下 アインホールディングス
2427 ★★☆以下 アウトソーシング

13987 ★★☆以下 アクサ生命保険
8255 ★★☆以下 アクシアルリテイリング
4395 ★★☆以下 アクリート
7238 ★★☆以下 曙ブレーキ工業
8572 ★★☆以下 アコム
5962 ★★☆以下 浅香工業

41008 ★★☆以下 朝日生命保険
5162 ★★☆以下 朝日ラバー
4514 ★★☆以下 あすか製薬
2685 ★★☆以下 アダストリア
4401 ★★☆以下 ＡＤＥＫＡ
8925 ★★☆以下 アルデプロ
7183 ★★☆以下 あんしん保証
3294 ★★☆以下 イーグランド
9787 ★★☆以下 イオンディライト
4343 ★★☆以下 イオンファンタジー
8570 ★★☆以下 イオンフィナンシャルサービス
2750 ★★☆以下 石光商事
3513 ★★☆以下 イチカワ
8133 ★★☆以下 伊藤忠エネクス
8098 ★★☆以下 稲畑産業
8385 ★★☆以下 伊予銀行
6200 ★★☆以下 インソース
4825 ★★☆以下 ウェザーニューズ
6091 ★★☆以下 ウエスコホールディングス
9914 ★★☆以下 植松商会
4966 ★★☆以下 上村工業
3141 ★★☆以下 ウエルシアホールディングス
3772 ★★☆以下 ウェルス・マネジメント
4235 ★★☆以下 ウルトラファブリックス・ホールディングス
4388 ★★☆以下 エーアイ
7265 ★★☆以下 エイケン工業
4659 ★★☆以下 エイジス
8242 ★★☆以下 エイチ・ツー・オーリテイリング
3969 ★★☆以下 エイトレッド
3136 ★★☆以下 エコノス

99005 ★★☆以下 エス・エー・エス
3198 ★★☆以下 ＳＦＰホールディングス

18637 ★★☆以下 ＳＭＢＣ日興証券
3223 ★★☆以下 エスエルディー
2196 ★★☆以下 エスクリ
1973 ★★☆以下 ＮＥＣネッツエスアイ
6928 ★★☆以下 エノモト
1401 ★★☆以下 エムビーエス
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回答企業一覧（全637社）
コード 総合評価 社名

9832 ★★☆以下 オートバックスセブン
7727 ★★☆以下 オーバル
9755 ★★☆以下 応用地質
8361 ★★☆以下 大垣共立銀行
5959 ★★☆以下 岡部
5122 ★★☆以下 オカモト
8397 ★★☆以下 沖縄銀行
9007 ★★☆以下 小田急電鉄
5218 ★★☆以下 オハラ
8585 ★★☆以下 オリエントコーポレーション
8591 ★★☆以下 オリックス
8016 ★★☆以下 オンワードホールディングス
7256 ★★☆以下 河西工業
6952 ★★☆以下 カシオ計算機
6566 ★★☆以下 要興業
9678 ★★☆以下 カナモト
2220 ★★☆以下 亀田製菓
2216 ★★☆以下 カンロ
6498 ★★☆以下 キッツ
4547 ★★☆以下 キッセイ薬品工業
7180 ★★☆以下 九州フィナンシャルグループ
4569 ★★☆以下 キョーリン製薬ホールディングス
8370 ★★☆以下 紀陽銀行
8369 ★★☆以下 京都銀行

40222 ★★☆以下 京都信用金庫
7914 ★★☆以下 共同印刷
1951 ★★☆以下 協和エクシオ
3034 ★★☆以下 クオールホールディングス
8253 ★★☆以下 クレディセゾン
3320 ★★☆以下 クロスプラス
8104 ★★☆以下 クワザワ
3261 ★★☆以下 グランディーズ
8334 ★★☆以下 群馬銀行
3420 ★★☆以下 ケー・エフ・シー
9009 ★★☆以下 京成電鉄
3246 ★★☆以下 コーセーアールイー
6905 ★★☆以下 コーセル

13324 ★★☆以下 鴻池組
5406 ★★☆以下 神戸製鋼所
3038 ★★☆以下 神戸物産

12436 ★★☆以下 国分グループ本社
4222 ★★☆以下 児玉化学工業
9422 ★★☆以下 コネクシオ
3580 ★★☆以下 小松マテーレ
3173 ★★☆以下 Ｃｏｍｉｎｉｘ
8218 ★★☆以下 コメリ
4751 ★★☆以下 サイバーエージェント
9039 ★★☆以下 サカイ引越センター
9446 ★★☆以下 サカイホールディングス
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回答企業一覧（全637社）
コード 総合評価 社名

9776 ★★☆以下 札幌臨床検査センター
2180 ★★☆以下 サニーサイドアップ
8381 ★★☆以下 山陰合同銀行
1961 ★★☆以下 三機工業
1788 ★★☆以下 三東工業社
9628 ★★☆以下 燦ホールディングス
8011 ★★☆以下 三陽商会
8137 ★★☆以下 サンワテクノス
6407 ★★☆以下 ＣＫＤ
5953 ★★☆以下 昭和鉄工
4826 ★★☆以下 ＣＩＪ
7049 ★★☆以下 識学
8132 ★★☆以下 シナネンホールディングス
4428 ★★☆以下 シノプス

99003 ★★☆以下 島津興業
8227 ★★☆以下 しまむら
7482 ★★☆以下 シモジマ
3976 ★★☆以下 シャノン
9083 ★★☆以下 神姫バス
8303 ★★☆以下 新生銀行
8893 ★★☆以下 新日本建物
5563 ★★☆以下 新日本電工
6507 ★★☆以下 シンフォニアテクノロジー
5903 ★★☆以下 ＳＨＩＮＰＯ
9889 ★★☆以下 ＪＢＣＣホールディングス
9449 ★★☆以下 ＧＭＯインターネット
2694 ★★☆以下 ジー・テイスト
9142 ★★☆以下 ＪＲ九州
9022 ★★☆以下 ＪＲ東海
9021 ★★☆以下 ＪＲ西日本

12257 ★★☆以下 ＪＴＢ
7172 ★★☆以下 ジャパンインベストメントアドバイザー
7408 ★★☆以下 ジャムコ
9826 ★★☆以下 ＪＥＵＧＩＡ

14861 ★★☆以下 ジュピターテレコム
44665 ★★☆以下 スーパーホテル
41010 ★★☆以下 住友生命保険
3569 ★★☆以下 セーレン
8050 ★★☆以下 セイコーホールディングス
6653 ★★☆以下 正興電機製作所
9069 ★★☆以下 センコーグループホールディングス
7550 ★★☆以下 ゼンショーホールディングス
9277 ★★☆以下 総合メディカルホールディングス

48201 ★★☆以下 ソフマップ
3375 ★★☆以下 ＺＯＡ
1979 ★★☆以下 大気社
4581 ★★☆以下 大正製薬ホールディングス
4025 ★★☆以下 多木化学
6432 ★★☆以下 竹内製作所
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回答企業一覧（全637社）
コード 総合評価 社名

7268 ★★☆以下 タツミ
7673 ★★☆以下 ダイコー通産
1814 ★★☆以下 大末建設
4202 ★★☆以下 ダイセル
2590 ★★☆以下 ダイドーグループホールディングス
7245 ★★☆以下 大同メタル工業
9797 ★★☆以下 大日本コンサルタント

14139 ★★☆以下 ダイユーエイト
3816 ★★☆以下 大和コンピューター
3877 ★★☆以下 中越パルプ工業
4540 ★★☆以下 ツムラ
9812 ★★☆以下 テーオーホールディングス
3738 ★★☆以下 ティーガイア
4687 ★★☆以下 ＴＤＣソフト
3652 ★★☆以下 ディジタルメディアプロフェッショナル

14619 ★★☆以下 デンソーテン
4812 ★★☆以下 電通国際情報サービス
8142 ★★☆以下 トーホー
8923 ★★☆以下 トーセイ
4045 ★★☆以下 東亜合成
4430 ★★☆以下 東海ソフト
8616 ★★☆以下 東海東京フィナンシャル・ホールディングス
7721 ★★☆以下 東京計器

14382 ★★☆以下 東京スター銀行
4093 ★★☆以下 東邦アセチレン
8129 ★★☆以下 東邦ホールディングス
5484 ★★☆以下 東北特殊鋼
8151 ★★☆以下 東陽テクニカ
9686 ★★☆以下 東洋テック
1805 ★★☆以下 飛島建設
1921 ★★☆以下 巴コーポレーション
8365 ★★☆以下 富山銀行
9830 ★★☆以下 トラスコ中山
9715 ★★☆以下 トランスコスモス
3997 ★★☆以下 トレードワークス
4704 ★★☆以下 トレンドマイクロ
7987 ★★☆以下 ナカバヤシ
9788 ★★☆以下 ナック
2922 ★★☆以下 なとり
2790 ★★☆以下 ナフコ
7014 ★★☆以下 名村造船所
8085 ★★☆以下 ナラサキ産業

45476 ★★☆以下 ナンバ
7417 ★★☆以下 南陽
4550 ★★☆以下 日水製薬
5186 ★★☆以下 ニッタ
9913 ★★☆以下 日邦産業
3992 ★★☆以下 ニーズウェル
9792 ★★☆以下 ニチイ学館
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回答企業一覧（全637社）
コード 総合評価 社名

4541 ★★☆以下 日医工
5184 ★★☆以下 ニチリン
5343 ★★☆以下 ニッコー
7222 ★★☆以下 日産車体
6569 ★★☆以下 日総工産
5957 ★★☆以下 日東精工
1429 ★★☆以下 日本アクア
8032 ★★☆以下 日本紙パルプ商事
3276 ★★☆以下 日本管理センター
9873 ★★☆以下 日本ＫＦＣホールディングス
4539 ★★☆以下 日本ケミファ

13955 ★★☆以下 日本情報通信
4362 ★★☆以下 日本精化
5631 ★★☆以下 日本製鋼所
4997 ★★☆以下 日本農薬
5355 ★★☆以下 日本ルツボ
3940 ★★☆以下 ノムラシステムコーポレーション
6254 ★★☆以下 野村マイクロ・サイエンス
7561 ★★☆以下 ハークスレイ
3054 ★★☆以下 ハイパー
7856 ★★☆以下 萩原工業
2173 ★★☆以下 博展
9731 ★★☆以下 白洋舎
4410 ★★☆以下 ハリマ化成グループ

16166 ★★☆以下 阪急交通社
9042 ★★☆以下 阪急阪神ホールディングス
6181 ★★☆以下 パートナーエージェント
5988 ★★☆以下 パイオラックス
7817 ★★☆以下 パラマウントベッドホールディングス
8251 ★★☆以下 パルコ
6247 ★★☆以下 日阪製作所

66079 ★★☆以下 日立システムズ
2764 ★★☆以下 ひらまつ
4827 ★★☆以下 ビジネス・ワンホールディングス
2818 ★★☆以下 ピエトロ
7956 ★★☆以下 ピジョン

51482 ★★☆以下 ファイブグループ
2461 ★★☆以下 ファンコミュニケーションズ
5940 ★★☆以下 不二サッシ
9749 ★★☆以下 富士ソフト
9722 ★★☆以下 藤田観光
2336 ★★☆以下 富士テクノソリューションズ
4676 ★★☆以下 フジ・メディア・ホールディングス
2211 ★★☆以下 不二家
9757 ★★☆以下 船井総研ホールディングス
3977 ★★☆以下 フュージョン

90009 ★★☆以下 ｆｒｅｅｅ
6238 ★★☆以下 フリュー
4298 ★★☆以下 プロトコーポレーション
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回答企業一覧（全637社）
コード 総合評価 社名

4587 ★★☆以下 ペプチドリーム
69085 ★★☆以下 北都銀行
2573 ★★☆以下 北海道コカ・コーラボトリング
9509 ★★☆以下 北海道電力
6586 ★★☆以下 マキタ
3171 ★★☆以下 マックスバリュ九州
8198 ★★☆以下 マックスバリュ東海
7465 ★★☆以下 マックスバリュ北海道
3088 ★★☆以下 マツモトキヨシホールディングス
8237 ★★☆以下 松屋
5463 ★★☆以下 丸一鋼管
9090 ★★☆以下 丸和運輸機関
6269 ★★☆以下 三井海洋開発

70223 ★★☆以下 三井住友ＤＳアセットマネジメント
18009 ★★☆以下 三井住友ファイナンス＆リース
5632 ★★☆以下 三菱製鋼
1417 ★★☆以下 ミライト・ホールディングス
4668 ★★☆以下 明光ネットワークジャパン

41003 ★★☆以下 明治安田生命保険
1976 ★★☆以下 明星工業

70004 ★★☆以下 メットライフ生命保険
7459 ★★☆以下 メディパルホールディングス
8153 ★★☆以下 モスフードサービス
3653 ★★☆以下 モルフォ
2812 ★★☆以下 焼津水産化学工業
3385 ★★☆以下 薬王堂

90069 ★★☆以下 ユーメディア
8074 ★★☆以下 ユアサ商事
2270 ★★☆以下 雪印メグミルク
2806 ★★☆以下 ユタカフーズ
7606 ★★☆以下 ユナイテッドアローズ
3103 ★★☆以下 ユニチカ
7443 ★★☆以下 横浜魚類
2884 ★★☆以下 ヨシムラ・フード・ホールディングス
2462 ★★☆以下 ライク

47192 ★★☆以下 ＬＡＶＡ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
8143 ★★☆以下 ラピーヌ
4681 ★★☆以下 リゾートトラスト
4429 ★★☆以下 リックソフト
1431 ★★☆以下 Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ
8084 ★★☆以下 菱電商事
7453 ★★☆以下 良品計画
2378 ★★☆以下 ルネサンス
8848 ★★☆以下 レオパレス２１
4527 ★★☆以下 ロート製薬
3612 ★★☆以下 ワールド
7522 ★★☆以下 ワタミ
8931 ★★☆以下 和田興産

51610 ★★☆以下 ＯＮＥデザインズ
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