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調査の説明・データの見方

東洋経済「プラチナキャリア調査」について

●東洋経済「プラチナキャリア調査」の第1回調査を2018

年12月に実施。東洋経済『CSR企業総覧』2019年版に掲載

した1501社のうち、同調査票に回答した企業1297社に調

査票を送付。このうち回答企業248社のデータを取りま

とめた。

●上記の調査と東洋経済「CSR（企業の社会的責任）調査」

第14回調査（2018年調査）の回答データを用いて、キャ

リアに関する「長期的視点」「自律的な学び」「社会的な貢

献」の3つの観点から、各社の「プラチナキャリア評価」を

行い、その得点を掲載した。また、CSR調査を基にした

「CSR評価」も掲載。CSR評価に関するデータは『CSR企

業総覧（雇用・人材活用編）（ESG編）』2019年版に掲載して

いる。両評価は100点満点であり、CSR評価の格付けはい

ずれも「AAA、AA、A、B、C」の5段階評価である。

※「CSRデータ」はデジタルデータとしても販売してい

ます。お問い合わせは小社「データベース営業部」Tel 

03-3246-5580までお願いいたします

【調査時期】 2018年12月～2019年2月

【調査方法・内容】 『CSR企業総覧（雇用・人材活用編）

（ESG編）』2019年版に掲載した1501社のうち、第14回

CSR調査（2018年調査）に回答した企業1297社にプラチナ

キャリア調査票を送付。各社の調査票記入・返送につい

ては、郵送またはPDF調査票による回答を依頼した。

【データの掲載】 項目に記入がなく回答データのない場

合には、原則としてすべて「―」を記載した。以下、全項

目を通じて一部の例外を除き「―」は未回答または不明を

示す。

1 会社基本データ
●

【会社コード】 上場企業は証券コード、未上場企業は小

社刊『会社四季報 未上場会社版』などで使用している東

洋経済独自コード。

【会社名】 社名の前に「株式会社」がつく場合は㈱を付記、

後ろにつく場合は省略。

【本社】 【TEL】 実質上の本社所在地と電話番号。

【設立】 原則として登記上の設立年月。

【上場】 戦後、証券取引所再開後に最初に上場した市場

の上場年月。

【決算期】 本決算期。

【特色】 業容、業界での地位、資本系列、沿革などの特徴

を記載（基本的に『CSR企業総覧（雇用・人材活用編）（ESG

編）』2019年版の掲載内容と同じ）。西暦は2018年→18年

のように表記。

2 CSR評価・格付け
●

■CSR評価
東洋経済新報社「財務・企業評価チーム」が作成（アドバ

イザー：山本昌弘・明治大学教授）。人材活用45項目、環

境28項目、企業統治38項目、社会性30項目、基本16項目。

それぞれ「AAA、AA、A、B、C」の5段階評価の格付けと

100点満点の得点（速報値）。評価は全社・全業種統一基準

で行った（会社規模、上場・未上場も同様）。評価方法は原

則として全項目加点方式で、ネガティブなデータを回答

したことによって減点されることはない。

格付けは上記4分野各評価の最大得点と得点分布を考

慮して最終的に作成している。格付け評価は『CSR企業

総覧（雇用・人材活用編）（ESG編）』2019年版に掲載した会

社における相対評価であり、全上場企業および主要未上

場企業全体における位置づけではない。一方、100点満点
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の得点は評価で得られた基礎得点をトップが100点にな

るよう修正。その修正比率を全社一律（一部除く）に適用

して作成している。

評価の対象は原則2017年度までのデータによるため、

直近における企業による事件・不祥事等は原則として評

価に含まない。また、各分野別の評価項目で一定の有効

回答が得られなかった場合や得点が上位700位までに入

らなかった場合等は「―」とした。

■各分野の評価項目
【人材活用】 女性社員比率、離職者状況、年間総労働時

間、残業時間、30歳平均賃金、外国人管理職の有無、女性

管理職・部長職比率、女性役員の有無、ダイバーシティー

推進の基本理念、ダイバーシティー尊重の経営方針、障

害者雇用率、LGBTへの対応、有給休暇取得率、産休期

間、育児休業取得者数（男女合計・男性のみ）、男性の育児

休業取得率、勤務形態の柔軟化の諸制度、インセンティ

ブを高めるための諸制度、メンタルヘルス休職者数、人

権尊重等の取り組み、従業員の評価基準の公開、従業員

の満足度調査など45項目

【環境】 環境担当部署の有無、環境担当役員の有無、環境

方針文書の有無、環境会計の有無、同会計・費用と効果の

把握状況、環境監査の実施状況、ISO14001取得率（国内・

海外）、グリーン購入体制、水問題の認識、環境関連法令

違反、CO2排出量等削減への中期計画の有無、スコープ

3、環境目標の設定・実績（17年度）、気候変動への対応の

取り組み、環境ビジネスへの取り組み、生物多様性保全

への取り組み・支出額など28項目

【企業統治】 経営理念、CSR活動のマテリアリティ設定、

ステークホルダー・エンゲージメント、活動報告の第三

者の関与、CSR担当部署の有無、CSR担当役員の有無、

CSR方針の有無、法令順守関連部署の有無、CSR関連基

準の利用・参加、内部監査部門の有無、内部通報・告発窓

口（社内・社外）設置、同件数の開示、内部通報・告発者の

権利保護に関する規定制定、刑事告発、海外でのカルテ

ル・贈賄等の摘発、汚職・贈収賄防止の方針、政治献金等

の開示、相談役・顧問制度、リスクマネジメント等の体

制、BCP策定など38項目

【社会性】 消費者対応部署の有無、社会貢献担当部署の

有無、商品・サービスの安全に関する部署の有無、社会貢

献活動支出額、NPO・NGO等との連携、投資家・ESG（環

境・社会・ガバナンス）調査機関との対話、SRIインデック

ス等への組み入れ・エコファンド等の採用状況、ISO9000

シリーズの取得状況（国内・海外）、CSR調達への取り組

み状況、SDGs（持続可能な開発目標）の対応状況、CSV・

BOPビジネスの取り組み、海外での課題解決等の活動、

プロボノ支援、東日本大震災等の復興支援など30項目

3 プラチナキャリア
●

プラチナキャリア評価は、2018年12月に行った第1回

調査（回答社数248社）と東洋経済CSR調査を用いて算出

している。評価は、プラチナキャリア調査13項目とCSR

調査25項目を「長期的視点」（50点満点）、「自律的な学び」

（30点満点）、「社会的な貢献」（20点満点）の3つに分類し

て行い、その合計点（100点満点）を掲載している。得点

は、各分類の基礎得点をトップが満点になるよう修正。

その修正比率を全社一律（一部除く）に適用し、修正後の

得点を合計して掲載している。各分野別の評価項目で一

定の有効回答が得られなかった場合や得点が上位100位

までに入らなかった場合等は「―」とした。

評価方法はすべて加点式で行い、回答内容による減点

はない。使用したCSR評価の詳細については『CSR企業

総覧（雇用・人材活用編）（ESG編）』2019年版に掲載してい

る。

評価項目（太字はプラチナキャリア調査）
【長期的（長期的視点）】 役職定年、役職定年後の職種・ポ

ジション、正社員の定年、定年変更など雇用年齢の引き

上げ、複線型人事制度、有給休暇取得率（最新年度）、育

児休業取得者、男性の育児休業取得者、介護休業取得者、

退職した社員の再雇用制度の有無、ユニークな両立支援

制度、勤務形態の柔軟化に関する諸制度、65歳までの雇

用、残業時間・残業手当、30歳平均賃金、年間総労働時間

の開示、内部通報・告発窓口設置、内部通報・告発者の権

利保護に関する規定制定の18項目

【自律的（自律的な学び）】 正社員が自ら受講する研修、1

人当たり教育研修費用、キャリア研修、50歳以上対象の

キャリア研修、キャリア相談、社員のキャリア相談担当、
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自らチャレンジする社員の支援制度、社外資格の社内評

価制度、従業員のインセンティブを高めるための諸制

度、従業員の評価基準の公開、能力・評価結果の本人への

公開の11項目

【社会的（社会的な貢献）】 ボランティア休暇、ボラン

ティア休職・青年海外協力隊参加、CSR活動のマテリア

リティ設定、中長期的な企業価値向上の基礎となる経営

理念、地域社会参加活動実績、教育・学術支援活動実績、

プロボノ支援、CSVの取り組み、SDGs（持続可能な開発

目標）の目標とターゲットの9項目

■プラチナキャリア推進の取り組み
基本的に下記のいずれかの項目を表示しているが、一

部丸数字で複数項目を選んでいる場合がある（例：①・②

など）。

【役職定年】 役職定年制度の有無。①有、②無（以前有）、

③無（以前から無）、④他、で表記。④他、は具体的な記載

があれば内容を記載。

【役職定年後の職種・ポジション】 役職定年後の社員が、

主に従事する職種やポジション。①従前と同格の専門

職、②従前より軽い役割の専門職、③従前より軽い役割

のライン職、④他、で表記。④他、は具体的な記載があれ

ば内容を記載。【役職定年】が①有の場合に掲載。

【正社員の定年】 正社員の定年または正社員と同等の処

遇が適用される上限年齢の有無。①有、②定年無、で表

記。①有、に具体的な年齢があれば記載。

【定年変更など雇用年齢の引き上げ】 定年の変更など、

雇用年齢の引き上げの検討状況。①定年年齢引き上げを

検討、②定年制度廃止を検討、③正社員と異なる処遇で

雇用上限引き上げを検討、④検討していない、⑤他、で

表記。①定年年齢引き上げを検討、③正社員と異なる処

遇で雇用上限引き上げを検討、は具体的な年齢があれば

記載。④他、は具体的な記載があれば内容を記載。

【正社員が自ら受講する研修】 正社員が自ら受講する研

修（社外研修を含む）を選択できるかについて、①できる

（一部のみできるも含む）、②できない、③他、で表記。③

他、は具体的な記載があれば内容を記載。

【1人当たり教育研修費用】 直近年度における正社員1人

当たりの年間教育研修費用。

【キャリア研修】 キャリア研修の実施状況。①実施して

いる、②実施していない、③検討中、④他、で表記。④

他、は具体的な記載があれば内容を記載。

【50歳以上対象のキャリア研修】 50歳以上を対象とした

キャリア研修の有無。役職研修は除く。①実施している、

②実施していない、③検討中、④他、で表記。④他は、具

体的な記載があれば内容を記載。【キャリア研修】が①実

施している、③検討中、の場合に記載。

【キャリア相談】 キャリア相談の実施状況。①定期的に

実施している、②不定期に実施している、③実施してい

ない、④検討中、⑤他、で表記。⑤他、は具体的な記載が

あれば内容を記載。

【社員のキャリア相談担当】 キャリア相談の担当者。①

人事部担当者、②人事部以外の社内専門家、③社外専門

家（キャリアコンサルタントなど）、④人事部担当者と社

外専門家を併用、⑤人事部以外の社内専門家と社外専門

家を併用、⑥他、で表記。⑥他は、具体的な記載があれ

ば内容を記載。【キャリア相談】が①定期的に実施してい

る、②不定期に実施している、の場合に記載。

【自らチャレンジする社員の支援制度】 社員が現在就い

ている業務以外に、新たな業務にチャレンジしようとし

た場合、それを支援する制度の有無。①有、②無、③他、

で表記。③他、は具体的な記載があれば内容を記載。

【社外資格の社内評価制度】 社員が保有する社外資格の

評価制度の有無。①有、②無、③他、で表記。③他、は具

体的な記載があれば内容を記載。

【複線型人事制度】 複線型人事制度の導入状況。①導入

している、②導入していない、③検討中、④他、で表記。

③検討中、④他、は具体的な記載があれば内容を記載。

【長期的視点のキャリア構築】 長期的な視点で従業員の

キャリア構築に取り組んでいる内容を記載。「従業員」は

雇用しているすべての社員（正社員以外も含む）を想定。

【60歳以上の雇用・キャリア構築】 60歳以上の人材の雇用

やキャリア構築に関して取り組んでいる内容を記載。

【50歳以上の人材が継続的に働けることを目的とした研

修】 50歳以上の社員が継続的に働けることを目的とし

た、社員研修や社員の自己研鑽に対して取り組んでいる

内容を記載。また、30～40代の中堅社員への取り組みが

ある場合は併記。いずれも役職にかかわる研修は除く。

【社員の自主的な社会貢献活動】 社員の自主的な社会貢

献活動を支援するために取り組んでいる内容を記載。
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5 0 音 順 索 引

〔ア〕
IDEC ………………………………… 51
IDホールディングス ……………… 67
アイシン精機………………………… 56
アクシアル リテイリング………… 81
アサヒグループホールディングス… 23
アシックス…………………………… 61
アジア航測…………………………… 64
アジレント・テクノロジー ………… 58
アスクル……………………………… 78
アルバイトタイムス………………… 93
アルプスアルパイン………………… 52
朝日生命保険………………………… 88
新家工業……………………………… 40

〔イ〕
イズミ………………………………… 81
イビデン……………………………… 47
いちご………………………………… 91
井関農機……………………………… 44
伊藤園………………………………… 24
伊藤忠エネクス……………………… 76
伊藤忠テクノソリューションズ…… 68

〔ウ〕
宇部興産……………………………… 29

〔エ〕
AGC ………………………………… 37
NECソリューションイノベータ … 72
NECネッツエスアイ ……………… 65
NTTデータ ………………………… 70
NTTドコモ ………………………… 69
SCSK ………………………………… 70
エーザイ……………………………… 34
エイチ・ツー・オー リテイリング… 80
エスエルディー……………………… 79
荏原…………………………………… 45

〔オ〕
ODKソリューションズ …………… 66
オートバックスセブン……………… 77
オカムラ……………………………… 61
オムロン……………………………… 50
オリンパス…………………………… 58
大分銀行……………………………… 85
大垣共立銀行………………………… 84
大阪ガス……………………………… 62
大林組………………………………… 18
小田急電鉄…………………………… 63
小野薬品工業………………………… 34

〔カ〕
カーディナル………………………… 59
カカクコム…………………………… 93
カルビー……………………………… 22
花王…………………………………… 30
鹿島…………………………………… 19
川崎重工業…………………………… 55
関西電力……………………………… 62

〔キ〕
キッコーマン………………………… 25
キヤノン……………………………… 54
キリンホールディングス…………… 23
京セラ………………………………… 54
京都銀行……………………………… 85
共同印刷……………………………… 60
協和エクシオ………………………… 20

〔ク〕
クボタ………………………………… 44
クラレ………………………………… 27
グローリー…………………………… 46

〔ケ〕
KDDI ………………………………… 69

〔コ〕
コーセー……………………………… 32
コックス……………………………… 82
コムシスホールディングス………… 17

〔サ〕
サカイ引越センター………………… 63
サガミホールディングス…………… 82
サッポロホールディングス………… 22
サトーホールディングス…………… 43
サンゲツ……………………………… 75
西部ガス……………………………… 62
山陰合同銀行………………………… 85

〔シ〕
CKD ………………………………… 45
J.フロント リテイリング ………… 78
JBCCホールディングス …………… 71
JT …………………………………… 25
J－オイルミルズ …………………… 24
シーエックスカーゴ………………… 63
シーボン……………………………… 33
システムリサーチ…………………… 66
シスメックス………………………… 53

ジーエス・ユアサ コーポレーション
……………………………………… 51
ジーテクト…………………………… 42
ジェイ エフ イー ホールディング
ス…………………………………… 39
資生堂………………………………… 31
清水建設……………………………… 18
昭和電工……………………………… 27
昭和電線ホールディングス………… 41
新電元工業…………………………… 53

〔ス〕
スターゼン…………………………… 74
住友大阪セメント…………………… 38
住友ゴム工業………………………… 36
住友商事……………………………… 74
住友重機械工業……………………… 43
住友理工……………………………… 37
図研エルミック……………………… 68

〔セ〕
セイコーエプソン…………………… 52
セレスポ……………………………… 95
積水ハウス…………………………… 20

〔ソ〕
SOMPOホールディングス ………… 87
ソノコム……………………………… 59
ソフトバンクグループ……………… 71
総合メディカルホールディングス… 82
双日…………………………………… 72

〔タ〕
タキロンシーアイ…………………… 29
ダイセキ環境ソリューション……… 16
ダイダン……………………………… 21
ダイト………………………………… 35
ダイフク……………………………… 45
ダイヘン……………………………… 49
ダスキン……………………………… 94
大気社………………………………… 21
大正製薬ホールディングス………… 35
大成建設……………………………… 17
太平洋セメント……………………… 38
滝澤鉄工所…………………………… 42
田辺三菱製薬………………………… 34
第一三共……………………………… 35
大建工業……………………………… 60
大東建託……………………………… 19
大日本印刷…………………………… 60
大日本住友製薬……………………… 33
大和証券グループ本社……………… 86
大和ハウス工業……………………… 20



〔50音順索引〕 11

〔テ〕
TIS …………………………………… 65
T＆Dホールディングス …………… 88
ティーガイア………………………… 66
ティラド……………………………… 56
寺崎電気産業………………………… 49

〔ト〕
トーセイ……………………………… 92
トーソー……………………………… 42
トクヤマ……………………………… 27
トヨタ車体…………………………… 57
トヨタ紡織…………………………… 55
トラスコ中山………………………… 76
トリドールホールディングス……… 79
トレンダーズ………………………… 94
ドウシシャ…………………………… 73
東亞合成……………………………… 28
東急建設……………………………… 16
東京エレクトロン…………………… 55
東京海上ホールディングス………… 88
東京スター銀行……………………… 86
東京電力ホールディングス………… 61
東邦亜鉛……………………………… 40
東邦銀行……………………………… 84
東レエンジニアリング……………… 46
飛島建設……………………………… 18

〔ナ〕
ナガイレーベン……………………… 73
中道リース…………………………… 90
南海プライウッド…………………… 59

〔ニ〕
ニコン………………………………… 58
西松建設……………………………… 19
日華化学……………………………… 30
日新…………………………………… 64
日清医療食品………………………… 97
日清食品ホールディングス………… 25
日新電機……………………………… 50
日清紡ホールディングス…………… 47
日本アクア…………………………… 16
日本化薬……………………………… 29
日本ガイシ…………………………… 38
日本出版販売………………………… 77
日本精工……………………………… 46
日本生命保険………………………… 89
日本電気硝子………………………… 37
日本電産……………………………… 49
日本特殊陶業………………………… 39
日本パレットプール………………… 94
日本郵政……………………………… 94
日本ユニシス………………………… 68

〔ノ〕
ノーリツ……………………………… 41
野村総合研究所……………………… 67

野村ホールディングス……………… 87

〔ハ〕
ハイパー……………………………… 73
パートナーエージェント…………… 95
パソナグループ……………………… 93
萩原工業……………………………… 59

〔ヒ〕
ヒューリック………………………… 91
ビジネス・ワンホールディングス … 91
日立建機……………………………… 44
日立システムズ……………………… 72

〔フ〕
ファイズ……………………………… 65
ファンケル…………………………… 32
フォーバル…………………………… 76
ブリヂストン………………………… 36
藤久…………………………………… 82
富士ソフト…………………………… 70
富士ソフトサービスビューロ……… 95
富士通………………………………… 51
富士フイルムホールディングス…… 31
扶桑化学工業………………………… 30
古河機械金属………………………… 40
文化シヤッター……………………… 41

〔ヘ〕
ベネッセホールディングス………… 96

〔ホ〕
ホクト………………………………… 16
ポエック……………………………… 76
北海道コカ・コーラボトリング …… 23

〔マ〕
マークラインズ……………………… 67
マクセルホールディングス………… 52
マックスバリュ九州………………… 79
マツダ………………………………… 57
マニー………………………………… 58
マブチモーター……………………… 49
マンダム……………………………… 32
前田製作所…………………………… 43
丸井グループ………………………… 81

〔ミ〕
ミサワホーム………………………… 17
ミネベアミツミ……………………… 47
ミヨシ油脂…………………………… 26
みずほフィナンシャルグループ…… 86
三浦工業……………………………… 42
三井化学……………………………… 28
三井金属……………………………… 40
三井住友フィナンシャルグループ… 83
三井倉庫ホールディングス………… 64

三井不動産…………………………… 91
三井物産……………………………… 73
三越伊勢丹ホールディングス……… 78
三菱ガス化学………………………… 28
三菱商事……………………………… 74
三菱地所……………………………… 92
三菱自動車…………………………… 56
三菱総合研究所……………………… 66
三菱電機……………………………… 48
三菱UFJニコス……………………… 90
三菱UFJフィナンシャル・グループ 83

〔ム〕
武蔵野銀行…………………………… 84

〔メ〕
メイテック…………………………… 96
メック………………………………… 33
明治安田生命保険…………………… 89
明電舎………………………………… 48

〔モ〕
森永製菓……………………………… 21

〔ヤ〕
ヤマトホールディングス…………… 63

〔ユ〕
ユアサ商事…………………………… 75
ユニー・ファミリーマートホールディ
ングス……………………………… 80
ゆうちょ銀行………………………… 83
雪印メグミルク……………………… 22
夢テクノロジー……………………… 97

〔ヨ〕
横浜ゴム……………………………… 36
淀川製鋼所…………………………… 40

〔ラ〕
ライオン……………………………… 31
ラピーヌ……………………………… 26

〔リ〕
LIXILビバ…………………………… 80
リコー………………………………… 54
リコーリース………………………… 90
菱電商事……………………………… 75

〔レ〕
レオパレス21………………………… 92

〔ロ〕
ローム………………………………… 53
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〔ワ〕
ワコールホールディングス………… 26



〔業種別索引〕 13

業 種 別 索 引

水産・農林業
ホクト………………………………… 16

建設業
大林組………………………………… 18
鹿島…………………………………… 19
協和エクシオ………………………… 20
コムシスホールディングス………… 17
清水建設……………………………… 18
積水ハウス…………………………… 20
ダイセキ環境ソリューション……… 16
ダイダン……………………………… 21
大気社………………………………… 21
大成建設……………………………… 17
大東建託……………………………… 19
大和ハウス工業……………………… 20
東急建設……………………………… 16
飛島建設……………………………… 18
西松建設……………………………… 19
日本アクア…………………………… 16
ミサワホーム………………………… 17

食料品
アサヒグループホールディングス… 23
伊藤園………………………………… 24
カルビー……………………………… 22
キッコーマン………………………… 25
キリンホールディングス…………… 23
サッポロホールディングス………… 22
JT …………………………………… 25
J－オイルミルズ …………………… 24
日清食品ホールディングス………… 25
北海道コカ・コーラボトリング …… 23
ミヨシ油脂…………………………… 26
森永製菓……………………………… 21
雪印メグミルク……………………… 22

繊維製品
ラピーヌ……………………………… 26
ワコールホールディングス………… 26

化学
宇部興産……………………………… 29
花王…………………………………… 30
クラレ………………………………… 27
コーセー……………………………… 32
シーボン……………………………… 33
資生堂………………………………… 31
昭和電工……………………………… 27
タキロンシーアイ…………………… 29
トクヤマ……………………………… 27
東亞合成……………………………… 28

日華化学……………………………… 30
日本化薬……………………………… 29
ファンケル…………………………… 32
富士フイルムホールディングス…… 31
扶桑化学工業………………………… 30
マンダム……………………………… 32
三井化学……………………………… 28
三菱ガス化学………………………… 28
メック………………………………… 33
ライオン……………………………… 31

医薬品
エーザイ……………………………… 34
小野薬品工業………………………… 34
ダイト………………………………… 35
大正製薬ホールディングス………… 35
田辺三菱製薬………………………… 34
第一三共……………………………… 35
大日本住友製薬……………………… 33

ゴム製品
住友ゴム工業………………………… 36
住友理工……………………………… 37
ブリヂストン………………………… 36
横浜ゴム……………………………… 36

ガラス・土石製品
AGC ………………………………… 37
住友大阪セメント…………………… 38
太平洋セメント……………………… 38
日本ガイシ…………………………… 38
日本電気硝子………………………… 37
日本特殊陶業………………………… 39

鉄鋼
新家工業……………………………… 40
ジェイ エフ イー ホールディング
ス…………………………………… 39

淀川製鋼所…………………………… 40

非鉄金属
昭和電線ホールディングス………… 41
東邦亜鉛……………………………… 40
古河機械金属………………………… 40
三井金属……………………………… 40

金属製品
ジーテクト…………………………… 42
トーソー……………………………… 42
ノーリツ……………………………… 41
文化シヤッター……………………… 41

機械
井関農機……………………………… 44
荏原…………………………………… 45
クボタ………………………………… 44
グローリー…………………………… 46
サトーホールディングス…………… 43
CKD ………………………………… 45
住友重機械工業……………………… 43
ダイフク……………………………… 45
滝澤鉄工所…………………………… 42
東レエンジニアリング……………… 46
日本精工……………………………… 46
日立建機……………………………… 44
前田製作所…………………………… 43
三浦工業……………………………… 42

電気機器
IDEC ………………………………… 51
アルプスアルパイン………………… 52
イビデン……………………………… 47
オムロン……………………………… 50
キヤノン……………………………… 54
京セラ………………………………… 54
シスメックス………………………… 53
ジーエス・ユアサ コーポレーション
……………………………………… 51
新電元工業…………………………… 53
セイコーエプソン…………………… 52
ダイヘン……………………………… 49
寺崎電気産業………………………… 49
東京エレクトロン…………………… 55
日新電機……………………………… 50
日清紡ホールディングス…………… 47
日本電産……………………………… 49
富士通………………………………… 51
マクセルホールディングス………… 52
マブチモーター……………………… 49
ミネベアミツミ……………………… 47
三菱電機……………………………… 48
明電舎………………………………… 48
リコー………………………………… 54
ローム………………………………… 53

輸送用機器
アイシン精機………………………… 56
川崎重工業…………………………… 55
ティラド……………………………… 56
トヨタ車体…………………………… 57
トヨタ紡織…………………………… 55
マツダ………………………………… 57
三菱自動車…………………………… 56
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精密機器
アジレント・テクノロジー ………… 58
オリンパス…………………………… 58
ニコン………………………………… 58
マニー………………………………… 58

その他製品
アシックス…………………………… 61
オカムラ……………………………… 61
カーディナル………………………… 59
共同印刷……………………………… 60
ソノコム……………………………… 59
大建工業……………………………… 60
大日本印刷…………………………… 60
南海プライウッド…………………… 59
萩原工業……………………………… 59

電気・ガス業
大阪ガス……………………………… 62
関西電力……………………………… 62
西部ガス……………………………… 62
東京電力ホールディングス………… 61

陸運業
小田急電鉄…………………………… 63
サカイ引越センター………………… 63
シーエックスカーゴ………………… 63
ヤマトホールディングス…………… 63

空運業
アジア航測…………………………… 64

倉庫・運輸関連業
日新…………………………………… 64
ファイズ……………………………… 65
三井倉庫ホールディングス………… 64

情報・通信業
IDホールディングス ……………… 67
伊藤忠テクノソリューションズ…… 68
NECソリューションイノベータ … 72
NECネッツエスアイ ……………… 65
NTTデータ ………………………… 70
NTTドコモ ………………………… 69
SCSK ………………………………… 70
ODKソリューションズ …………… 66
KDDI ………………………………… 69
JBCCホールディングス …………… 71
システムリサーチ…………………… 66
図研エルミック……………………… 68
ソフトバンクグループ……………… 71
TIS …………………………………… 65
ティーガイア………………………… 66
日本ユニシス………………………… 68
野村総合研究所……………………… 67
日立システムズ……………………… 72

富士ソフト…………………………… 70
マークラインズ……………………… 67
三菱総合研究所……………………… 66

卸売業
伊藤忠エネクス……………………… 76
オートバックスセブン……………… 77
サンゲツ……………………………… 75
スターゼン…………………………… 74
住友商事……………………………… 74
双日…………………………………… 72
トラスコ中山………………………… 76
ドウシシャ…………………………… 73
ナガイレーベン……………………… 73
日本出版販売………………………… 77
ハイパー……………………………… 73
フォーバル…………………………… 76
ポエック……………………………… 76
三井物産……………………………… 73
三菱商事……………………………… 74
ユアサ商事…………………………… 75
菱電商事……………………………… 75

小売業
アクシアル リテイリング………… 81
アスクル……………………………… 78
イズミ………………………………… 81
エイチ・ツー・オー リテイリング… 80
エスエルディー……………………… 79
コックス……………………………… 82
サガミホールディングス…………… 82
J.フロント リテイリング ………… 78
総合メディカルホールディングス… 82
トリドールホールディングス……… 79
藤久…………………………………… 82
マックスバリュ九州………………… 79
丸井グループ………………………… 81
三越伊勢丹ホールディングス……… 78
ユニー・ファミリーマートホールディ
ングス……………………………… 80

LIXILビバ…………………………… 80

銀行業
大分銀行……………………………… 85
大垣共立銀行………………………… 84
京都銀行……………………………… 85
山陰合同銀行………………………… 85
東京スター銀行……………………… 86
東邦銀行……………………………… 84
みずほフィナンシャルグループ…… 86
三井住友フィナンシャルグループ… 83
三菱UFJフィナンシャル・グループ 83
武蔵野銀行…………………………… 84
ゆうちょ銀行………………………… 83

証券・商品先物
大和証券グループ本社……………… 86
野村ホールディングス……………… 87

保険業
朝日生命保険………………………… 88
SOMPOホールディングス ………… 87
T＆Dホールディングス …………… 88
東京海上ホールディングス………… 88
日本生命保険………………………… 89
明治安田生命保険…………………… 89

その他金融業
中道リース…………………………… 90
三菱UFJニコス……………………… 90
リコーリース………………………… 90

不動産業
いちご………………………………… 91
トーセイ……………………………… 92
ヒューリック………………………… 91
ビジネス・ワンホールディングス … 91
三井不動産…………………………… 91
三菱地所……………………………… 92
レオパレス21………………………… 92

サービス業
アルバイトタイムス………………… 93
カカクコム…………………………… 93
セレスポ……………………………… 95
ダスキン……………………………… 94
トレンダーズ………………………… 94
日清医療食品………………………… 97
日本パレットプール………………… 94
日本郵政……………………………… 94
パートナーエージェント…………… 95
パソナグループ……………………… 93
富士ソフトサービスビューロ……… 95
ベネッセホールディングス………… 96
メイテック…………………………… 96
夢テクノロジー……………………… 97



●調査の説明、項目・データの見方、掲載基準などは６〜8ペー
ジの「調査の説明・データの見方」をご参照ください。
●掲載は、業種別の証券コード順（上場企業）、未上場企業は各
業種別・上場企業の末尾に掲載

有力・先進248社の
プラチナキャリア
推進データ




