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第1回（平成7年度） 鹿島建設 第一製薬 東京製鐵 ソニー 本田技研工業

第2回（平成8年度） 鹿島建設 住友化学工業 第一製薬 住友金属工業 ソニー 本田技研工業

第3回（平成9年度） 鹿島建設 旭化成 第一製薬 住友金属工業 小松製作所 日立製作所 本田技研工業

第4回（平成10年度） 鹿島建設 旭化成 第一製薬 川崎製鉄 小松製作所 富士通 本田技研工業

第5回（平成11年度） 大林組 旭化成 藤沢薬品工業 川崎製鉄 小松製作所 ソニー 三菱自動車

第6回（平成12年度） 日本コムシス 旭化成 藤沢薬品工業 川崎製鉄 豊田工機 日立製作所 本田技研工業

第7回（平成13年度） 日本コムシス 旭化成 藤沢薬品工業 日立金属 小松製作所 日本電気 本田技研工業

第8回（平成14年度） 三菱地所 休み 休み 日立金属 ダイキン工業 キヤノン 本田技研工業

第9回（平成15年度） 三菱地所 アサヒビール 旭化成 藤沢薬品工業 日立金属 休み 休み 休み

第10回（平成16年度） 三菱地所 アサヒビール 休み 休み 休み 小松製作所 キヤノン ヤマハ発動機 東京瓦斯

本年度までのディスクロージャー優良企業一覧
公益社団法人 日本証券アナリスト協会 ディスクロージャー研究会　　　　　

建設・住宅・不動産 食品 化学・繊維 トイレタリー･化粧品 医薬品 鉄鋼・非鉄金属 機械 電気・精密機器 自動車･同部品･タイヤ エネルギー
(2018～石油･鉱業と電力・ガスを統合)

第11回（平成17年度） 三菱地所 アサヒビール 休み 休み 休み 休み 松下電器産業 ヤマハ発動機 東京瓦斯

第12回（平成18年度） 大東建託 アサヒビール 休み 東京瓦斯エーザイ 休み 小松製作所 松下電器産業 ヤマハ発動機

日産自動車 東京瓦斯

第14回（平成20年度） 三菱地所 アサヒビール 休み 休み 住友金属工業 小松製作所 日本電産 日産自動車 東京瓦斯

第13回（平成19年度） 三菱地所 アサヒビール 休み 休み 休み 休み 日本電産

第15回（平成21年度） 大東建託 アサヒビール 休み 大阪瓦斯

第16回（平成22年度） 大東建託 アサヒビール 旭化成 アステラス製薬 DOWAホールディングス 小松製作所 日本電産

休み 住友金属工業 休み 日本電産 日産自動車

日産自動車 JXホールディングス 大阪瓦斯

日産自動車 JXホールディングス 東京瓦斯

第18回（平成24年度） 大東建託
アサヒグループ

ホールディングス
旭化成 東京瓦斯アステラス製薬 住友金属鉱山 小松製作所 ニコン 日産自動車 国際石油開発帝石

第17回（平成23年度） 休み
アサヒグループ

ホールディングス
旭化成 アステラス製薬 住友金属鉱山 休み オムロン

日産自動車 JXホールディングス 休み

第20回（平成26年度） 大東建託
アサヒグループ

ホールディングス
旭化成 アステラス製薬 住友金属鉱山 小松製作所 日本電産 富士重工業 JXホールディングス 東京瓦斯

第19回（平成25年度） 大東建託
アサヒグループ

ホールディングス
旭化成 アステラス製薬 住友金属鉱山 休み オムロン

第21回（平成27年度） 大東建託 休み 旭化成 東京瓦斯

第22回（平成28年度） 休み 味の素 三井化学 休み 住友金属鉱山 小松製作所 オムロン

シスメックス 住友金属鉱山 休み オムロン 富士重工業 昭和シェル石油

第24回（2018年度） 大東建託
アサヒグループ

ホールディングス
三井化学

富士重工業 昭和シェル石油 東京瓦斯

第23回（平成29年度） 大東建託
アサヒグループ

ホールディングス
三井化学 塩野義製薬 住友金属鉱山

塩野義製薬 住友金属鉱山 小松製作所 オムロン SUBARU 東京瓦斯

休み 日本電産 SUBARU
コスモエネルギー
ホールディングス

東京瓦斯

第26回（2020年度） 大和ハウス工業
アサヒグループ

ホールディングス
日産化学 花王

第25回（2019年度） 大東建託
アサヒグループ

ホールディングス
三井化学 花王

塩野義製薬 日本製鉄 ダイキン工業 オムロン 豊田合成 ENEOSホールディングス

住友金属鉱山 休み ソニー SUBARU JXTGホールディングス塩野義製薬

第28回（2022年度） 積水ハウス 味の素 三井化学 ファンケル

第27回（2021年度） 積水ハウス
アサヒグループ

ホールディングス
三井化学 ファンケル

第一三共 日本製鉄 小松製作所 オムロン ブリヂストン 該当なし

日本製鉄 休み オムロン デンソー 日本瓦斯アステラス製薬



2/2
本年度までのディスクロージャー優良企業一覧

公益社団法人 日本証券アナリスト協会 ディスクロージャー研究会　　　　　

第1回（平成7年度） 三菱商事 イトーヨーカ堂

第2回（平成8年度） 三菱商事 イトーヨーカ堂

第3回（平成9年度） 三菱商事 ジャスコ

第4回（平成10年度） 三菱商事 ユニー 静岡銀行

第5回（平成11年度） 三菱商事 ユニー 富士銀行

第6回（平成12年度） 三菱商事 ユニー 富士銀行

第7回（平成13年度） 三菱商事 ユニー 住友信託銀行

第8回（平成14年度） エヌ・ティ・ティ・ドコモ 三菱商事 休み 住友信託銀行 エヌイーシーソフト

第9回（平成15年度） 西日本旅客鉄道 KDDI 三菱商事 休み 住友信託銀行 野村総合研究所

第10回（平成16年度） 商船三井 KDDI 休み 休み 住友信託銀行 野村総合研究所

テレウェイヴ 三菱商事
シチズン電子 日本電産
エン・ジャパン 住友信託銀行
テレウェイヴ 三菱商事
サイバーエージェント サイバーエージェント
エン・ジャパン 住友信託銀行
ディー･エヌ･エー 日本電産
日本マイクロニクス 三菱商事
SBIイー･トレード証券 東京瓦斯
日本マイクロニクス 三菱商事
サイバーエージェント 日本電産
プロトコーポレーション 住友信託銀行
日本マイクロニクス アサヒビール
エス･エム･エス 日本電産
ジュピターテレコム 東京瓦斯
プロトコーポレーション 日本電産
日本マイクロニクス アステラス製薬
サイバーエージェント アサヒビール
サイバーエージェント サイバーエージェント
②メッセージ 旭化成
②プロトコーポレーション 日本電産
プロトコーポレーション 国際石油開発帝石
メッセージ アステラス製薬
エムティーアイ シスメックス
プロトコーポレーション 日本電産
サイバーエージェント シスメックス
イリソ電子工業 ＪＸホールディングス
セリア JXホールディングス
メッセージ シスメックス
イリソ電子工業 日本電産
セリア シスメックス
ピーシーデポコーポレーション 三菱UFJフィナンシャル･グループ
③フジオフードシステム　③プロトコーポレーション 日本電産
プロトコーポレーション アサヒグループホールディングス

セリア 日本電産
セプテーニ・ホールディングス 三菱UFJフィナンシャル･グループ

フロイント産業 アサヒグループホールディングス

セリア シスメックス
エン・ジャパン 三菱UFJフィナンシャル･グループ

プロトコーポレーション 日本電産
セリア 三井物産
ハーモニック・ドライブ・システムズ ＫＤＤＩ
SHIFT 三菱UFJフィナンシャル･グループ

ティーケーピー 日本電産
ユーザベース 三井物産
ユーザベース 野村総合研究所
弁護士ドットコム 三井住友 フィナンシャルグループ

メドピア 東京海上ホールディングス
ＨＥＮＮＧＥ 中外製薬
ユーザベース 野村総合研究所
メドレー 味の素
ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 日本製鉄

スマレジ 野村総合研究所

ｉ－ｐｌｕｇ 味の素

ITサービス・ソフトウェア 広告･メディア･エンタテインメント 新興市場銘柄
個人投資家向け

情報提供

第11回（平成17年度） 商船三井 KDDI 三菱商事 休み
 みずほ
 フィナンシャルグループ

運輸 通信･インターネット 商社 小売業 銀行 保険･証券･その他金融

野村総合研究所

第12回（平成18年度） 東日本旅客鉄道 KDDI 三菱商事 ローソン 住友信託銀行 野村総合研究所

第13回（平成19年度） 東日本旅客鉄道 KDDI 三菱商事 ローソン 住友信託銀行 野村総合研究所

第14回（平成20年度） 東日本旅客鉄道 KDDI 三菱商事 ローソン 住友信託銀行 住商情報システム

野村総合研究所

第16回（平成22年度） 全日本空輸 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 丸紅 ローソン 住友信託銀行

第15回（平成21年度） 東日本旅客鉄道 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 休み ローソン りそなホールディングス

野村総合研究所

第17回（平成23年度） 西日本旅客鉄道 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 休み ファミリーマート
①三菱UFJ
　　フィナンシャル･グループ
①三井住友
　　フィナンシャルグループ

野村総合研究所

第18回（平成24年度） 東日本旅客鉄道 KDDI 伊藤忠商事 ローソン
①三菱UFJ
　　フィナンシャル･グループ
①みずほ
　　フィナンシャルグループ

伊藤忠テクノソリューションズ

休み

第20回（平成26年度） 東日本旅客鉄道 KDDI 三井物産 ローソン
三菱UFJ
 フィナンシャル･グループ

第19回（平成25年度） 東日本旅客鉄道 KDDI 伊藤忠商事 ローソン
 みずほ
 フィナンシャルグループ

SCSK

第21回（平成27年度） 東日本旅客鉄道 日本電信電話 三菱商事 ローソン
三菱UFJ
 フィナンシャル･グループ SCSK

第22回（平成28年度） ANAホールディングス 日本電信電話 三菱商事 丸井グループ
三菱UFJ
 フィナンシャル･グループ SCSK 該当なし

野村総合研究所 リクルートホールディングス

第24回（2018年度） 日本航空 日本電信電話 三井物産 丸井グループ
三菱UFJ
 フィナンシャル･グループ

東京海上ホールディングス

第23回（平成29年度） ANAホールディングス 日本電信電話 三井物産 J.　フロント リテイリング
三菱UFJ
 フィナンシャル･グループ

野村総合研究所 セガサミーホールディングス

第25回（2019年度） 日本航空 GMOペイメントゲートウェイ 三井物産 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

三井住友
 フィナンシャルグループ

東京海上ホールディングス 野村総合研究所 オリエンタルランド

第26回（2020年度） ANAホールディングス GMOペイメントゲートウェイ 三井物産 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

三井住友
 フィナンシャルグループ

東京海上ホールディングス 野村総合研究所 オリエンタルランド

野村総合研究所 オリエンタルランド

(注)　同順位の場合、社名はコード番号順に記載。　　　　　　　　　　　　　　　　

東京海上ホールディングス 野村総合研究所 オリエンタルランド

第28回（2022年度） 日本航空 日本電信電話 三井物産 丸井グループ
三菱UFJ
 フィナンシャル･グループ

東京海上ホールディングス

第27回（2021年度） 日本航空 日本電信電話 三井物産 丸井グループ
三井住友
 フィナンシャルグループ

該当なし
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