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投資単位引下げ・配当に関する表彰 

 

※表彰時の社名を掲載しております。 

 

第 10回表彰会社（2001年度） 

投資単位 モリテックス 投資単位 イオンクレジットサービス 

投資単位 東京エレクトロン 投資単位 グローバルダイニング 

投資単位 トーメンエレクトロニクス 投資単位 ガリバーインターナショナル 

投資単位 村田製作所 投資単位 ＨＯＹＡ 

投資単位 ミルボン 投資単位 ワタミフードサービス 

投資単位 東京電波 投資単位 日東電工 

投資単位 ユニカフェ 投資単位 シンキ 

投資単位 吉野屋ディー・アンド･シー 投資単位 スクウェア 

投資単位 松下通信工業 投資単位 本多通信工業 

投資単位 ヨコオ 投資単位 ニチコン 

投資単位 ＴＤＫ 投資単位 テルモ 

投資単位 日本ユニシス 投資単位 日本テレビ放送網 

投資単位 トーセ 投資単位 ドウシシャ 

投資単位 アーバンコーポレイション 投資単位 住商情報システム 

投資単位 ソフトバンク 投資単位 ＴＩＳ 

投資単位 ゼンショー 投資単位 アイネス 

投資単位 ＫＯＡ 投資単位 シーイーシー 

投資単位 小林洋行 投資単位 ディスコ 

投資単位 松屋フーズ 投資単位 シチエ 

投資単位 サンリオ 投資単位 日立情報システムズ 

投資単位 アルファシステムズ 投資単位 東陽テクニカ 

投資単位 日本ビジネスコンピューター 投資単位 ダイヤモンドコンピューターサービス 

投資単位 セコム 投資単位 小林製薬 

投資単位 トヨタ自動車 投資単位 ソニー 

投資単位 アイコム   
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第 9回表彰会社（2000年度） 

配当 セブン-イレブン・ジャパン 配当 日立キャピタル 

配当 花王 配当 日本テレビ放送網 

配当 エフピコ 配当 データ通信システム 

配当 原信  配当 日立ソフトウェアエンジニアリング 

配当 ホクト産業 配当 住商情報システム  

配当 コカ・コーラウエストジャパン  配当 セコム  

配当 東京応化工業  配当 インテック 

配当 ユニオンツール 配当 マルヤ 

配当 マブチモーター 配当 ファーストリテイリング 

配当 シャディ 配当 ベルーナ 

配当 イオンクレジットサービス     

投資単位 ジャック・ホールディングス 投資単位 ローム  

投資単位 アルゴ二十一 投資単位 トッパン・フォームズ 

投資単位 ファンケル 投資単位 エニックス 

投資単位 日本システムウエア 投資単位 Olympic 

投資単位 住友不動産販売 投資単位 良品計画 

投資単位 ジョイント・コーポレーション 投資単位 コナミ 

投資単位 オービック 投資単位 日清食品 

投資単位 ハピネット 投資単位 シマノ 

投資単位 ユーシン精機 投資単位 東急コミュニティー 

投資単位 黒田電気 投資単位 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

投資単位 シートゥーネットワーク   
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第 8回表彰会社（1999年度） 

配当 近畿通信建設 配当 ＨＯＹＡ 

配当 大盛工業  配当 三洋信販 

配当 大明 配当 プロミス 

配当 三共 配当 ミニストップ 

配当 サトー  配当 ミスミ 

配当 アドバンテスト    

投資単位 エヌ・ティ・ティ・データ 投資単位 データ通信システム 

投資単位 浜松ホトニクス 投資単位 フォンテーヌ 

投資単位 マイカル北海道 投資単位 ラウンドワン 

投資単位 東京精密   

 

第 7回表彰会社（1998年度） 

配当 日本電気システム建設 配当 武田薬品工業  

配当 富士写真フイルム 配当 アイワ  

配当 ファミリーマート 配当 Olympic 

配当 コメリ 配当 カナモト 

配当 富士電機冷機 配当 メイテック 

配当 加藤産業 配当 TKC  

配当 東北ミサワホーム 配当 イエローハット 

配当 日本コムシス   

投資単位 ノーリツ鋼機 投資単位 インパクト二十一 

投資単位 明和地所 投資単位 京セラ 

投資単位 富士通ビジネスシステム 投資単位 島忠 
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第 6回表彰会社（1997年度） 

配当 ニッショー  配当 月島機械  

配当 モスフードサービス 配当 前澤工業 

配当 MrMax 配当 メルコ  

配当 ヤオコー 配当 大日本印刷  

配当 ケーユー 配当 アデランス 

配当 ピジョン 配当 ゼビオ 

配当 参天製薬 配当 サガミチェーン 

投資単位 富士ソフト ABC  投資単位 富士通電装 

投資単位 ヤオコー  投資単位 ナック  

投資単位 大阪製鐵  投資単位 サトー 

 

第 5回表彰会社（1996年度） 

配当 ヨークベニマル 配当 ミツミ電機  

配当 山之内製薬 配当 KOA 

配当 リンナイ 配当 リョーサン 

配当 大和冷機工業 配当 エスアールエル 

投資単位 アドバンテスト 投資単位 TKC 

投資単位 メルコ 投資単位 アイワ 

投資単位 川商ジェコス 投資単位 ショーボンド建設 

投資単位 ミニストップ   
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第 4回表彰会社（1995年度） 

配当 旭ダイヤモンド工業 配当 花王  

配当 セブン-イレブン・ジャパン 配当 ローム  

配当 Mr Max 配当 極東開発工業 

配当 コメリ 配当 キヤノン販売 

配当 加ト吉 配当 アオキインターナショナル 

配当 ゴールドウイン   

投資単位 第二電電 投資単位 プロミス 

投資単位 日本基礎技術 投資単位 横河工事 

投資単位 明電エンジニアリング 投資単位 新光電気工業 

投資単位 クラヤ薬品 投資単位 青山商事 

 

第 3回表彰会社（1994年度） 

配当 小野薬品工業 配当 日本電設工業 

配当 テーオーシー 配当 キッセイ薬品工業 

配当 ダイダン 配当 セガ・エンタープライゼス  

配当 井上工業 配当 サッポロライオン 

配当 日本基礎技術   

投資単位 ホギメディカル 投資単位 オイレス工業 

投資単位 アイチ コーポレーション 投資単位 チヨダ 

特別表彰 フィリップ・モリス 特別表彰 ブリティッシュ・テレコミュニケーシ

ョンズ 

特別表彰 ビーシーイー 特別表彰 グラクソ・ホールディングズ  

特別表彰 ザ・ウォルト・ディズニー 特別表彰 ナショナル・オーストラリア・バンク  

特別表彰 イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムー

ル 

特別表彰 インターナショナル・ビジネス・マシ

ーンズ  

特別表彰 マクドナルド  特別表彰 ネーションズバンク  
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第 2回表彰会社（1993年度） 

配当 デニーズジャパン 配当 住友電設 

配当 小野薬品工業 配当 三機工業 

配当 テーオーシー 配当 日本電気システム建設 

配当 任天堂 配当 横浜冷凍 

配当 キャビン 配当 富士写真フイルム 

配当 チヨダ 配当 住友ゴム工業 

配当 さが美 配当 三和シヤッター工業 

配当 セコム 配当 ダイフク 

配当 大成プレハブ 配当 日本シイエムケイ 

配当 岡部 配当 フタバ産業 

配当 タダノ 配当 ファミリーマート 

配当 日立電子 配当 モスフードサービス 

配当 千趣会 配当 クレディセゾン 

配当 トナミ運輸 配当 富士電機冷機 

配当 東海リース 配当 栃木銀行 

配当 住友林業 配当 旭通信社 

配当 ニツセキハウス工業    

投資単位 新日本空調 投資単位 シーエスケイ 

投資単位 コナミ 投資単位 マブチモーター  

投資単位 不二サッシ 投資単位 ファミリーマート  

投資単位 応用地質    

特別表彰 ソニー 特別表彰 山種産業 

特別表彰 ファナック 特別表彰 イヌイ建物 

特別表彰 花王   
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第 1回表彰会社（1992年度） 

配当 イトーヨーカ堂 配当 セブン-イレブン・ジャパン 

配当 扶桑薬品工業 配当 ヨークベニマル 

配当 第一製薬 配当 丸井 

配当 旭ダイヤモンド工業   

投資単位 セガ・エンタープライゼス 投資単位 日本デジタル研究所 

投資単位 立川ブラインド工業 投資単位 図研  

投資単位 日本電気システム建設 投資単位 島田理化工業  

投資単位 旭通信社 投資単位 エステー化学  

投資単位 大東建託 投資単位 アイネス  

投資単位 任天堂   

 


