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 1. 2022 年度 全上場企業ホームページ充実度ランキング 調査について 
 
日興アイ・アール株式会社（以下「日興アイ・アール」）は、「分かりやすさ」「使いやすさ」「情報の多

さ」の 3 つの視点で設定した客観的な評価項目に基づき、全上場企業 3,926 社のホームページに

ついて調査を行い、「2022 年度 全上場企業ホームページ充実度ランキング」 の表彰企業を発表

いたしました。 
 
このホームページ充実度ランキングは、全上場企業のホームページにおける情報開示の充実度

調査と、企業の情報開示に対する意識醸成の促進を目的としており、2003年度に開始して以来、毎

年発表を続けており、今年度で 20 回目となります。 
 
調査に用いる評価項目は日興アイ・アールが独自の視点で設定し毎年見直しを行っております。

2022 年度の調査におきましては、近年重要性が高まっている ESG 関連情報、グローバルサイトに

関する項目等を追加いたしました。 
 
今年度も本調査結果に基づく『表彰企業の発表』、『表彰ロゴ』のご提供、『ホームページ改善サー

ビス』－IR サイト制作支援に係るサービスを継続させていただきます。詳細は添付資料（22 ページ）

をご参照ください。 
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「2022 年度 全上場企業ホームページ充実度ランキング」 調査実施概要 
 
（1） コンセプト 

企業ホームページについて、株主、投資家、消費者、取引企業、就職希望者など、企業のス

テークホルダーが情報を取得し、状況を把握するための要素をどの程度備えているか調査い

たしました。 
 

（2） 対象企業 
1 次評価：全上場企業 3,926 社  
（2022 年 7 月 1 日時点での上場企業と REIT・インフラ投資法人。ただし、2022 年 10 月 3
日時点で上場廃止となった企業および東証外国株市場上場企業を除く） 
2 次評価：1 次評価上位企業を対象に 1,187 社 
 

（3） 調査対象 
対象企業のコーポレートサイト（商用サイトを除く） 
 

（4） 調査期間 
2022 年 6 月～2022 年 9 月（左記期間内でのリニューアル・内容更新が行われた場合、リニ

ューアル・内容更新前の状態で評価している場合があります。） 
 

（5） 評価項目 
「分かりやすさ」、「使いやすさ」、「情報の多さ」の 3 つの視点ごとに選定した評価項目（1 次評

価：50 項目、2 次評価：1 次評価項目を含む 169 項目）とし、レイアウト・デザイン・文体等の主

観的内容は評価の対象外としました。 
評価項目は毎年見直しを行っておりますが、今後も、環境の変化を踏まえ、適宜行ってまいり

ます。 
 

（6） 評価方法 
1 次評価、2 次評価の各評価項目を、対象企業のホームページについて各評価項目の掲載

の有無を調査し、「分かりやすさ」、「使いやすさ」、「情報の多さ」の 3 つの視点ごとに偏差値を

算出、その平均を総合ポイントとして評価を実施しました。 
 

（7） 表彰方法 
2 次評価対象企業から、総合、業種別、スタンダード市場、グロース市場の４つのカテゴリーで

上位企業を表彰させていただきました。 
 
《総合部門》 
総合上位企業 496 社（内 最優秀：207 社、優秀：134 社、優良：155 社） 
 
《業種別部門》 
業種別の上位企業最大 5 社（内 最優秀：1 社、優秀：4 社） 
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《スタンダード市場部門》 
スタンダード市場の上位企業 100 社（内 最優秀：20 社、優秀：30 社、優良：50 社） 
 
《グロース市場部門》 
グロース市場の上位企業 35 社（内 最優秀：10 社、優秀：25 社） 
 
 

2. 2022 年度 全上場企業ホームページ充実度ランキング 調査結果 
 
（1） カテゴリー別ページの設置状況 
全上場企業調査では、前年比で掲載率が進んだのは ESG 関連のページで、「ESG 対応ペ

ージ・コンテンツ」が前年比プラス 4.6 ポイントの 69.9％、特に「ガバナンス専用ページ・コンテ

ンツ」では同プラス 3.9 ポイントの 73.0%でした。「経営戦略専用ページ・コンテンツ」は同プラ

ス 2.9 ポイントの 41.0％でした。 
2 次評価対象企業に限定した調査では前年比で掲載率が進んだのも同様に、「ESG 対応ペ

ージ・コンテンツ」が前年比プラス 3.2 ポイントの 96.5％、「経営戦略専用ページ・コンテンツ」

が同プラス 3.1 ポイントの 80.5％でした。「ガバナンス専用ページ・コンテンツ」（同プラス 0.4
ポイントの 97.9％）はすでに高い掲載率となっています。 
 

 
 
*2019 年度からグローバルサイト（英語サイト）ページ・コンテンツの評価基準にＩＲ要素の有無を追加しています。 
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（2） ＩＲ情報の掲載状況 
IR 情報の掲載に関して、全上場企業調査では、掲載率の高い順に、「有価証券報告書」

89.7％（前年比プラス 2.0 ポイント）、「決算説明会の資料」75.4％（同プラス 3.5 ポイント）、「ガ

バナンス報告書」68.9％（同プラス 4.7 ポイント）となりました。「CSR レポート」は 27.5%（同プ

ラス 2.2%）でした。また昨年に比べ動画の掲載が進み、「決算説明会の動画配信」が前年比

プラス 3.9 ポイント（掲載率 35.5％）、「株主総会の動画配信」が前年比プラス 2.7 ポイント（同

13.6％）でした。 
2 次評価対象企業に限定した掲載率では、「株主総会の動画配信」が前年比プラス 5.1 ポイ

ント（同 32.1％）、「CSR レポート」が前年比プラス 4.5 ポイント（同 64.5％）となっています。 
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（3） 株式時価総額別の評点ポイント状況 
「分かりやすさ」「使いやすさ」「情報の多さ」の３つの視点すべてにおいて、時価総額の高い企

業のサイトが充実しているという傾向は続いています。前回同様、特に「情報の多さ」での差が

大きくなっています。 
 

 
*1 次評価における評点ポイントにて算出 
 
 
 

各種ＩＲツールの掲載率についても、時価総額の高い企業が充実しています。 
「アニュアルレポート（英語版））、「CSR レポート」の掲載率においてその差が大きく出ていま

す。 
 

 
 

*時価総額は、2022 年 9 月末の終値を用いて算出。 
 
 
  

1兆円以上
5,000億～

1兆円未満

3,000～
5,000億円

未満

1,000～
3,000億円

未満

500～
1,000億円

未満

100～
500億円

未満

100億円

未満
全体

決算説明会の資料 98.6% 96.6% 99.1% 92.7% 87.0% 80.3% 58.6% 75.4%

決算説明会の動画配信 71.0% 50.4% 64.1% 44.6% 40.9% 37.7% 23.4% 35.5%

決算説明会の質疑応答 71.0% 52.1% 53.0% 27.2% 19.3% 10.9% 6.1% 16.1%

中期経営説明会等の資料 73.9% 66.4% 64.1% 53.1% 48.1% 37.0% 17.1% 34.9%

株主通信 89.9% 89.1% 88.9% 87.4% 78.5% 67.5% 48.8% 65.3%

株主総会の動画配信 53.6% 34.5% 35.0% 24.9% 19.3% 11.1% 4.5% 13.6%

CSRレポート 92.0% 84.0% 80.3% 60.5% 41.4% 22.6% 5.4% 27.5%

アニュアルレポート（英語版） 94.2% 81.5% 75.2% 59.9% 37.0% 13.5% 1.6% 22.5%
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（4） セグメント別評点ポイント* 

 
     全体  

  総合ポイント 分かりやすさ 使いやすさ 情報の多さ 

全体平均 50.0  50.0  50.0  50.0  

スタンダード市場平均 44.3 44.6 44.7 43.6 

グロース市場平均 48.0 50.7 46.3 47.0 
*スタンダード市場は東証スタンダード、名証メイン 
グロース市場は東証グロース、札証アンビシャス、名証ネクスト、福証 Q-Board 

 
     市場別*  

順位 市場 総合ポイント 分かりやすさ 使いやすさ 情報の多さ 

1 東証ﾌﾟﾗｲﾑ 55.2 54.2 55.2 56.0 

2 東証ｸﾞﾛｰｽ 48.2 51.0 46.5 47.2 

3 東証ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 44.4 44.7 44.8 43.7 

4 札証 42.2 40.6 45.8 40.4 

5 名証 41.7 42.6 42.5 39.9 

6 福証 37.6 37.7 39.0 36.0 
*複数市場に上場している場合は、主取引市場で分類 

 
     時価総額別*  

順位 時価総額* 総合ポイント 分かりやすさ 使いやすさ 情報の多さ 

1 1 兆円以上 62.1 60.9 60.8 64.7 

2 5,000 億～1 兆円未満 60.0 57.9 60.0 62.2 

3 3,000～5,000 億円未満 59.8 58.6 58.8 61.9 

4 1,000～3,000 億円未満 56.0 53.8 56.4 57.8 

5 500～1,000 億円未満 53.3 52.1 53.8 53.9 

6 100～500 億円未満 50.3 50.5 50.4 50.0 

7 100 億円未満 44.8 45.8 44.7 43.9 
*時価総額は、2022 年 9 月末の終値を用いて算出。 
*1 次評価における評点ポイントにて算出 
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業種別 
順位 業種 総合ポイント 分かりやすさ 使いやすさ 情報の多さ 

1 電気･ｶﾞｽ業 57.690 55.40 59.27 58.40 

2 保険業 57.668 58.87 55.94 58.19 

3 石油･石炭製品 56.465 57.17 55.20 57.03 

4 空運業 55.848 54.22 57.14 56.19 

5 REIT･インフラ投資法人 55.806 52.82 58.24 56.36 

6 その他金融業 55.559 56.96 54.66 55.06 

7 鉱業 55.358 57.78 51.15 57.14 

8 医薬品 53.742 53.73 53.82 53.68 

9 電気機器 53.618 52.45 54.33 54.08 

10 精密機器 53.213 53.10 52.72 53.82 

11 化学 52.968 52.61 52.96 53.33 

12 非鉄金属 52.839 51.58 53.39 53.54 

13 海運業 51.798 51.47 50.78 53.14 

14 輸送用機器 51.675 50.98 52.18 51.87 

15 ｺﾞﾑ製品 51.176 49.99 51.88 51.66 

16 機械 50.586 49.58 51.21 50.96 

17 情報･通信業 50.553 52.38 49.82 49.46 

18 食料品 49.883 49.42 49.92 50.31 

19 ｻｰﾋﾞｽ業 49.660 51.28 48.78 48.92 

20 水産･農林業 49.430 51.02 49.94 47.33 

21 卸売業 49.402 50.07 49.07 49.06 

22 不動産業 49.161 50.63 47.60 49.25 

23 証券･商品先物取引業 49.130 47.81 49.35 50.23 

24 建設業 48.626 47.52 50.08 48.28 

25 鉄鋼 48.625 47.36 49.79 48.72 

26 陸運業 48.277 45.54 48.70 50.59 

27 その他製品 47.964 47.41 48.76 47.72 

28 銀行業 47.816 41.99 51.13 50.32 

29 繊維製品 47.707 46.32 48.82 47.98 

30 ｶﾞﾗｽ･土石製品 47.015 45.78 48.39 46.87 

31 倉庫･運輸関連業 47.000 47.95 46.13 46.92 

32 金属製品 46.771 46.63 46.76 46.93 

33 ﾊﾟﾙﾌﾟ･紙 46.315 45.22 47.24 46.48 

34 小売業 45.454 44.99 45.11 46.26 
*1 次評価における評点ポイントにて算出  
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2022 年度 全上場企業ホームページ充実度ランキング 表彰企業一覧 
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表彰サイト （銘柄コード順に掲載）  
 

総合部門 最優秀サイト（207 社） 

 
 
 
  

企業名 企業名
(1332)ニッスイ (4293)セプテーニ・ホールディングス
(1605)ＩＮＰＥＸ (4307)野村総合研究所
(1803)清水建設 (4324)電通グループ
(1925)大和ハウス工業 (4452)花王
(2163)アルトナー (4503)アステラス製薬
(2181)パーソルホールディングス (4506)住友ファーマ
(2264)森永乳業 (4516)日本新薬
(2269)明治ホールディングス (4519)中外製薬
(2471)エスプール (4523)エーザイ
(2502)アサヒグループホールディングス (4540)ツムラ
(2503)キリンホールディングス (4568)第一三共
(2587)サントリー食品インターナショナル (4612)日本ペイントホールディングス
(2607)不二製油グループ本社 (4631)ＤＩＣ
(2613)Ｊ－オイルミルズ (4634)東洋インキＳＣホールディングス
(2760)東京エレクトロン　デバイス (4661)オリエンタルランド
(2768)双日 (4665)ダスキン
(2802)味の素 (4674)クレスコ
(2811)カゴメ (4726)ＳＢテクノロジー
(2897)日清食品ホールディングス (4739)伊藤忠テクノソリューションズ
(3003)ヒューリック (4751)サイバーエージェント
(3099)三越伊勢丹ホールディングス (4755)楽天グループ
(3101)東洋紡 (4832)ＪＦＥシステムズ
(3135)マーケットエンタープライズ (4886)あすか製薬ホールディングス
(3167)ＴＯＫＡＩホールディングス (4901)富士フイルムホールディングス
(3176)三洋貿易 (4902)コニカミノルタ
(3197)すかいらーくホールディングス (4911)資生堂
(3231)野村不動産ホールディングス (4912)ライオン
(3234)森ヒルズリート投資法人 (4980)デクセリアルズ
(3289)東急不動産ホールディングス (5019)出光興産
(3382)セブン＆アイ・ホールディングス (5020)ＥＮＥＯＳホールディングス
(3401)帝人 (5108)ブリヂストン
(3402)東レ (5202)日本板硝子
(3405)クラレ (5401)日本製鉄
(3407)旭化成 (5411)ＪＦＥホールディングス
(3626)ＴＩＳ (5711)三菱マテリアル
(3636)三菱総合研究所 (5713)住友金属鉱山
(3673)ブロードリーフ (5741)ＵＡＣＪ
(3738)ティーガイア (5801)古河電気工業
(3774)インターネットイニシアティブ (5929)三和ホールディングス
(4004)昭和電工 (5938)ＬＩＸＩＬ
(4005)住友化学 (6028)テクノプロ・ホールディングス
(4021)日産化学 (6113)アマダ
(4043)トクヤマ (6143)ソディック
(4151)協和キリン (6268)ナブテスコ
(4182)三菱瓦斯化学 (6287)サトーホールディングス
(4183)三井化学 (6301)小松製作所
(4188)三菱ケミカルグループ (6305)日立建機
(4204)積水化学工業 (6361)荏原製作所
(4208)ＵＢＥ (6370)栗田工業
(4272)日本化薬 (6448)ブラザー工業
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総合部門 最優秀サイト（207 社） 

 
 
  

企業名 企業名
(6457)グローリー (8035)東京エレクトロン
(6460)セガサミーホールディングス (8053)住友商事
(6479)ミネベアミツミ (8056)ＢＩＰＲＯＧＹ
(6501)日立製作所 (8058)三菱商事
(6502)東芝 (8060)キヤノンマーケティングジャパン
(6504)富士電機 (8130)サンゲツ
(6506)安川電機 (8132)シナネンホールディングス
(6594)日本電産 (8133)伊藤忠エネクス
(6632)ＪＶＣケンウッド (8154)加賀電子
(6645)オムロン (8252)丸井グループ
(6674)ジーエス・ユアサ　コーポレーション (8303)新生銀行
(6701)日本電気 (8304)あおぞら銀行
(6702)富士通 (8306)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
(6703)沖電気工業 (8308)りそなホールディングス
(6724)セイコーエプソン (8309)三井住友トラスト・ホールディングス
(6762)ＴＤＫ (8316)三井住友フィナンシャルグループ
(6809)ＴＯＡ (8411)みずほフィナンシャルグループ
(6849)日本光電工業 (8566)リコーリース
(6857)アドバンテスト (8572)アコム
(6859)エスペック (8591)オリックス
(6869)シスメックス (8601)大和証券グループ本社
(6920)レーザーテック (8604)野村ホールディングス
(6971)京セラ (8630)ＳＯＭＰＯホールディングス
(6976)太陽誘電 (8697)日本取引所グループ
(6981)村田製作所 (8725)ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
(7011)三菱重工業 (8750)第一生命ホールディングス
(7012)川崎重工業 (8766)東京海上ホールディングス
(7059)コプロ・ホールディングス (8795)Ｔ＆Ｄホールディングス
(7181)かんぽ生命保険 (8801)三井不動産
(7182)ゆうちょ銀行 (8802)三菱地所
(7186)コンコルディア・フィナンシャルグループ (8804)東京建物
(7222)日産車体 (8923)トーセイ
(7238)曙ブレーキ工業 (8968)福岡リート投資法人
(7270)ＳＵＢＡＲＵ (9006)京浜急行電鉄
(7272)ヤマハ発動機 (9024)西武ホールディングス
(7518)ネットワンシステムズ (9064)ヤマトホールディングス
(7532)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 (9086)日立物流
(7701)島津製作所 (9101)日本郵船
(7731)ニコン (9104)商船三井
(7732)トプコン (9107)川崎汽船
(7733)オリンパス (9143)ＳＧホールディングス
(7740)タムロン (9201)日本航空
(7751)キヤノン (9202)ＡＮＡホールディングス
(7752)リコー (9412)スカパーＪＳＡＴホールディングス
(7762)シチズン時計 (9432)日本電信電話
(7844)マーベラス (9433)ＫＤＤＩ
(7905)大建工業 (9434)ソフトバンク
(7951)ヤマハ (9513)電源開発
(7966)リンテック (9531)東京瓦斯
(8001)伊藤忠商事 (9613)エヌ・ティ・ティ・データ
(8002)丸紅 (9697)カプコン
(8012)長瀬産業 (9783)ベネッセホールディングス
(8015)豊田通商 (9984)ソフトバンクグループ
(8031)三井物産
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総合部門 優秀サイト（134 社） 

  

企業名 企業名
(1662)石油資源開発 (4443)Ｓａｎｓａｎ
(1801)大成建設 (4502)武田薬品工業
(1808)長谷工コーポレーション (4507)塩野義製薬
(1911)住友林業 (4528)小野薬品工業
(1928)積水ハウス (4536)参天製薬
(1954)日本工営 (4543)テルモ
(1963)日揮ホールディングス (4544)Ｈ．Ｕ．グループホールディングス
(1973)ＮＥＣネッツエスアイ (4548)生化学工業
(1979)大気社 (4578)大塚ホールディングス
(2153)Ｅ・Ｊホールディングス (4666)パーク二四
(2198)アイ・ケイ・ケイホールディングス (4689)Ｚホールディングス
(2201)森永製菓 (4732)ユー・エス・エス
(2216)カンロ (4887)サワイグループホールディングス
(2282)日本ハム (4921)ファンケル
(2331)綜合警備保障 (5021)コスモエネルギーホールディングス
(2379)ディップ (5201)ＡＧＣ
(2501)サッポロホールディングス (5333)日本碍子
(2531)宝ホールディングス (5334)日本特殊陶業
(2533)オエノンホールディングス (5715)古河機械金属
(2579)コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス (5970)ジーテクト
(2590)ダイドーグループホールディングス (6098)リクルートホールディングス
(2767)円谷フィールズホールディングス (6178)日本郵政
(2809)キユーピー (6181)タメニー
(2810)ハウス食品グループ本社 (6302)住友重機械工業
(2871)ニチレイ (6324)ハーモニック・ドライブ・システムズ
(3002)グンゼ (6326)クボタ
(3086)Ｊ．フロント　リテイリング (6366)千代田化工建設
(3105)日清紡ホールディングス (6376)日機装
(3107)ダイワボウホールディングス (6381)アネスト岩田
(3116)トヨタ紡織 (6383)ダイフク
(3249)産業ファンド投資法人 (6471)日本精工
(3279)アクティビア・プロパティーズ投資法人 (6472)ＮＴＮ
(3309)積水ハウス・リート投資法人 (6503)三菱電機
(3341)日本調剤 (6569)日総工産
(3353)メディカル一光グループ (6592)マブチモーター
(3397)トリドールホールディングス (6723)ルネサスエレクトロニクス
(3433)トーカロ (6752)パナソニック　ホールディングス
(3591)ワコールホールディングス (6753)シャープ
(3660)アイスタイル (6758)ソニーグループ
(3836)アバントグループ (6789)ローランド　ディー．ジー．
(3843)フリービット (6841)横河電機
(3853)アステリア (6845)アズビル
(3857)ラック (6902)デンソー
(3861)王子ホールディングス (6988)日東電工
(4088)エア・ウォーター (7013)ＩＨＩ
(4185)ＪＳＲ (7201)日産自動車
(4202)ダイセル (7202)いすゞ自動車
(4218)ニチバン (7211)三菱自動車工業
(4249)森六ホールディングス (7282)豊田合成
(4331)テイクアンドギヴ・ニーズ (7408)ジャムコ
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総合部門 優秀サイト（134 社） 
 

  

企業名 企業名
(7420)佐鳥電機 (9005)東急
(7438)コンドーテック (9044)南海電気鉄道
(7537)丸文 (9147)ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス
(7735)ＳＣＲＥＥＮホールディングス (9422)コネクシオ
(7867)タカラトミー (9438)エムティーアイ
(7911)凸版印刷 (9519)レノバ
(7956)ピジョン (9532)大阪瓦斯
(7984)コクヨ (9533)東邦瓦斯
(8050)セイコーグループ (9600)アイネット
(8098)稲畑産業 (9719)ＳＣＳＫ
(8113)ユニ・チャーム (9735)セコム
(8253)クレディセゾン (9787)イオンディライト
(8267)イオン (9832)オートバックスセブン
(8410)セブン銀行 (9983)ファーストリテイリング
(8439)東京センチュリー
(8570)イオンフィナンシャルサービス
(8803)平和不動産
(8848)レオパレス２１
(8905)イオンモール
(8953)日本都市ファンド投資法人
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総合部門 優良サイト（155 社） 

  

企業名 企業名
(1333)マルハニチロ (4743)アイティフォー
(1377)サカタのタネ (4745)東京個別指導学院
(1417)ミライト・ワン (4812)電通国際情報サービス
(1419)タマホーム (4847)インテリジェント　ウェイブ
(1720)東急建設 (4917)マンダム
(1802)大林組 (4919)ミルボン
(1812)鹿島建設 (4927)ポーラ・オルビスホールディングス
(1878)大東建託 (4985)アース製薬
(1952)新日本空調 (5101)横浜ゴム
(2002)日清製粉グループ本社 (5105)ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
(2120)ＬＩＦＵＬＬ (5110)住友ゴム工業
(2121)ＭＩＸＩ (5384)フジミインコーポレーテッド
(2229)カルビー (5482)愛知製鋼
(2309)シミックホールディングス (5631)日本製鋼所
(2335)キューブシステム (5706)三井金属鉱業
(2593)伊藤園 (5802)住友電気工業
(2715)エレマテック (5857)アサヒホールディングス
(2784)アルフレッサ　ホールディングス (5901)東洋製罐グループホールディングス
(2914)日本たばこ産業 (5947)リンナイ
(3034)クオールホールディングス (6013)タクマ
(3036)アルコニックス (6104)芝浦機械
(3046)ジンズホールディングス (6197)ソラスト
(3137)ファンデリー (6201)豊田自動織機
(3150)グリムス (6267)ゼネラルパッカー
(3292)イオンリート投資法人 (6269)三井海洋開発
(3299)ムゲンエステート (6367)ダイキン工業
(3436)ＳＵＭＣＯ (6371)椿本チエイン
(3462)野村不動産マスターファンド投資法人 (6409)キトー
(3668)コロプラ (6432)竹内製作所
(3678)メディアドゥ (6454)マックス
(3697)ＳＨＩＦＴ (6508)明電舎
(3762)テクマトリックス (6562)ジーニー
(3769)ＧＭＯペイメントゲートウェイ (6728)アルバック
(4023)クレハ (6740)ジャパンディスプレイ
(4042)東ソー (6754)アンリツ
(4045)東亞合成 (6755)富士通ゼネラル
(4063)信越化学工業 (6770)アルプスアルパイン
(4091)日本酸素ホールディングス (6810)マクセル
(4118)カネカ (6875)メガチップス
(4189)ＫＨネオケム (6879)ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ
(4205)日本ゼオン (6914)オプテックスグループ
(4206)アイカ工業 (6924)岩崎電気
(4348)インフォコム (6952)カシオ計算機
(4549)栄研化学 (6997)日本ケミコン
(4550)日水製薬 (7003)三井Ｅ＆Ｓホールディングス
(4552)ＪＣＲファーマ (7004)日立造船
(4581)大正製薬ホールディングス (7198)アルヒ
(4708)りらいあコミュニケーションズ (7250)太平洋工業
(4709)ＩＤホールディングス (7261)マツダ
(4728)トーセ (7267)本田技研工業
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総合部門 優良サイト（155 社） 
 

  

企業名 企業名
(7313)テイ・エス　テック (8964)フロンティア不動産投資法人
(7476)アズワン (8966)平和不動産リート投資法人
(7606)ユナイテッドアローズ (8984)大和ハウスリート投資法人
(7729)東京精密 (8986)大和証券リビング投資法人
(7741)ＨＯＹＡ (9025)鴻池運輸
(7743)シード (9119)飯野海運
(7832)バンダイナムコホールディングス (9270)バリュエンスホールディングス
(7860)エイベックス (9278)ブックオフグループホールディングス
(7893)プロネクサス (9449)ＧＭＯインターネットグループ
(7912)大日本印刷 (9470)学研ホールディングス
(7915)ＮＩＳＳＨＡ (9474)ゼンリン
(7972)イトーキ (9501)東京電力ホールディングス
(8020)兼松 (9502)中部電力
(8032)日本紙パルプ商事 (9503)関西電力
(8081)カナデン (9508)九州電力
(8088)岩谷産業 (9551)メタウォーター
(8157)都築電気 (9628)燦ホールディングス
(8331)千葉銀行 (9722)藤田観光
(8354)ふくおかフィナンシャルグループ (9749)富士ソフト
(8424)芙蓉総合リース (9755)応用地質
(8541)愛媛銀行 (9757)船井総研ホールディングス
(8584)ジャックス (9766)コナミグループ
(8609)岡三証券グループ (9810)日鉄物産
(8698)マネックスグループ (9843)ニトリホールディングス
(8793)ＮＥＣキャピタルソリューション (9861)吉野家ホールディングス
(8818)京阪神ビルディング
(8864)空港施設
(8954)オリックス不動産投資法人
(8955)日本プライムリアルティ投資法人
(8960)ユナイテッド・アーバン投資法人
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業種別部門 最優秀サイト（34 社） 

 
 

 
  

［水産･農林業］ ［精密機器］
(1332)ニッスイ (7733)オリンパス

［鉱業］ ［その他製品］
(1605)ＩＮＰＥＸ (7966)リンテック

［建設業］ ［電気･ガス業］
(1803)清水建設 (9531)東京瓦斯

［食料品］ ［陸運業］
(2503)キリンホールディングス (9086)日立物流

［繊維製品］ ［海運業］
(3402)東レ (9101)日本郵船

［パルプ･紙］ ［空運業］
(3861)王子ホールディングス (9202)ＡＮＡホールディングス

［化学］ ［倉庫･運輸関連業］
(4612)日本ペイントホールディングス (9368)キムラユニティー

［医薬品］ ［情報･通信業］
(4519)中外製薬 (9434)ソフトバンク

［石油･石炭製品］ ［卸売業］
(5020)ＥＮＥＯＳホールディングス (2768)双日

［ゴム製品］ ［小売業］
(5108)ブリヂストン (3382)セブン＆アイ・ホールディングス

［ガラス･土石製品］ ［銀行業］
(5202)日本板硝子 (8411)みずほフィナンシャルグループ

［鉄鋼］ ［証券･商品先物取引業］
(5401)日本製鉄 (8604)野村ホールディングス

［非鉄金属］ ［保険業］
(5741)ＵＡＣＪ (8630)ＳＯＭＰＯホールディングス

［金属製品］ ［その他金融業］
(5938)ＬＩＸＩＬ (8572)アコム

［機械］ ［不動産業］
(6361)荏原製作所 (3289)東急不動産ホールディングス

［電気機器］ ［サービス業］
(4902)コニカミノルタ (9783)ベネッセホールディングス

［輸送用機器］ ［REIT･インフラ投資法人］
(7272)ヤマハ発動機 (8968)福岡リート投資法人
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業種別部門 優秀サイト（132 社） 

 
 
 
  

  ［水産･農林業］  ［ガラス･土石製品］
(1301)極洋 (5201)ＡＧＣ
(1333)マルハニチロ (5333)日本碍子
(1375)雪国まいたけ (5334)日本特殊陶業
(1377)サカタのタネ (5384)フジミインコーポレーテッド

 ［鉱業］  ［鉄鋼］
(1515)日鉄鉱業 (5411)ＪＦＥホールディングス
(1662)石油資源開発 (5440)共英製鋼
(1663)Ｋ＆Ｏエナジーグループ (5471)大同特殊鋼

  ［建設業］ (5482)愛知製鋼
(1925)大和ハウス工業  ［非鉄金属］
(1928)積水ハウス (5711)三菱マテリアル
(1963)日揮ホールディングス (5713)住友金属鉱山
(1979)大気社 (5715)古河機械金属

  ［食料品］ (5801)古河電気工業
(2269)明治ホールディングス  ［金属製品］
(2502)アサヒグループホールディングス (3433)トーカロ
(2587)サントリー食品インターナショナル (5901)東洋製罐グループホールディングス
(2607)不二製油グループ本社 (5929)三和ホールディングス

  ［繊維製品］ (5970)ジーテクト
(3002)グンゼ  ［機械］
(3101)東洋紡 (6268)ナブテスコ
(3401)帝人 (6370)栗田工業
(3591)ワコールホールディングス (6460)セガサミーホールディングス

 ［パルプ･紙］ (7011)三菱重工業
(3863)日本製紙 ［電気機器］
(3878)巴川製紙所 (6479)ミネベアミツミ
(3880)大王製紙 (6645)オムロン
(3896)阿波製紙 (6701)日本電気

 ［化学］ (6762)ＴＤＫ
(4021)日産化学   ［輸送用機器］
(4204)積水化学工業 (7012)川崎重工業
(4901)富士フイルムホールディングス (7222)日産車体
(4911)資生堂 (7238)曙ブレーキ工業

 ［医薬品］ (7270)ＳＵＢＡＲＵ
(4503)アステラス製薬   ［精密機器］
(4506)住友ファーマ (7731)ニコン
(4516)日本新薬 (7732)トプコン
(4568)第一三共 (7740)タムロン

 ［石油･石炭製品］ (7762)シチズン時計
(5017)富士石油   ［その他製品］
(5018)ＭＯＲＥＳＣＯ (7867)タカラトミー
(5019)出光興産 (7905)大建工業
(5021)コスモエネルギーホールディングス (7951)ヤマハ

  ［ゴム製品］ (7956)ピジョン
(5101)横浜ゴム ［電気･ガス業］
(5105)ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ (9513)電源開発
(5110)住友ゴム工業 (9519)レノバ
(5191)住友理工 (9532)大阪瓦斯

(9533)東邦瓦斯
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業種別部門 優秀サイト（132 社） 

 
 
・業種分類は東証 33 業種と REIT・インフラ投資法人となります。 
 
  

 ［陸運業］ ［その他金融業］
(9006)京浜急行電鉄 (8566)リコーリース
(9024)西武ホールディングス (8570)イオンフィナンシャルサービス
(9064)ヤマトホールディングス (8591)オリックス
(9143)ＳＧホールディングス (8697)日本取引所グループ

  ［海運業］  ［不動産業］
(9104)商船三井 (3231)野村不動産ホールディングス
(9107)川崎汽船 (8801)三井不動産
(9110)ＮＳユナイテッド海運 (8804)東京建物
(9119)飯野海運 (8923)トーセイ

 ［空運業］   ［サービス業］
(9201)日本航空 (2163)アルトナー

 ［倉庫･運輸関連業］ (2181)パーソルホールディングス
(9066)日新 (2471)エスプール
(9301)三菱倉庫 (4665)ダスキン
(9324)安田倉庫    ［REIT･インフラ投資法人］
(9364)上組 (3234)森ヒルズリート投資法人

 ［情報･通信業］ (3249)産業ファンド投資法人
(3626)ＴＩＳ (3309)積水ハウス・リート投資法人
(9432)日本電信電話 (8953)日本都市ファンド投資法人
(9433)ＫＤＤＩ
(9697)カプコン

 ［卸売業］
(8001)伊藤忠商事
(8002)丸紅
(8015)豊田通商
(8053)住友商事

 ［小売業］
(3099)三越伊勢丹ホールディングス
(3197)すかいらーくホールディングス
(7532)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
(8252)丸井グループ

  ［銀行業］
(8304)あおぞら銀行
(8306)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
(8308)りそなホールディングス
(8316)三井住友フィナンシャルグループ

 ［証券･商品先物取引業］
(7177)ＧＭＯフィナンシャルホールディングス
(8601)大和証券グループ本社
(8609)岡三証券グループ
(8698)マネックスグループ

  ［保険業］
(8725)ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
(8750)第一生命ホールディングス
(8766)東京海上ホールディングス
(8795)Ｔ＆Ｄホールディングス
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スタンダード市場部門 最優秀サイト（20 社） 

 
 
スタンダード市場部門 優秀サイト（30 社） 

 
 
 

  

企業名 企業名
(2216)カンロ (4970)東洋合成工業
(2425)ケアサービス (6267)ゼネラルパッカー
(3353)メディカル一光グループ (6312)フロイント産業
(3744)サイオス (6324)ハーモニック・ドライブ・システムズ
(3796)いい生活 (6366)千代田化工建設
(3857)ラック (6890)フェローテックホールディングス
(4293)セプテーニ・ホールディングス (7177)ＧＭＯフィナンシャルホールディングス
(4581)大正製薬ホールディングス (8303)新生銀行
(4728)トーセ (8572)アコム
(4832)ＪＦＥシステムズ (9368)キムラユニティー

企業名 企業名
(1775)富士古河Ｅ＆Ｃ (6469)放電精密加工研究所
(2411)ゲンダイエージェンシー (6633)Ｃ＆Ｇシステムズ
(2819)エバラ食品工業 (6848)東亜ディーケーケー
(3023)ラサ商事 (6882)三社電機製作所
(3386)コスモ・バイオ (7291)日本プラスト
(3434)アルファ (7826)フルヤ金属
(3435)サンコーテクノ (8131)ミツウロコグループホールディングス
(3799)キーウェアソリューションズ (8508)Ｊトラスト
(3826)システムインテグレータ (8789)フィンテック　グローバル
(3878)巴川製紙所 (8903)サンウッド
(4235)ウルトラファブリックス・ホールディングス (9067)丸運
(4347)ブロードメディア (9436)沖縄セルラー電話
(4816)東映アニメーション (9640)セゾン情報システムズ
(4992)北興化学工業 (9768)いであ
(5218)オハラ (9982)タキヒヨー
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スタンダード市場部門 優良サイト（50 社） 

 
 
・スタンダード市場は東証スタンダード、名証メインとなります。 
・市場分類は 2022 年 9 月末時点となります。 
  

企業名 企業名
(2162)ｎｍｓ　ホールディングス (4935)リベルタ
(2186)ソーバル (5162)朝日ラバー
(2349)エヌアイデイ (5449)大阪製鐵
(2483)翻訳センター (5909)コロナ
(2488)ＪＴＰ (5998)アドバネクス
(2689)オルバヘルスケアホールディングス (6355)住友精密工業
(2702)日本マクドナルドホールディングス (6424)高見沢サイバネティックス
(2812)焼津水産化学工業 (6493)ＮＩＴＴＡＮ
(3079)ディーブイエックス (6505)東洋電機製造
(3355)クリヤマホールディングス (6927)ヘリオス　テクノ　ホールディング
(3377)バイク王＆カンパニー (6946)日本アビオニクス
(3422)Ｊ－ＭＡＸ (7065)ユーピーアール
(3423)エスイー (7215)ファルテック
(3562)Ｎｏ．１ (7229)ユタカ技研
(3800)ユニリタ (7781)平山ホールディングス
(3891)ニッポン高度紙工業 (7812)クレステック
(3896)阿波製紙 (7940)ウェーブロックホールディングス
(3909)ショーケース (8119)三栄コーポレーション
(3988)ＳＹＳホールディングス (8518)日本アジア投資
(4198)テンダ (8596)九州リースサービス
(4341)西菱電機 (8898)センチュリー２１・ジャパン
(4367)広栄化学 (8914)エリアリンク
(4667)アイサンテクノロジー (9268)オプティマスグループ
(4760)アルファ (9441)ベルパーク
(4829)日本エンタープライズ (9698)クレオ
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グロース市場部門 最優秀サイト（10 社） 

 
 
 

グロース市場部門 優秀サイト（25 社） 

 
 
・グロース市場は東証グロース、札証アンビシャス、名証ネクスト、福証 Q-Board となります。 
・市場分類は 2022 年 9 月末時点となります。 
 
  

企業名 企業名
(2370)メディネット (6181)タメニー
(3137)ファンデリー (6562)ジーニー
(4259)エクサウィザーズ (7157)ライフネット生命保険
(4431)スマレジ (7774)ジャパン・ティッシュエンジニアリング
(4936)アクシージア (9270)バリュエンスホールディングス

企業名 企業名
(2173)博展 (4933)Ｉ－ｎｅ
(2342)トランスジェニック (6026)ＧＭＯ　ＴＥＣＨ
(3497)ＬｅＴｅｃｈ (6255)エヌ・ピー・シー
(3542)ベガコーポレーション (6568)神戸天然物化学
(3652)ディジタルメディアプロフェッショナル (7046)ＴＤＳＥ
(3900)クラウドワークス (7093)アディッシュ
(3904)カヤック (7094)ＮｅｘＴｏｎｅ
(3929)ソーシャルワイヤー (7371)全研本社
(3998)すららネット (7676)グッドスピード
(4165)プレイド (7803)ブシロード
(4582)シンバイオ製薬 (7806)ＭＴＧ
(4594)ブライトパス・バイオ (9251)ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ
(4883)モダリス
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＝＝＝＝＝＝ 日興アイ・アール 『ホームページ関連サービス』のご案内 ＝＝＝＝＝＝＝ 
 
1. 『表彰企業の発表』 

上位企業を対象に総合、スタンダード市場の最優秀、優秀、優良と業種別、グロース市場の最優

秀、優秀の表彰をさせていただきます。 
日興アイ・アールホームページ https://www.nikkoir.co.jp/ で発表いたします。 
 

2. 『表彰ロゴ』の提供について 
今回の調査結果における、上位企業を対象に企業ホームページ等に掲載可能な『表彰ロゴ』（英

語版も可能）を有償にて提供いたします。 
詳細および申込みは、日興アイ・アールホームページ https://www.nikkoir.co.jp/ をご覧くださ

い。 
 

 
 
 
 
 
 

表彰項目 表彰基準 表彰ロゴ 

総合部門 
上位企業 496 社 

 
207 社 最優秀サイト（総合部門） 

 
 

134 社 優秀サイト（総合部門） 
 

 
155 社 優良サイト（総合部門） 

 

業種別部門 
上位企業最大 5 社 

1 社 最優秀サイト（業種別部門） 
 

4 社 優秀サイト（業種別部門） 
 

スタンダード市場部門 
上位企業 100 社 

20 社 最優秀サイト 
（スタンダード市場部門）  

30 社 優秀サイト 
（スタンダード市場部門）  

50 社 優良サイト 
（スタンダード市場部門）  

グロース市場部門 
上位企業 35 社 

10 社 最優秀サイト 
（グロース市場部門）  

25 社 優秀サイト 
（グロース市場部門）  

添付資料 
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3. 『ホームページ改善サービス』－IR サイト制作支援 
今回の調査結果を踏まえて、上場企業向けにコンサルティングからサイト制作までをご提供する

『ホームページ改善サービス』を実施いたします。 
詳細は日興アイ・アールホームページをご覧ください。 
https://www.nikkoir.co.jp/customer/hp_consulting/ 

 

http://www.nikkoir.co.jp/customer/hp_consulting/

