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図表Ａ 第４回「10年間高格付を維持している優良企業」／ ＲＭ格付分布 

RM格付 生存企業数 割合 社数増減

A格 52,710社 3.51% (+4,621社)

（うち10年間継続） (4,539社) (0.30%) (+2,627社)

B格 78,091社 5.19% (+6,489社)

C格 148,608社 9.88% (+3,438社)

D格 280,809社 18.68% (+1,512社)

E格 396,790社 26.39% (▲4,714社)

F格 546,483社 36.35% (▲14,848社)

計 1,503,491社 100.00% (▲3,502社)
 

（2016年 12月末現在） 
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図表Ｂ 第４回「10年間高格付を維持している優良企業」／上場会社（売上高 2,000億円以上かつ従業員 3,000人

以上） 

通番 企業名 都道府県 業種

1 トヨタ自動車（株） 愛知県 輸送用機械器具製造業

2 三菱商事（株） 東京都 各種商品卸売業

3 伊藤忠商事（株） 東京都 各種商品卸売業

4 （株）ＮＴＴドコモ 東京都 通信業

5 三井物産（株） 東京都 各種商品卸売業

6 ＫＤＤＩ（株） 東京都 通信業

7 パナソニック（株） 大阪府 電気機械器具製造業

8 日産自動車（株） 神奈川県 輸送用機械器具製造業

9 本田技研工業（株） 東京都 輸送用機械器具製造業

10 新日鐵住金（株） 東京都 鉄鋼業

11 住友商事（株） 東京都 各種商品卸売業

12 （株）デンソー 愛知県 輸送用機械器具製造業

13 三菱食品（株） 東京都 飲食料品卸売業

14 キヤノン（株） 東京都 業務用機械器具製造業

15 ソニー（株） 東京都 情報通信機械器具製造業

16 東日本旅客鉄道（株） 東京都 鉄道業

17 （株）スズケン 愛知県 その他の卸売業

18 （株）日立製作所 東京都 情報通信機械器具製造業

19 東京瓦斯（株） 東京都 ガス業

20 大和ハウス工業（株） 大阪府 不動産取引業

21 スズキ（株） 静岡県 輸送用機械器具製造業

22 三菱重工業（株） 東京都 輸送用機械器具製造業

23 （株）ヤマダ電機 群馬県 機械器具小売業

24 清水建設（株） 東京都 総合工事業

25 東海旅客鉄道（株） 愛知県 鉄道業

26 日野自動車（株） 東京都 輸送用機械器具製造業

27 （株）豊田自動織機 愛知県 輸送用機械器具製造業

28 鹿島建設（株） 東京都 総合工事業

29 川崎重工業（株） 兵庫県 はん用機械器具製造業

30 （株）電通 東京都 広告業

31 中国電力（株） 広島県 電気業

32 積水ハウス（株） 大阪府 総合工事業

33 日本通運（株） 東京都 道路貨物運送業

34 大阪瓦斯（株） 大阪府 ガス業

35 大日本印刷（株） 東京都 印刷・同関連業

36 西日本旅客鉄道（株） 大阪府 鉄道業

37 住友電気工業（株） 大阪府 輸送用機械器具製造業

38 （株）ブリヂストン 東京都 ゴム製品製造業

39 （株）リコー 東京都 業務用機械器具製造業

40 （株）村田製作所 京都府 電気機械器具製造業  
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通番 企業名 都道府県 業種

41 花王（株） 東京都 化学工業

42 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 東京都 情報サービス業

43 アイシン精機（株） 愛知県 輸送用機械器具製造業

44 武田薬品工業（株） 大阪府 化学工業

45 凸版印刷（株） 東京都 印刷・同関連業

46 住友化学（株） 東京都 化学工業

47 日本たばこ産業（株） 東京都 飲料・たばこ・飼料製造業

48 住友不動産（株） 東京都 不動産賃貸業・管理業

49 山崎製パン（株） 東京都 食料品製造業

50 （株）髙島屋 大阪府 各種商品小売業

51 住友林業（株） 東京都 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

52 （株）小松製作所 東京都 生産用機械器具製造業

53 トヨタ紡織（株） 愛知県 輸送用機械器具製造業

54 ヤマハ発動機（株） 静岡県 輸送用機械器具製造業

55 アステラス製薬（株） 東京都 化学工業

56 日本製紙（株） 東京都 パルプ・紙・紙加工品製造業

57 （株）ジェイテクト 大阪府 はん用機械器具製造業

58 大東建託（株） 東京都 総合工事業

59 京セラ（株） 京都府 窯業・土石製品製造業

60 四国電力（株） 香川県 電気業

61 （株）クボタ 大阪府 生産用機械器具製造業

62 （株）ニコン 東京都 業務用機械器具製造業

63 東レ（株） 東京都 繊維工業

64 （株）大塚商会 東京都 情報サービス業

65 東ソー（株） 東京都 化学工業

66 富士電機（株） 東京都 電気機械器具製造業

67 旭硝子（株） 東京都 窯業・土石製品製造業

68 キヤノンマーケティングジャパン（株） 東京都 機械器具卸売業

69 北陸電力（株） 富山県 電気業

70 中外製薬（株） 東京都 化学工業

71 日東電工（株） 大阪府 電子部品・デバイス・電子回路製造業

72 ファナック（株） 山梨県 生産用機械器具製造業

73 森永乳業（株） 東京都 食料品製造業

74 コカ・コーライーストジャパン（株） 東京都 飲食料品卸売業

75 ミネベア（株） 東京都 はん用機械器具製造業

76 （株）コスモス薬品 福岡県 その他の小売業

77 日立金属（株） 東京都 鉄鋼業

78 （株）きんでん 大阪府 設備工事業

79 田辺三菱製薬（株） 大阪府 化学工業

80 （株）エイチ・アイ・エス 東京都 その他の生活関連サービス業

81 （株）関電工 東京都 設備工事業

82 （株）日立ハイテクノロジーズ 東京都 業務用機械器具製造業

83 ＴＯＴＯ（株） 福岡県 窯業・土石製品製造業

84 ヤフー（株） 東京都 インターネット附随サービス業

85 セコム（株） 東京都 その他の事業サービス業  
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通番 企業名 都道府県 業種

86 横浜ゴム（株） 東京都 ゴム製品製造業

87 （株）伊藤園 東京都 飲料・たばこ・飼料製造業

88 豊田合成（株） 愛知県 プラスチック製品製造業

89 （株）平和堂 滋賀県 各種商品小売業

90 日立建機（株） 東京都 生産用機械器具製造業

91 （株）野村総合研究所 東京都 情報サービス業

92 伊藤忠テクノソリューションズ（株） 東京都 情報サービス業

93 （株）ローソン 東京都 飲食料品小売業

94 ユニー・ファミリーマートホールディングス（株） 東京都 飲食料品小売業

95 日立化成（株） 東京都 電子部品・デバイス・電子回路製造業

96 エーザイ（株） 東京都 化学工業

97 カルソニックカンセイ（株） 埼玉県 輸送用機械器具製造業

98 （株）コメリ 新潟県 その他の小売業

99 ＳＭＣ（株） 東京都 はん用機械器具製造業

100 宇部興産（株） 東京都 窯業・土石製品製造業

101 （株）カネカ 大阪府 化学工業

102 テルモ（株） 東京都 業務用機械器具製造業

103 塩野義製薬（株） 大阪府 化学工業

104 東京急行電鉄（株） 東京都 鉄道業

105 コネクシオ（株） 東京都 機械器具小売業

106 （株）九電工 福岡県 設備工事業

107 大同特殊鋼（株） 愛知県 鉄鋼業

108 日本特殊陶業（株） 愛知県 電気機械器具製造業

109 レンゴー（株） 大阪府 パルプ・紙・紙加工品製造業

110 （株）小糸製作所 東京都 電気機械器具製造業

111 大日本住友製薬（株） 大阪府 化学工業

112 オムロン（株） 京都府 電気機械器具製造業

113 味の素（株） 東京都 食料品製造業

114 ＳＣＳＫ（株） 東京都 情報サービス業

115 パナホーム（株） 大阪府 総合工事業

116 （株）東海理化電機製作所 愛知県 輸送用機械器具製造業

117 イオンディライト（株） 東京都 その他の事業サービス業

118 日本碍子（株） 愛知県 窯業・土石製品製造業

119 ＤＩＣ（株） 東京都 化学工業

120 （株）協和エクシオ 東京都 設備工事業

121 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都 情報サービス業

122 （株）上組 兵庫県 運輸に附帯するサービス業

123 東武鉄道（株） 東京都 鉄道業

124 （株）クラレ 東京都 化学工業

125 綜合警備保障（株） 東京都 その他の事業サービス業

126 福山通運（株） 広島県 道路貨物運送業

127 （株）アルペン 愛知県 その他の小売業

128 協和発酵キリン（株） 東京都 化学工業

129 九州旅客鉄道（株） 福岡県 鉄道業

130 独立行政法人国立病院機構 東京都 医療業  
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図表Ｃ 第４回「10年間高格付を維持している優良企業」／非上場会社（売上高 1,000億円以上かつ従業員 2,000

人以上） 

通番 企業名 都道府県 業種

1 アルフレッサ（株） 東京都 その他の卸売業

2 （株）マルハン 東京都 娯楽業

3 ＪＦＥスチール（株） 東京都 鉄鋼業

4 東日本電信電話（株） 東京都 通信業

5 トヨタ車体（株） 愛知県 輸送用機械器具製造業

6 西日本電信電話（株） 大阪府 通信業

7 ホクレン農業（協組連） 北海道 協同組合

8 ヤマト運輸（株） 東京都 道路貨物運送業

9 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 愛知県 輸送用機械器具製造業

10 ダイハツ工業（株） 大阪府 輸送用機械器具製造業

11 （株）竹中工務店 大阪府 総合工事業

12 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 東京都 通信業

13 （株）セブン－イレブン・ジャパン 東京都 飲食料品小売業

14 三菱化学（株） 東京都 化学工業

15 富士ゼロックス（株） 東京都 情報通信機械器具製造業

16 大東建物管理（株） 東京都 不動産賃貸業・管理業

17 トヨタ自動車東日本（株） 宮城県 輸送用機械器具製造業

18 （株）明治 東京都 食料品製造業

19 日本放送協会 東京都 放送業

20 （株）博報堂 東京都 広告業

21 （株）本田技術研究所 埼玉県 情報サービス業

22 大塚製薬（株） 東京都 化学工業

23 ウエルシア薬局（株） 東京都 その他の小売業

24 アサヒ飲料（株） 東京都 飲料・たばこ・飼料製造業

25 （株）ヨークベニマル 福島県 各種商品小売業

26 旭化成ホームズ（株） 東京都 総合工事業

27 （株）カインズ 埼玉県 その他の小売業

28 日立アプライアンス（株） 東京都 はん用機械器具製造業

29 （株）日立システムズ 東京都 その他の事業サービス業

30 東京地下鉄（株） 東京都 鉄道業

31 （生協）コープみらい 埼玉県 協同組合

32 大和証券（株） 東京都 金融商品取引業，商品先物取引業

33 日通商事（株） 東京都 各種商品卸売業

34 （株）ココカラファインヘルスケア 神奈川県 その他の小売業

35 （株）ツルハ 北海道 その他の小売業

36 （株）マツモトキヨシ 千葉県 その他の小売業

37 日亜化学工業（株） 徳島県 電子部品・デバイス・電子回路製造業

38 三菱電機ビルテクノサービス（株） 東京都 設備工事業

39 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア 東京都 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

40 オーケー（株） 神奈川県 各種商品小売業  
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通番 企業名 都道府県 業種

41 ダイハツ九州（株） 大分県 輸送用機械器具製造業

42 （株）一条工務店 東京都 総合工事業

43 ＪＦＥエンジニアリング（株） 東京都 技術サービス業

44 （株）朝日新聞社 大阪府 映像・音声・文字情報制作業

45 キャタピラージャパン（株） 東京都 生産用機械器具製造業

46 サミット（株） 東京都 各種商品小売業

47 （株）日立ビルシステム 東京都 はん用機械器具製造業

48 （生協）コープこうべ 兵庫県 協同組合

49 ブリヂストンタイヤジャパン（株） 東京都 機械器具卸売業

50 グラクソ・スミスクライン（株） 東京都 化学工業

51 国立大学法人東京大学 東京都 学校教育

52 （株）クリエイトエス・ディー 神奈川県 その他の小売業

53 三菱レイヨン（株） 東京都 化学工業

54 日清医療食品（株） 東京都 持ち帰り・配達飲食サービス業

55 （株）東急ストア 東京都 各種商品小売業

56 京セラドキュメントソリューションズ（株） 大阪府 業務用機械器具製造業

57 大正製薬（株） 東京都 化学工業

58 三菱樹脂（株） 東京都 プラスチック製品製造業

59 日本コムシス（株） 東京都 設備工事業

60 （学）日本大学 東京都 学校教育

61 エヌ・ティ・ティ・コムウェア（株） 東京都 情報サービス業

62 大和リース（株） 大阪府 物品賃貸業

63 大分キヤノン（株） 大分県 情報通信機械器具製造業

64 ＮＥＣフィールディング（株） 東京都 その他の事業サービス業

65 国立大学法人京都大学 京都府 学校教育

66 スターバックスコーヒージャパン（株） 東京都 飲食店

67 （学）順天堂 東京都 学校教育

68 （株）日立パワーソリューションズ 茨城県 技術サービス業

69 （株）日立ソリューションズ 東京都 情報サービス業

70 （株）ミライト 東京都 設備工事業

71 宝酒造（株） 京都府 飲料・たばこ・飼料製造業

72 （株）日立産機システム 東京都 機械器具卸売業

73 ＧＥヘルスケア・ジャパン（株） 東京都 業務用機械器具製造業

74 （株）中日新聞社 愛知県 映像・音声・文字情報制作業

75 大鵬薬品工業（株） 東京都 化学工業

76 豊田鉄工（株） 愛知県 金属製品製造業

77 （株）ドコモＣＳ 東京都 機械器具小売業

78 アイシン・エィ・ダブリュ工業（株） 福井県 輸送用機械器具製造業

79 （株）東急コミュニティー 東京都 不動産賃貸業・管理業

80 ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都 その他の事業サービス業

81 三井不動産リアルティ（株） 東京都 不動産取引業

82 （株）ワコール 京都府 繊維工業

83 独立行政法人国立病院機構 東京都 医療業  



RISMON GROUP NEW INFOＲＭATION 

  ●リスモングループ NEWインフォメーション●              

7/7 

図表Ｄ 第４回「10年間高格付を維持している優良企業」／ 規模（従業員数）別 

順位 従業員数 A格維持社数 社数増減 生存企業数 割合

1 100人以下 1,284社 (+910社) 1,458,322社 0.09%

2 201人～500人 1,056社 (+614社) 13,725社 7.69%

3 101人～200人 908社 (+582社) 22,778社 3.99%

4 501人～1000人 582社 (+278社) 3,913社 14.87%

5 1001人～2000人 336社 (+137社) 1,531社 21.95%

6 2001人～5000人 214社 (+60社) 747社 28.66%

7 5001人以上 125社 (+16社) 290社 43.14%

 

上場区分 A格維持社数生存企業数 割合

上場会社 986社 3,517社 28.15%

非上場会社 3,528社 1,497,788社 0.24%
 

 

 

図表Ｅ 第４回「10年間高格付を維持している優良企業」／ 業種別 

順位 業種 A格維持社数 社数増減 前年比 生存企業数 割合

1 製造業 1,445社 (+680社) 189% 181,157社 0.81%

2 卸売業 993社 (+604社) 255% 153,415社 0.66%

3 サービス業その他 600社 (+384社) 278% 364,700社 0.17%

4 情報通信業 316社 (+186社) 243% 37,402社 0.86%

5 小売業 260社 (+144社) 224% 166,494社 0.16%

6 運輸業、郵便業 247社 (+179社) 363% 42,813社 0.59%

7 識別・設備工事業 246社 (+174社) 342% 237,299社 0.11%

8 総合工事業 135社 (+89社) 293% 184,080社 0.07%

9 不動産賃貸・管理業 119社 (+85社) 350% 47,694社 0.25%

10 物品賃貸業 53社 (+33社) 265% 7,389社 0.73%

11 電気・ガス・熱供給・水道業 41社 (+17社) 171% 2,060社 2.03%

12 農・林・漁業、鉱業 23社 (+14社) 256% 17,589社 0.13%

13 金融業、保険業 19社 (+4社) 127% 3,598社 0.54%

14 不動産取引業 17社 (+9社) 213% 55,613社 0.03%

 


