
JACD 日本取締役協会 

1 

指名委員会等設置会社リスト（上場企業） 2022 年 12 月 12 日現在 

日本取締役協会調べ。（各社のプレスリリースなど、公表されている情報を元に作成） 

 

社名 証券コード 上場場部 移行年 

コニカミノルタ(株) 4902 プライム 2003 

日立金属(株) 5486 プライム 2003 

日立建機(株) 6305 プライム 2003 

(株)日立製作所 6501 プライム 2003 

(株)東芝 6502 プライム 2003 

三菱電機(株) 6503 プライム 2003 

ソニーグループ(株) 6758 プライム 2003 

スミダコーポレーション(株) 6817 プライム 2003 

(株)指月電機製作所 6994 スタンダード 2003 

(株)ノジマ 7419 プライム 2003 

HOYA(株) 7741 プライム 2003 

ピープル(株) 7865 スタンダード 2003 

イオン(株)  8267 プライム 2003 

(株)りそなホールディングス 8308 プライム 2003 

オリックス(株) 8591 プライム 2003 

野村ホールディングス(株) 8604 プライム 2003 

いちよし証券(株) 8624 プライム 2003 

(株)日立物流 9086 プライム 2003 

(株)学究社 9769 プライム 2003 

エーザイ(株) 4523 プライム 2004 

エステー(株) 4951 プライム 2004 

日本精工(株) 6471 プライム 2004 

(株)フジシールインターナショナル 7864 プライム 2004 

(株)大和証券グループ本社 8601 プライム 2004 

H.U.ホールディングス（株） 4544 プライム 2005 

栄研化学（株） 4549 プライム 2005 
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社名 証券コード 上場場部 移行年 

そーせいグループ（株） 4565 グロース 2005 

（株）大田花き 7555 スタンダード 2005 

マニー（株） 7730 プライム 2005 

いちご（株） 2337 プライム 2006 

（株）MontaRO 3064 プライム 2006 

（株）ガイアックス 3775 セントレックス 2006 

（株）福井銀行 8362 プライム 2007 

日本オラクル（株） 4716 スタンダード 2008 

日本板硝子（株） 5202 プライム 2008 

クックパッド（株） 2193 スタンダード 2009 

フィデアホールディングス(株) 8713 プライム 2009 

（株）ジーエヌアイグループ 2160 グロース 2010 

(株)カーチスホールディングス 7602 スタンダード 2010 

（株）LIXIL グループ 5938 プライム 2011 

東京電力ホールディングス(株) 9501 プライム 2012 

(株)日本取引所グループ 8697 プライム 2013 

マネックスグループ（株） 8698 プライム 2013 

日東紡績(株） 3110 プライム 2014 

（株）みずほフィナンシャルグループ 8411 プライム 2014 

(株) 三菱ケミカルホールディングス 4188 プライム 2015 

日本郵政(株) 6178 プライム 2015 

(株) 荏原製作所 6361 プライム 2015 

(株)ツバキ・ナカシマ 6464 プライム 2015 

GMO フィナンシャルホールディングス(株) 7177 スタンダード 2015 

(株)かんぽ生命保険 7181 プライム 2015 

(株)ゆうちょ銀行 7182 プライム 2015 

(株)メニコン 7780 プライム 2015 

(株) 三菱 UFJ フィナンシャルグループ 8306 プライム 2015 
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社名 証券コード 上場場部 移行年 

窪田製薬ホールディングス(株) 4596 グロース 2016 

（株）ブリヂストン 5108 プライム 2016 

三菱地所(株) 8802 プライム 2016 

J. フロントリテイリング(株) 3086 プライム 2017 

(株)マクロミル 3978 プライム 2017 

ヤマハ(株) 7951 プライム 2017 

三井住友トラスト・ホールディングス(株) 8309 プライム 2017 

(株)三井住友フィナンシャルグループ 8316 プライム 2017 

(株)ヘリオス 4593 グロース 2018 

（株）構造計画研究所 4748 スタンダード 2019 

三菱マテリアル（株） 5711 プライム 2019 

NTN（株） 6472 プライム 2019 

（株）テラプローブ 6627 スタンダード 2019 

日産自動車（株） 7201 プライム 2019 

三菱自動車工業（株） 7211 プライム 2019 

オリンパス（株） 7733 プライム 2019 

日本証券金融（株） 8511 プライム 2019 

SOMPO ホールディングス（株） 8630 プライム 2019 

（株）ヒガシトゥエンティワン 9029 スタンダード 2019 

（株）三越伊勢丹ホールディングス 3099 プライム 2020 

日本ペイントホールディングス（株） 4612 プライム 2020 

（株）ジャパンディスプレイ 6740 プライム 2020 

（株）スマートバリュー 9417 スタンダード 2020 

関西電力（株） 9503 プライム 2020 

味の素（株） 2802 プライム 2021 

（株）くふうカンパニー 4376 グロース 2021 

インフロニア・ホールディングス（株） 5076 プライム 2021 

本田技研工業（株） 7267 プライム 2021 
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社名 証券コード 上場場部 移行年 

東京ガス（株） 9531 プライム 2021 

（株）グルメ杵屋 9850 プライム 2021 

（株）スカラ 4845 プライム 2022 

（株）ダイレクトマーケティング 7354 プライム 2022 

（株）ディスコ 6146 プライム 2022 

アズビル（株） 6845 プライム 2022 

平和不動産（株） 8803 プライム 2022 

 

プライム  72 社 

スタンダード  11 社 

グロース  5 社 

セントレックス １社 

計 89 社 

 

移行企業数の推移  ※各年の社数は、毎年 12 月末現在 

2003 年 44 社 

2004 年 ＋16 社（△1 社） 計 59 社 

2005 年 ＋11 社（△3 社） 計 67 社 

2006 年 ＋6 社（△3 社） 計 70 社 

2007 年 ＋3 社（△3 社） 計 70 社 

2008 年 ＋4 社（△3 社） 計 71 社 

2009 年 ＋5 社（△5 社） 計 71 社 

2010 年 ＋2 社（△11 社） 計 62 社 

2011 年 ＋1 社（△4 社） 計 59 社 

2012 年 ＋1 社（△2 社） 計 58 社 

2013 年 ＋3 社（△3 社） 計 58 社 

2014 年 +2 社 (△1 社) 計 59 社 

2015 年 +10 社 計 69 社 

2016 年 +4 社(△3 社) 計 70 社 

2017 年 +5 社（△2 社） 計 73 社 

2018 年 +1 社（△2 社） 計 72 社 

2019 年 +10 社（△5 社） 計 77 社 

2020 年 ＋5 社（△3 社） 計 79 社 
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2021 年 ＋6 社（△1 社） 計 84 社 

2022 年 ＋5 社 計 89 社 

 

 

リストからの移動・変更 

2004 年 ニイウス（2003 年移行）→監査役会社へ移行 

2005 年 ソフトバンクモバイル（旧ボーダフォンホールディングス）（2003 年移行）→非上場 

 カネボウ（2004 年移行）→非上場 

 角川映画（旧日本ヘラルド）（2004 年移行）→非上場（子会社化） 

2006 年 日立オートパーツ＆サービス（旧日立モバイル）（2003 年移行）→非上場（子会社化） 

 日立プラントテクノロジー（旧日立機電工業）（2003 年移行）→非上場（合併） 

 サンスター（2004 年移行）→監査役会社へ移行 

2007 年 日本電産サーボ（旧日本サーボ）(2003 年移行) →非上場（子会社化） 

 シャディ（2003 年移行）→非上場 

 ファルテック（2004 年移行）→非上場 

2008 年 日興コーディアルグループ（2004 年移行）→非上場 

 日立粉末冶金(2003 年移行)→非上場（子会社化、その後吸収合併） 

 西友（2003 年移行)→非上場 

2009 年 ディーアンドエムホールディングス（2003 年移行）→非上場・ 

 東京スター銀行（2003 年移行）→非上場 

 富山化学工業(株) （2003 年移行）→非上場 

 シャルレ（旧テンアローズ）（2006 年移行）→監査役会社へ移行  

 荘内銀行(2008 移行) →非上場（経営統合） 

2010 年 コロムビアミュージックエンタテインメント(2003 年移行) →監査役会社へ移行 

 日立ソフトウェアエンジニアリング(2003 年移行) ）→非上場（子会社化） 

 日立プラントテクノロジー(2003 年移行) →非上場（子会社化、吸収合併） 

 日立マクセル(2003 年移行) →非上場（子会社化、その後独立再上場） 

 日立情報システムズ(2003 年移行) →非上場（子会社化、その後合併） 

 サイバー・コミュニケーションズ（2004 年移行）→非上場（子会社化） 

 グローバルダイニング(2004 年移行) →監査役会社へ移行 

 新生銀行(2004 年移行) →監査役会社へ移行 

 日立システムアンドサービス(2004 年移行) →非上場（子会社化、その後合併） 

 ＴＣＭ(2005 年移行) →非上場（子会社化） 

 船井電機(2005 年移行) →監査役会社へ移行 

2011 年 富士火災海上保険（2005 年移行）→非上場 

 サイレックス・テクノロジー(2004 年移行)→非上場(子会社化) 

 昭栄（2005 年移行）→合併による社名変更（ヒューリック(株)→監査役会社へ移行 

 ユニバーサルエンターテイメント（2008 年移行）→監査役会社へ移行 
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2012 年 新神戸電機(2003 年移行) →非上場(子会社化、その後吸収合併) 

 旭テック(2003 年移行) →非上場(子会社化) 

2013 年 ユナイテッド(旧 ngi group, モーションビート)（2007 年移行）→監査役会社へ移行 

 日立電線（2003 年移行）→非上場（吸収合併） 

 ニッセイ（2003 年移行）→監査役会社へ移行 

2014 年 日立メディコ(2003 年移行) →非上場(子会社化) 

2016 年 昭和ホールディングス（2009 年移行） →監査等委員会設置会社へ移行 

 足利ホールディングス（2013 年移行） →合併、監査等委員会設置会社へ移行 

 シ―シ―エス(株) （2009 年移行） →子会社化、監査等委員会設置会社へ移行 

2017 年 日立工機 （2015 年移行） →非上場（他グループの子会社へ） 

 TASAKI （2009 年移行） →非上場へ 

2018 年 黒田電気 （2006 年移行） →非上場へ 

 日立国際電気 （2003 年移行） →非上場へ 

2019 年 大京（2005 年移行） →非上場(子会社化) 

 クラリオン（2016 年移行） →非上場へ 

 十八銀行（2007 年移行） →非上場(子会社化) 

 シャクリー・グローバル・グループ（2004 年移行）→非上場へ 

 カブドットコム証券（2005 年移行） →非上場(子会社化) 

2020 年 パルコ（2003 年移行） →非上場(子会社化) 

 日立化成（2003 年移行） →非上場（他グループの子会社へ） 

 日立ハイテクノロジーズ （2003 年移行） →非上場(子会社化) 

2021 年 日立キャピタル（2003 年移行） →非上場（合併） 

 

 

以上 


