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2019 年 8 月 27 日 

各 位 

株式会社東京証券取引所 

 

 

第８回企業価値向上表彰の表彰候補 50社の公表について 

 

 

 当社では、資本コストをはじめとする投資者の視点を深く組み込んだ経営の実践を通じて、高

い企業価値の向上を実現している上場会社を表彰する「企業価値向上表彰」を 2012 年から実施

しております。この度、第８回企業価値向上表彰の表彰候補 50 社が決定しましたので、公表いた

します。社名等については、別紙をご参照ください。 

 

これらの 50 社は、過去 5 年間にわたり自己資本コストを上回る ROE を安定的に計上している

企業であり、かつ、経営目標や資本コストなどを確認する選考アンケートの結果及び資本コスト

（WACC）を上回る企業価値の創出額等の算定結果が優れた企業として選定されました。 

 

今後、詳細な選考アンケートの実施等を通じて各社の経営の実践状況を確認し、ファイナリス

ト（大賞候補会社）の選考を進めて参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【本件に関するお問い合わせ先】 

東京証券取引所 上場部 上場会社表彰選定委員会事務局 

電話 ０５０－３３７７－７０１２（直通） 
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第８回企業価値向上表彰 表彰候補 50 社 

 

会社名 コード 業種 市場区分 

（株）ジェイエイシーリクルートメント 2124 サービス 市場第一部 

カルビー（株） 2229 食料品 市場第一部 

綜合警備保障（株） 2331 サービス 市場第一部 

（株）ベネフィット・ワン 2412 サービス 市場第一部 

（株）博報堂ＤＹホールディングス 2433 サービス 市場第一部 

アサヒグループホールディングス（株） 2502 食料品 市場第一部 

（株）ローソン 2651 小売 市場第一部 

キッコーマン（株） 2801 食料品 市場第一部 

（株）ニチレイ 2871 食料品 市場第一部 

旭化成（株） 3407 化学 市場第一部 

ＴＩＳ（株） 3626 情報通信 市場第一部 

日産化学（株） 4021 化学 市場第一部 

信越化学工業（株） 4063 化学 市場第一部 

アステラス製薬（株） 4503 医薬品 市場第一部 

日本新薬（株） 4516 医薬品 市場第一部 

中外製薬（株） 4519 医薬品 市場第一部 

科研製薬（株） 4521 医薬品 市場第一部 

エーザイ（株） 4523 医薬品 市場第一部 

参天製薬（株） 4536 医薬品 市場第一部 

テルモ（株） 4543 精密 市場第一部 

伊藤忠テクノソリューションズ（株） 4739 情報通信 市場第一部 

（株）フルキャストホールディングス 4848 サービス 市場第一部 

（株）資生堂 4911 化学 市場第一部 

ライオン（株） 4912 化学 市場第一部 

（株）ミルボン 4919 化学 市場第一部 

（株）ディスコ 6146 機械 市場第一部 

ＳＭＣ（株） 6273 機械 市場第一部 

（株）小松製作所 6301 機械 市場第一部 

（株）安川電機 6506 電機 市場第一部 

日本電産（株） 6594 電機 市場第一部 

パナソニック（株） 6752 電機 市場第一部 

（株）アドバンテスト 6857 電機 市場第一部 

スタンレー電気（株） 6923 電機 市場第一部 

（株）村田製作所 6981 電機 市場第一部 

別紙 
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会社名 コード 業種 市場区分 

（株）島津製作所 7701 精密 市場第一部 

ＨＯＹＡ（株） 7741 精密 市場第一部 

朝日インテック（株） 7747 精密 市場第一部 

（株）バンダイナムコホールディングス 7832 他製品 市場第一部 

伊藤忠商事（株） 8001 卸売 市場第一部 

東京エレクトロン（株） 8035 電機 市場第一部 

（株）日立ハイテクノロジーズ 8036 卸売 市場第一部 

ユニ・チャーム（株） 8113 化学 市場第一部 

東京センチュリー（株） 8439 他金融 市場第一部 

東日本旅客鉄道（株） 9020 陸運 市場第一部 

京阪ホールディングス（株） 9045 陸運 市場第一部 

名古屋鉄道（株） 9048 陸運 市場第一部 

ＡＮＡホールディングス（株） 9202 空運 市場第一部 

ＫＤＤＩ（株） 9433 情報通信 市場第一部 

ＳＣＳＫ（株） 9719 情報通信 市場第一部 

（株）ニトリホールディングス 9843 小売 市場第一部 

（証券コード順） 
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企業価値向上表彰の選考プロセス 

 

本表彰の選考は、上場会社表彰選定委員会において、以下のプロセスに基づき進められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜上場会社表彰選定委員会＞ 

 

座長 ： 伊藤 邦雄 
一橋大学 CFO教育研究センター長 ／ 

一橋大学大学院経営管理研究科 特任教授 

委員 ： 澤上 篤人 さわかみ投信株式会社 取締役会長 

委員 ： スコット キャロン いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 

 

参考１ 

一次選抜 

東証市場に上場する全上場会社（約 3,650 社）の中から、過去５年

間にわたり自己資本コストを上回る ROEを安定的に計上している企

業を選定。（2019 年度実績：約 600 社） 

二次選抜 

一次選抜を通過した企業に対して、経営目標や資本コスト等を確認す

る選考アンケートを実施するほか、所定の算式により資本コスト

（WACC）を上回る企業価値の創出額等を算定。 

これらを踏まえ、「表彰候補 50 社」を選定・公表。（本日：2019 年 8

月 27 日） 

50 社に対して、持続的な企業価値向上を実現する経営の実践状況を

確認するため、より詳細な選考アンケートを実施。 

アンケートの回答内容を踏まえ、3 社程度を選定し、「ファイナリス

ト」として公表。（2019 年 10 月頃公表予定） 

三次選抜 

四次選抜 

選定委員がファイナリストの経営トップクラスにインタビューを実

施するほか、投資家やアナリストからファイナリストに対する意見を

募集。 

これらを踏まえ、大賞・優秀賞を決定し公表。（2020 年 1 月頃公表

予定） 
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表彰候補 50 社の株価パフォーマンスの推移 

 

 

 第８回表彰の選考対象期間（財務数値の参照期間）の最初の営業日（2014/4/1）を起点（100）

として、表彰候補 50 社の日々の終値ベースでの株価の変化率を単純平均してグラフ化 

※ 同じ時点を起点とする日経平均株価及び TOPIX の変化率の推移も併記 

 

【株価変化率の推移】 

 

 

 

● 過去の表彰候補 50社の株価パフォーマンスの推移は、JPX ウェブサイトの「企業価値向上表彰」のページ

でご覧いただけます。 

  

参考２ 

（https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/award/01.html） 

https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/award/01.html
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二次選抜アンケート結果 

～資本コストに対する認識の推移～ 

 

 一次選抜を通過した企業に対して毎年実施しておりますアンケート結果によれば、資本コス

トを具体的に認識している上場会社が着実に増加しています。 

 

 

 

参考３ 


