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市場統合に伴う貸借取引対象銘柄等の追加について 

 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、ご高承のとおり、㈱東京証券取引所は、平成 25 年 7 月 16 日付で㈱大阪証券取引所

との現物市場の統合（以下「市場統合」といいます。）を予定しております。 

これに伴い、当社は、市場統合日に貸借取引対象銘柄および貸借担保金代用有価証券適格

銘柄を新たに選定することにつきまして、平成 25 年 5 月 10 日付社発第 T‐53 号「市場統合

に伴う貸借取引対象銘柄等の取扱いについて」にてご通知しております。今般、当該選定に

つきまして、下記のとおり実施することといたしましたので、ご通知申し上げます。 

なお、本通知後に貸借取引対象銘柄および貸借担保金代用有価証券適格銘柄が追加または

選定取消しとなる場合には、あらためてご通知いたします。 

敬 具 

記 

１．貸借取引対象銘柄の追加 

（１）貸借銘柄 

（東京証券取引所市場分） 

 上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託 受益証券（1309） 他 272 銘柄…別紙１ 

（２）貸借融資銘柄 

（東京証券取引所市場分） 

 カ ネ コ 種 苗㈱ 株式（1376）   他 985 銘柄…別紙２ 

（３）実施日 

平成 25 年 7 月 16 日（火）（約定日）  

２．貸借担保金代用有価証券適格銘柄の追加 

（１）対象銘柄 

 ㈱秋 川 牧 園 株式（1380）   他 493 銘柄    

対象銘柄につきましては、別紙１および２において銘柄コード右脇に＊印を 

表記しております。 

（２）実施日 

平成 25 年 7 月 19 日（金）（受入日）  

      以 上 

 

 



上海株式指数・上証５０連動型上場
投資信託

受益証券 (1309) ㈱博展 株式 (2173)

ラッセル野村小型コア・インデックス
連動型上場投資信託

受益証券 (1312) テラ㈱ 株式 (2191)

ダイワ上場投信-日経２２５ 受益証券 (1320) 寿スピリッツ㈱ 株式 (2222)

日経２２５連動型上場投資信託 受益証券 (1321) ㈱フレンテ 株式 (2226)

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　南アフリカ株式指数・ＦＴＳＥ/Ｊ
ＳＥ　Ａｆｒｉｃａ　Ｔｏｐ４０　連動型上場投信 受益証券 (1323) 六甲バター㈱ 株式 (2266)

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ロシア株式指
数・ＲＴＳ連動型上場投信

受益証券 (1324) ㈱ＣＳＳホールディングス 株式 (2304)

金価格連動型上場投資信託 受益証券 (1328) ㈱ＳＪＩ 株式 (2315)

ＭＡＸＩＳ　日経２２５上場投信 受益証券 (1346) ㈱クエスト 株式 (2332)

㈱ウエストホールディングス 株式 (1407) いちごグループホールディングス㈱ 株式 (2337)

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＮＡＳＤＡＱ-
１００Ⓡ連動型上場投信

受益証券 (1545) ㈱夢真ホールディングス 株式 (2362)

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ダウ・ジョーンズ工
業株３０種平均株価連動型上場投信

受益証券 (1546) ㈱オプト 株式 (2389)

ＪＡＳＤＡＱ-ＴＯＰ２０上場投信 受益証券 (1551) ㈱メッセージ 株式 (2400)

国際のＥＴＦ　ＶＩＸ短期先物指数 受益証券 (1552) ゲンダイエージェンシー㈱ 株式 (2411)

国際のＥＴＦ　ＶＩＸ中期先物指数 受益証券 (1561) ㈱ワールドインテック 株式 (2429)

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・
インデックス連動型上場投信

受益証券 (1570) ㈱シダー 株式 (2435)

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均インバース・
インデックス連動型上場投信

受益証券 (1571) ㈱ファンコミュニケーションズ 株式 (2461)

ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 受益証券 (1671) ㈱タウンニュース社 株式 (2481)

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経・東商取
白金指数連動型上場投信

受益証券 (1682) 夢の街創造委員会㈱ 株式 (2484)

国内金先物価格連動型上場投信 受益証券 (1683) ジャパン・フード＆リカー・アライアンス㈱ 株式 (2538) ＊

第一カッター興業㈱ 株式 (1716) ㈱イメージワン 株式 (2667) ＊

山加電業㈱ 株式 (1789) カネ美食品㈱ 株式 (2669)

㈱錢高組 株式 (1811) ㈱ジパング 株式 (2684)

金下建設㈱ 株式 (1897) ㈱ジー・テイスト 株式 (2694)

日本電通㈱ 株式 (1931) ＊ 日本ライトン㈱ 株式 (2703)

西日本システム建設㈱ 株式 (1933) ㈱大戸屋ホールディングス 株式 (2705)

三晃金属工業㈱ 株式 (1972) ハイブリッド・サービス㈱ 株式 (2743)

明星工業㈱ 株式 (1976) ㈱テンポスバスターズ 株式 (2751)

日和産業㈱ 株式 (2055) ㈱アイフラッグ 株式 (2759)

クルーズ㈱ 株式 (2138) ㈱エフティコミュニケーションズ 株式 (2763)

㈱コシダカホールディングス 株式 (2157) ㈱パレモ 株式 (2778)

別紙１

＊貸借担保金代用有価証券適格銘柄に追加

貸借銘柄に追加する銘柄
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㈱セリア 株式 (2782) 田岡化学工業㈱ 株式 (4113)

㈱サッポロドラッグストアー 株式 (2786) スガイ化学工業㈱ 株式 (4120)

日本プリメックス㈱ 株式 (2795) タイガースポリマー㈱ 株式 (4231)

シノブフーズ㈱ 株式 (2903) フジプレアム㈱ 株式 (4237)

㈱あじかん 株式 (2907) デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 株式 (4281)

㈱カワサキ 株式 (3045) ＊ ㈱アズジェント 株式 (4288)

テクノアルファ㈱ 株式 (3089) ㈱セプテーニ・ホールディングス 株式 (4293)

マーチャント・バンカーズ㈱ 株式 (3121) ㈱プロトコーポレーション 株式 (4298)

ウイン・パートナーズ㈱ 株式 (3183) ＊ ブロードメディア㈱ 株式 (4347)

㈱トーア紡コーポレーション 株式 (3204) インフォコム㈱ 株式 (4348)

カネヨウ㈱ 株式 (3209) ＊ ㈱山田債権回収管理総合事務所 株式 (4351)

スター・マイカ㈱ 株式 (3230) ロングライフホールディング㈱ 株式 (4355)

サムティ㈱ 株式 (3244) ㈱ティー・ワイ・オー 株式 (4358)

㈱エー・ディー・ワークス 株式 (3250) ダイトーケミックス㈱ 株式 (4366) ＊

一建設㈱ 株式 (3268) 新日本理化㈱ 株式 (4406)

東和フードサービス㈱ 株式 (3329) ビオフェルミン製薬㈱ 株式 (4517)

㈱フォンツ・ホールディングス 株式 (3350) 森下仁丹㈱ 株式 (4524)

ジョルダン㈱ 株式 (3710) 日本ケミカルリサーチ㈱ 株式 (4552)

㈱創通 株式 (3711) ㈱アサヒペン 株式 (4623)

㈱ソフトウェア・サービス 株式 (3733) イサム塗料㈱ 株式 (4624) ＊

㈱セック 株式 (3741) イマジニア㈱ 株式 (4644)

㈱アエリア 株式 (3758) ＊ ㈱ジャストシステム 株式 (4686)

㈱ＩＧポート 株式 (3791) アドアーズ㈱ 株式 (4712)

㈱ビットアイル 株式 (3811) 楽天㈱ 株式 (4755)

㈱ＯＤＫソリューションズ 株式 (3839) モーニングスター㈱ 株式 (4765)

㈱日本一ソフトウェア 株式 (3851) 日本コンピュータ・ダイナミクス㈱ 株式 (4783)

ニッポン高度紙工業㈱ 株式 (3891) 山田コンサルティンググループ㈱ 株式 (4792)

古林紙工㈱ 株式 (3944) オリコン㈱ 株式 (4800)

多木化学㈱ 株式 (4025) ネクストウェア㈱ 株式 (4814) ＊

丸尾カルシウム㈱ 株式 (4102) ＊ ㈱デジタルガレージ 株式 (4819)

＊貸借担保金代用有価証券適格銘柄に追加
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シダックス㈱ 株式 (4837) 日特エンジニアリング㈱ 株式 (6145)

㈱インテリジェント　ウェイブ 株式 (4847) 東洋機械金属㈱ 株式 (6210)

㈱ハーバー研究所 株式 (4925) ㈱ヒラノテクシード 株式 (6245)

コニシ㈱ 株式 (4956) ㈱テクノスマート 株式 (6246)

ケミプロ化成㈱ 株式 (4960) 平田機工㈱ 株式 (6258)

㈱ノザワ 株式 (5237) ㈱瑞光 株式 (6279)

ＳＥＣカーボン㈱ 株式 (5304) ㈱技研製作所 株式 (6289)

ダントーホールディングス㈱ 株式 (5337) ㈱神鋼環境ソリューション 株式 (6299)

アサヒ衛陶㈱ 株式 (5341) ＊ ㈱ササクラ 株式 (6303)

㈱ヨータイ 株式 (5357) ㈱ハーモニック・ドライブ・システムズ 株式 (6324)

イソライト工業㈱ 株式 (5358) ㈱タカトリ 株式 (6338)

日本研紙㈱ 株式 (5398) ㈱鶴見製作所 株式 (6351)

朝日工業㈱ 株式 (5456) 三精輸送機㈱ 株式 (6357)

虹技㈱ 株式 (5603) ㈱加地テック 株式 (6391)

㈱大紀アルミニウム工業所 株式 (5702) 新晃工業㈱ 株式 (6458)

エヌアイシ・オートテック㈱ 株式 (5742) ダイベア㈱ 株式 (6478)

東邦金属㈱ 株式 (5781) ㈱中北製作所 株式 (6496)

日本橋梁㈱ 株式 (5912) 田淵電機㈱ 株式 (6624) ＊

アルメタックス㈱ 株式 (5928) テクノホライゾン・ホールディングス㈱ 株式 (6629)

アルインコ㈱ 株式 (5933) ㈱メディアグローバルリンクス 株式 (6659)

日本パワーファスニング㈱ 株式 (5950) オプテックス・エフエー㈱ 株式 (6661)

アマテイ㈱ 株式 (5952) ㈱オプトエレクトロニクス 株式 (6664)

前田金属工業㈱ 株式 (5967) サン電子㈱ 株式 (6736)

㈱ロブテックス 株式 (5969) ＊ 星和電機㈱ 株式 (6748)

㈱トーアミ 株式 (5973) プラネックスホールディング㈱ 株式 (6784)

サンコール㈱ 株式 (5985) ㈱メイコー 株式 (6787)

モリテック　スチール㈱ 株式 (5986) 古野電気㈱ 株式 (6814)

㈱エイチワン 株式 (5989) 協立電機㈱ 株式 (6874)

阪神内燃機工業㈱ 株式 (6018) ㈱三社電機製作所 株式 (6882)

ダイハツディーゼル㈱ 株式 (6023) アクモス㈱ 株式 (6888)

＊貸借担保金代用有価証券適格銘柄に追加
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イリソ電子工業㈱ 株式 (6908) 小林産業㈱ 株式 (8077)

ケル㈱ 株式 (6919) フルサト工業㈱ 株式 (8087)

日本セラミック㈱ 株式 (6929) ㈱キムラタン 株式 (8107) ＊

㈱遠藤照明 株式 (6932) ムーンバット㈱ 株式 (8115)

㈱芝浦電子 株式 (6957) 中央自動車工業㈱ 株式 (8117)

㈱大真空 株式 (6962) ㈱キング 株式 (8118)

松尾電機㈱ 株式 (6969) ㈱ワキタ 株式 (8125)

㈱名村造船所 株式 (7014) 三京化成㈱ 株式 (8138) ＊

サノヤスホールディングス㈱ 株式 (7022) ㈱電響社 株式 (8144)

ニチユ三菱フォークリフト㈱ 株式 (7105) 上原成商事㈱ 株式 (8148)

ＧＭＢ㈱ 株式 (7214) サトレストランシステムズ㈱ 株式 (8163)

㈱ハイレックスコーポレーション 株式 (7279) ㈱大塚家具 株式 (8186)

㈱ノジマ 株式 (7419) ㈱フレンドリー 株式 (8209) ＊

㈱第一興商 株式 (7458) ㈱近鉄百貨店 株式 (8244) ＊

アズワン㈱ 株式 (7476) ㈱テクノアソシエ 株式 (8249)

㈱たけびし 株式 (7510) Ｊトラスト㈱ 株式 (8508)

アールビバン㈱ 株式 (7523) ㈱アプラスフィナンシャル 株式 (8589)

㈱大水 株式 (7538) ＊ 澤田ホールディングス㈱ 株式 (8699)

㈱西松屋チェーン 株式 (7545) トレイダーズホールディングス㈱ 株式 (8704) ＊

ＶＴホールディングス㈱ 株式 (7593) 藍澤證券㈱ 株式 (8708)

㈱テイツー 株式 (7610) インヴァスト証券㈱ 株式 (8709)

㈱ピーシーデポコーポレーション 株式 (7618) ＪＰＮホールディングス㈱ 株式 (8718)

㈱音通 株式 (7647) ㈱アドバンスクリエイト 株式 (8798)

岡本硝子㈱ 株式 (7746) ㈱日住サービス 株式 (8854)

㈱アールシーコア 株式 (7837) リベレステ㈱ 株式 (8887)

㈱廣済堂 株式 (7868) ㈱アパマンショップホールディングス 株式 (8889) ＊

象印マホービン㈱ 株式 (7965) ㈱レーサム 株式 (8890)

㈱リヒトラブ 株式 (7975) ㈱新日本建物 株式 (8893)

㈱ミロク 株式 (7983) ㈱原弘産 株式 (8894) ＊

ＯＵＧホールディングス㈱ 株式 (8041) ㈱明豊エンタープライズ 株式 (8927)

＊貸借担保金代用有価証券適格銘柄に追加

5‐4



穴吹興産㈱ 株式 (8928) ㈱王将フードサービス 株式 (9936)

和田興産㈱ 株式 (8931) 住金物産㈱ 株式 (9938)

南海電気鉄道㈱ 株式 (9044) マルコ㈱ 株式 (9980)

神戸電鉄㈱ 株式 (9046) ＊

山陽電気鉄道㈱ 株式 (9052)

神姫バス㈱ 株式 (9083)

櫻島埠頭㈱ 株式 (9353)

兵機海運㈱ 株式 (9362) ＊

トレーディア㈱ 株式 (9365) ＊

㈱ユーラシア旅行社 株式 (9376)

ワールド・ロジ㈱ 株式 (9378) ＊

㈱ショーエイコーポレーション 株式 (9385)

朝日放送㈱ 株式 (9405)

沖縄セルラー電話㈱ 株式 (9436)

㈱エム・エイチ・グループ 株式 (9439)

㈱ベルパーク 株式 (9441)

ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド㈱ 株式 (9610)

オーエス㈱ 株式 (9637) ＊

㈱セゾン情報システムズ 株式 (9640)

㈱ウエスコ 株式 (9648)

グリーンランドリゾート㈱ 株式 (9656)

西尾レントオール㈱ 株式 (9699)

㈱ユニマットそよ風 株式 (9707)

㈱ロイヤルホテル 株式 (9713) ＊

泉州電業㈱ 株式 (9824)

モリト㈱ 株式 (9837) ＊

英和㈱ 株式 (9857)

加藤産業㈱ 株式 (9869)

㈱シャルレ 株式 (9885)

日邦産業㈱ 株式 (9913)

＊貸借担保金代用有価証券適格銘柄に追加

以上273銘柄
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カネコ種苗㈱ 株式 (1376) ㈱大本組 株式 (1793)

㈱秋川牧園 株式 (1380) ＊ ㈱マサル 株式 (1795) ＊

㈱アクシーズ 株式 (1381) ＊ ㈱守谷商会 株式 (1798)

㈱ホーブ 株式 (1382) ＊ 第一建設工業㈱ 株式 (1799)

ベルグアース㈱ 株式 (1383) ㈱佐藤渡辺 株式 (1807)

ルーデン・ホールディングス㈱ 株式 (1400) ＊ サンユー建設㈱ 株式 (1841)

サムシングホールディングス㈱ 株式 (1408) ㈱大盛工業 株式 (1844)

インターライフホールディングス㈱ 株式 (1418) 鈴縫工業㈱ 株式 (1846)

㈱省電舎 株式 (1711) ＊ ㈱富士ピー・エス 株式 (1848) ＊

明豊ファシリティワークス㈱ 株式 (1717) 南海辰村建設㈱ 株式 (1850)

美樹工業㈱ 株式 (1718) ㈱森組 株式 (1853)

日本電技㈱ 株式 (1723) 東日本ハウス㈱ 株式 (1873)

シンクレイヤ㈱ 株式 (1724) ＊ 青木マリーン㈱ 株式 (1875) ＊

㈱ビーアールホールディングス 株式 (1726) ＊ 大成温調㈱ 株式 (1904)

ミサワホーム中国㈱ 株式 (1728) ＊ ㈱テノックス 株式 (1905) ＊

麻生フオームクリート㈱ 株式 (1730) ＊ ㈱細田工務店 株式 (1906)

㈱オーテック 株式 (1736) ＊ ㈱高田工業所 株式 (1966)

三井金属エンジニアリング㈱ 株式 (1737) ㈱協和日成 株式 (1981) ＊

㈱ＳＥＥＤ 株式 (1739) ＊ 三信建設工業㈱ 株式 (1984) ＊

コーアツ工業㈱ 株式 (1743) ＊ 北陸電話工事㈱ 株式 (1989) ＊

クレアホールディングス㈱ 株式 (1757) ＊ 神田通信機㈱ 株式 (1992) ＊

太洋基礎工業㈱ 株式 (1758) ＊ 高橋カーテンウォール工業㈱ 株式 (1994) ＊

工藤建設㈱ 株式 (1764) 暁飯島工業㈱ 株式 (1997)

㈱ソネック 株式 (1768) ＊ 東福製粉㈱ 株式 (2006) ＊

藤田エンジニアリング㈱ 株式 (1770) ＊ ㈱増田製粉所 株式 (2008) ＊

ワイ・ティー・エル・コーポレー
ション・バーハッド

株式 (1773) ＊ ㈱ジェイエイシーリクルートメント 株式 (2124)

常磐開発㈱ 株式 (1782) ＊ ㈱アイレップ 株式 (2132)

㈱Ａ．Ｃホールディングス 株式 (1783) ＊ 燦キャピタルマネージメント㈱ 株式 (2134)

㈱ナカボーテック 株式 (1787) ＊ ㈱ヒップ 株式 (2136)

㈱三東工業社 株式 (1788) ＊ ㈱やまねメディカル 株式 (2144) ＊

貸借融資銘柄に追加する銘柄
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データリンクス㈱ 株式 (2145) ＊ ㈱エプコ 株式 (2311)

ＵＴホールディングス㈱ 株式 (2146) ㈱ソフトフロント 株式 (2321) ＊

幼児活動研究会㈱ 株式 (2152) ＊ ㈱ｆｏｎｆｕｎ 株式 (2323) ＊

Ｅ・Ｊホールディングス㈱ 株式 (2153) ＊ ㈱東北新社 株式 (2329)

㈱トラスト・テック 株式 (2154) ㈱ＳｍａｒｔＥｂｏｏｋ．ｃｏｍ 株式 (2330)

セーラー広告㈱ 株式 (2156) ＊ ㈱極楽湯 株式 (2340)

㈱ジーエヌアイグループ 株式 (2160) ＊ ㈱アルバイトタイムス 株式 (2341)

日本マニュファクチャリングサービス㈱ 株式 (2162) ㈱トランスジェニック 株式 (2342) ＊

㈱アルトナー 株式 (2163) ＊ 平安レイサービス㈱ 株式 (2344)

㈱地域新聞社 株式 (2164) ㈱システム・テクノロジー・アイ 株式 (2345)

㈱メガロス 株式 (2165) ㈱エヌアイデイ 株式 (2349) ＊

㈱イナリサーチ 株式 (2176) ㈱メディビックグループ 株式 (2369) ＊

㈱成学社 株式 (2179) ＊ ㈱メディネット 株式 (2370) ＊

㈱サニーサイドアップ 株式 (2180) ＊ ㈱ケア２１ 株式 (2373)

㈱メディサイエンスプラニング 株式 (2182) ＊ セントケア・ホールディング㈱ 株式 (2374)

㈱シイエム・シイ 株式 (2185) ㈱サイネックス 株式 (2376)

ソーバル㈱ 株式 (2186) ㈱ウェッジホールディングス 株式 (2388) ＊

㈱ＪＣＬバイオアッセイ 株式 (2190) ㈱プラネット 株式 (2391)

アミタホールディングス㈱ 株式 (2195) ＊ ㈱アルテ　サロン　ホールディングス 株式 (2406)

㈱エスクリ 株式 (2196) ㈱ＫＧ情報 株式 (2408)

㈱ブルボン 株式 (2208) ＊ ヒューマンホールディングス㈱ 株式 (2415)

岩塚製菓㈱ 株式 (2221) ㈱ケアサービス 株式 (2425) ＊

㈱コモ 株式 (2224) ウェルネット㈱ 株式 (2428)

㈱シベール 株式 (2228) ㈱丸誠 株式 (2434)

Ｂ-Ｒ　サーティワン　アイスクリーム㈱ 株式 (2268) 共同ピーアール㈱ 株式 (2436)

滝沢ハム㈱ 株式 (2293) ＊ シンワアートオークション㈱ 株式 (2437)

㈱柿安本店 株式 (2294) ㈱プラップジャパン 株式 (2449)

㈱きょくとう 株式 (2300) ㈱メディアクリエイト 株式 (2451) ＊

㈱ドーン 株式 (2303) ＊ ㈱オールアバウト 株式 (2454)

㈱クロスキャット 株式 (2307) ＊ ㈱夢テクノロジー 株式 (2458)
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ヒビノ㈱ 株式 (2469) ㈱ワッツ 株式 (2735)

㈱エスプール 株式 (2471) ㈱サダマツ 株式 (2736)

㈱ジェイテック 株式 (2479) ＊ ㈱ハローズ 株式 (2742)

システム・ロケーション㈱ 株式 (2480) ＊ 北雄ラッキー㈱ 株式 (2747) ＊

㈱翻訳センター 株式 (2483) 石光商事㈱ 株式 (2750)

㈱ＣＤＧ 株式 (2487) ㈱フジオフードシステム 株式 (2752)

日本サード・パーティ㈱ 株式 (2488) ㈱東葛ホールディングス 株式 (2754) ＊

イーサポートリンク㈱ 株式 (2493) ＊ トシン・グループ㈱ 株式 (2761)

㈱ＡＣＫグループ 株式 (2498) フィールズ㈱ 株式 (2767)

㈱ウォーターダイレクト 株式 (2588) ＊ ㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 株式 (2769)

攝津製油㈱ 株式 (2611) ＊ ㈱ミューチュアル 株式 (2773)

㈱まんだらけ 株式 (2652) ㈱クリムゾン 株式 (2776)

イオン九州㈱ 株式 (2653) ㈱カッシーナ・イクスシー 株式 (2777)

㈱アスモ 株式 (2654) ＊ ㈱カルラ 株式 (2789)

㈱ベクター 株式 (2656) ㈱ナフコ 株式 (2790)

ウライ㈱ 株式 (2658) ＊ ファーマライズホールディングス㈱ 株式 (2796)

㈱オートウェーブ 株式 (2666) ＊ ㈱パイオン 株式 (2799)

タビオ㈱ 株式 (2668) 和弘食品㈱ 株式 (2813) ＊

夢みつけ隊㈱ 株式 (2673) 佐藤食品工業㈱ 株式 (2814)

ＹＫＴ㈱ 株式 (2693) ㈱ギャバン 株式 (2817) ＊

木徳神糧㈱ 株式 (2700) ＊ エバラ食品工業㈱ 株式 (2819)

日本マクドナルドホールディングス㈱ 株式 (2702) ㈱セイヒョー 株式 (2872) ＊

㈱ブロッコリー 株式 (2706) ㈱ジェーシー・コムサ 株式 (2876) ＊

㈱久世 株式 (2708) ＊ 日東ベスト㈱ 株式 (2877)

㈱シーエスロジネット 株式 (2710) ＊ 石垣食品㈱ 株式 (2901) ＊

スターバックス　コーヒー　ジャパン㈱ 株式 (2712) 一正蒲鉾㈱ 株式 (2904) ＊

プラマテルズ㈱ 株式 (2714) オーケー食品工業㈱ 株式 (2905)

㈱ジェイホールディングス 株式 (2721) ＊ 旭松食品㈱ 株式 (2911) ＊

㈱アイケイ 株式 (2722) 仙波糖化工業㈱ 株式 (2916) ＊

インスパイアー㈱ 株式 (2724) ＊ ㈱大森屋 株式 (2917) ＊
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サトウ食品工業㈱ 株式 (2923) ＊ ㈱イデアインターナショナル 株式 (3140) ＊

㈱ピックルスコーポレーション 株式 (2925) オーウイル㈱ 株式 (3143)

㈱ＡＦＣ-ＨＤアムスライフサイエンス 株式 (2927) ㈱リックコーポレーション 株式 (3147)

アプライド㈱ 株式 (3020) ㈱グリムス 株式 (3150)

クリエイト㈱ 株式 (3024) メディアスホールディングス㈱ 株式 (3154) ＊

㈱レデイ薬局 株式 (3027) ジューテックホールディングス㈱ 株式 (3157) ＊

㈱ハブ 株式 (3030) ㈱大光 株式 (3160)

ケイティケイ㈱ 株式 (3035) ㈱トータル・メディカルサービス 株式 (3163) ＊

㈱神戸物産 株式 (3038) ㈱フーマイスターエレクトロニクス 株式 (3165)

㈱ソリトンシステムズ 株式 (3040) ㈱ミサワ 株式 (3169)

㈱セキュアヴェイル 株式 (3042) ＊ ㈱アイセイ薬局 株式 (3170) ＊

モジュレ㈱ 株式 (3043) ＊ マックスバリュ九州㈱ 株式 (3171) ＊

㈱ハイパー 株式 (3054) ティーライフ㈱ 株式 (3172)

㈱三洋堂ホールディングス 株式 (3058) 大阪工機㈱ 株式 (3173) ＊

㈱ライフフーズ 株式 (3065) ＊ ㈱ハピネス・アンド・ディ 株式 (3174) ＊

㈱ＷＤＩ 株式 (3068) ㈱エー・ピーカンパニー 株式 (3175) ＊

㈱アスラポート・ダイニング 株式 (3069) ＊ ㈱ありがとうサービス 株式 (3177) ＊

㈱アマガサ 株式 (3070) ＊ ㈱ビューティガレージ 株式 (3180) ＊

㈱ダイヤモンドダイニング 株式 (3073) ㈱買取王国 株式 (3181) ＊

㈱銚子丸 株式 (3075) ＩＣＤＡホールディングス㈱ 株式 (3184) ＊

ホリイフードサービス㈱ 株式 (3077) ㈱プロパスト 株式 (3236)

ディーブイエックス㈱ 株式 (3079) ＊ ㈱ウィル 株式 (3241) ＊

㈱ジェーソン 株式 (3080) ㈱アーバネットコーポレーション 株式 (3242)

㈱きちり 株式 (3082) ㈱ディア・ライフ 株式 (3245) ＊

㈱シーズメン 株式 (3083) ＊ ㈱コーセーアールイー 株式 (3246)

アークランドサービス㈱ 株式 (3085) ㈱アールエイジ 株式 (3248) ＊

ミネルヴァ・ホールディングス㈱ 株式 (3090) ＊ ㈱アスコット 株式 (3264)

㈱スーパーバリュー 株式 (3094) ㈱ファンドクリエーショングループ 株式 (3266)

㈱オーシャンシステム 株式 (3096) アイディホーム㈱ 株式 (3274)

新内外綿㈱ 株式 (3125) ハウスコム㈱ 株式 (3275)
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㈱サンセイランディック 株式 (3277) ミヤコ㈱ 株式 (3424) ＊

㈱エストラスト 株式 (3280) ＊ アトムリビンテック㈱ 株式 (3426) ＊

ＧＬＰ投資法人 投資証券 (3281) ＊ サンコーテクノ㈱ 株式 (3435) ＊

日本製麻㈱ 株式 (3306) ＊ 特殊電極㈱ 株式 (3437) ＊

東京日産コンピュータシステム㈱ 株式 (3316) ㈱三ツ知 株式 (3439)

㈱フライングガーデン 株式 (3317) ㈱山王 株式 (3441)

㈱メガネスーパー 株式 (3318) ㈱菊池製作所 株式 (3444)

アルファグループ㈱ 株式 (3322) ㈱フジコー 株式 (3515) ＊

レカム㈱ 株式 (3323) ＊ 倉庫精練㈱ 株式 (3578) ＊

ケンコーコム㈱ 株式 (3325) ＊ ㈱プリンシバル・コーポレーション 株式 (3587) ＊

㈱ランシステム 株式 (3326) 山喜㈱ 株式 (3598) ＊

㈱雑貨屋ブルドッグ 株式 (3331) ㈱コーコス信岡 株式 (3599) ＊

㈱ワンダーコーポレーション 株式 (3344) ㈱フジックス 株式 (3600) ＊

㈱バッファロー 株式 (3352) 川本産業㈱ 株式 (3604) ＊

㈱メディカル一光 株式 (3353) ＊ アクセルマーク㈱ 株式 (3624) ＊

㈱テリロジー 株式 (3356) テックファーム㈱ 株式 (3625)

ワイエスフード㈱ 株式 (3358) ㈱ｐａｐｅｒｂｏｙ＆ｃｏ． 株式 (3633)

㈱フジタコーポレーション 株式 (3370) ＊ ㈱ソケッツ 株式 (3634) ＊

内外テック㈱ 株式 (3374) ＊ ㈱電算 株式 (3640)

㈱ＺＯＡ 株式 (3375) ㈱パピレス 株式 (3641)

㈱オンリー 株式 (3376) ㈱駅探 株式 (3646)

㈱薬王堂 株式 (3385) ㈱コネクトホールディングス 株式 (3647) ＊

コスモ・バイオ㈱ 株式 (3386) ㈱ピーエスシー 株式 (3649)

明治電機工業㈱ 株式 (3388) ㈱ブレインパッド 株式 (3655) ＊

ユニバーサルソリューションシステムズ㈱ 株式 (3390) ㈱エニグモ 株式 (3665) ＊

㈱ネットワークバリューコンポネンツ 株式 (3394) ＊ ㈱テクノスジャパン 株式 (3666) ＊

㈱丸千代山岡家 株式 (3399) ＊ モバイルクリエイト㈱ 株式 (3669) ＊

北日本紡績㈱ 株式 (3409) ＊ 協立情報通信㈱ 株式 (3670) ＊

㈱ケー・エフ・シー 株式 (3420) ＊ ソフトマックス㈱ 株式 (3671) ＊

㈱エスイー 株式 (3423) ＊ ㈱オークファン 株式 (3674) ＊
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㈱クロス・マーケティンググループ 株式 (3675) ＊ ㈱リミックスポイント 株式 (3825) ＊

㈱ジェクシード 株式 (3719) ㈱パイプドビッツ 株式 (3831)

アプリックスＩＰホールディングス㈱ 株式 (3727) ＊ ㈱Ｔ＆Ｃホールディングス 株式 (3832) ＊

ＩＴｂｏｏｋ㈱ 株式 (3742) ＊ ｅＢＡＳＥ㈱ 株式 (3835) ＊

㈱ワイズマン 株式 (3752) ㈱ディーバ 株式 (3836) ＊

㈱フライトシステムコンサルティング 株式 (3753) ＊ アドソル日進㈱ 株式 (3837)

エキサイト㈱ 株式 (3754) ㈱ジーダット 株式 (3841)

㈱ケイブ 株式 (3760) ＊ ㈱ネクストジェン 株式 (3842)

㈱プロシップ 株式 (3763) ㈱アイフリークホールディングス 株式 (3845)

ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 株式 (3765) パシフィックシステム㈱ 株式 (3847) ＊

システムズ・デザイン㈱ 株式 (3766) ＊ ㈱データ・アプリケーション 株式 (3848)

リスクモンスター㈱ 株式 (3768) サイバーコム㈱ 株式 (3852)

㈱システムリサーチ 株式 (3771) ㈱アイル 株式 (3854) ＊

ドリームバイザー・ホールディングス㈱ 株式 (3772) ＊ リアルコム㈱ 株式 (3856) ＊

㈱アドバンスト・メディア 株式 (3773) ＊ ㈱ラック 株式 (3857)

㈱インターネットイニシアティブ 株式 (3774) ＊ ㈱ユビキタス 株式 (3858)

㈱ブロードバンドタワー 株式 (3776) シナジーマーケティング㈱ 株式 (3859)

ターボリナックスＨＤ㈱ 株式 (3777) ＊ ㈱岡山製紙 株式 (3892) ＊

ジェイ・エスコムホールディングス㈱ 株式 (3779) ＊ ハビックス㈱ 株式 (3895) ＊

㈱ヴィンクス 株式 (3784) 光ビジネスフォーム㈱ 株式 (3948) ＊

日本オフィス・システム㈱ 株式 (3790) 大村紙業㈱ 株式 (3953) ＊

㈱ドリコム 株式 (3793) ＊ 昭和パックス㈱ 株式 (3954) ＊

ＵＬＳグループ㈱ 株式 (3798) ㈱イムラ封筒 株式 (3955)

㈱ビーエスピー 株式 (3800) 国際チャート㈱ 株式 (3956)

イメージ情報開発㈱ 株式 (3803) ＊ 神島化学工業㈱ 株式 (4026) ＊

㈱システム　ディ 株式 (3804) ㈱田中化学研究所 株式 (4080)

㈱フィスコ 株式 (3807) ＊ ㈱サンエー化研 株式 (4234)

㈱アルファクス・フード・システム 株式 (3814) ＊ 第一化成㈱ 株式 (4235) ＊

㈱大和コンピューター 株式 (3816) ＊ ㈱ポラテクノ 株式 (4239)

㈱Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 株式 (3822) クラスターテクノロジー㈱ 株式 (4240) ＊
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㈱アテクト 株式 (4241) ナノキャリア㈱ 株式 (4571) ＊

㈱タカギセイコー 株式 (4242) ＊ カルナバイオサイエンス㈱ 株式 (4572) ＊

㈱ニックス 株式 (4243) ㈱アールテック・ウエノ 株式 (4573)

細谷火工㈱ 株式 (4274) ＊ ㈱キャンバス 株式 (4575) ＊

㈱ソルクシーズ 株式 (4284) ㈱デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 株式 (4576) ＊

㈱レッグス 株式 (4286) ラクオリア創薬㈱ 株式 (4579) ＊

㈱ジャストプランニング 株式 (4287) シンバイオ製薬㈱ 株式 (4582) ＊

㈱Ｅストアー 株式 (4304) ㈱カイオム・バイオサイエンス 株式 (4583) ＊

㈱Ｊストリーム 株式 (4308) ＊ ㈱ジーンテクノサイエンス 株式 (4584) ＊

㈱ビーマップ 株式 (4316) ＊ ㈱ＵＭＮファーマ 株式 (4585) ＊

㈱レイ 株式 (4317) ㈱メドレックス 株式 (4586) ＊

㈱クイック 株式 (4318) 神東塗料㈱ 株式 (4615)

日本エス・エイチ・エル㈱ 株式 (4327) 川上塗料㈱ 株式 (4616) ＊

㈱ユークス 株式 (4334) ロックペイント㈱ 株式 (4621) ＊

㈱アイ・ピー・エス 株式 (4335) アトミクス㈱ 株式 (4625) ＊

㈱クリエアナブキ 株式 (4336) ナトコ㈱ 株式 (4627)

西菱電機㈱ 株式 (4341) ＊ エスケー化研㈱ 株式 (4628) ＊

㈱シーティーエス 株式 (4345) 大伸化学㈱ 株式 (4629) ＊

応用技術㈱ 株式 (4356) アンドール㈱ 株式 (4640) ＊

マナック㈱ 株式 (4364) ㈱市進ホールディングス 株式 (4645) ＊

松本油脂製薬㈱ 株式 (4365) ＊ ㈱ゲオディノス 株式 (4650) ＊

広栄化学工業㈱ 株式 (4367) ㈱ニチゾウテック 株式 (4654) ＊

扶桑化学工業㈱ 株式 (4368) ㈱サン・ライフ 株式 (4656)

㈱トリケミカル研究所 株式 (4369) ㈱環境管理センター 株式 (4657)

㈱カイノス 株式 (4556) ＊ ㈱エイジス 株式 (4659)

㈱医学生物学研究所 株式 (4557) ㈱フォーカスシステムズ 株式 (4662)

㈱中京医薬品 株式 (4558) ㈱アール・エス・シー 株式 (4664) ＊

アンジェス　ＭＧ㈱ 株式 (4563) ＊ アイサンテクノロジー㈱ 株式 (4667)

そーせいグループ㈱ 株式 (4565) ＊ ㈱ニッパンレンタル 株式 (4669) ＊

㈱免疫生物研究所 株式 (4570) 川崎地質㈱ 株式 (4673) ＊
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㈱菱友システムズ 株式 (4685) ＊ ㈱ＵＳＥＮ 株式 (4842) ＊

日本パレットプール㈱ 株式 (4690) ＊ ㈱フュージョンパートナー 株式 (4845) ＊

ウチダエスコ㈱ 株式 (4699) ＊ エン・ジャパン㈱ 株式 (4849)

㈱クリップコーポレーション 株式 (4705) ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー 株式 (4850) ＊

㈱キタック 株式 (4707) メディシノバ・インク 株式 (4875) ＊

㈱インフォメーション・ディベロプメント 株式 (4709) ㈱アイビー化粧品 株式 (4918)

㈱城南進学研究社 株式 (4720) ＊ ㈱日本色材工業研究所 株式 (4920) ＊

㈱ビーイング 株式 (4734) ＊ コタ㈱ 株式 (4923)

㈱京進 株式 (4735) 互応化学工業㈱ 株式 (4962) ＊

日本ラッド㈱ 株式 (4736) ＊ 曽田香料㈱ 株式 (4965) ＊

㈱構造計画研究所 株式 (4748) 上村工業㈱ 株式 (4966)

㈱ダイサン 株式 (4750) 東洋合成工業㈱ 株式 (4970)

㈱昭和システムエンジニアリング 株式 (4752) ＊ 綜研化学㈱ 株式 (4972)

㈱トスネット 株式 (4754) ＊ 東洋ドライルーブ㈱ 株式 (4976) ＊

㈱アルファ 株式 (4760) ＊ ㈱リプロセル 株式 (4978) ＊

㈱さくらケーシーエス 株式 (4761) 昭和化学工業㈱ 株式 (4990)

㈱クリーク・アンド・リバー社 株式 (4763) 昭和ホールディングス㈱ 株式 (5103) ＊

㈱デジタルデザイン 株式 (4764) ＊ ㈱朝日ラバー 株式 (5162) ＊

㈱ピーエイ 株式 (4766) ＊ ㈱ニチリン 株式 (5184)

㈱インフォメーションクリエーティブ 株式 (4769) 櫻護謨㈱ 株式 (5189)

㈱エフアンドエム 株式 (4771) 不二ラテックス㈱ 株式 (5199)

㈱デジタルアドベンチャー 株式 (4772) ＊ 不二硝子㈱ 株式 (5212) ＊

㈱ガーラ 株式 (4777) ㈱倉元製作所 株式 (5216) ＊

ＧＭＯアドパートナーズ㈱ 株式 (4784) テクノクオーツ㈱ 株式 (5217) ＊

㈱富士通ビー・エス・シー 株式 (4793) 三谷セキサン㈱ 株式 (5273)

東映アニメーション㈱ 株式 (4816) ㈱スパンクリートコーポレーション 株式 (5277)

東洋ビジネスエンジニアリング㈱ 株式 (4828) ＊ 日本興業㈱ 株式 (5279)

㈱ぱど 株式 (4833) ヨシコン㈱ 株式 (5280) ＊

㈱スペースシャワーネットワーク 株式 (4838) ㈱高見澤 株式 (5283) ＊

㈱トライアイズ 株式 (4840) ＊ ㈱ヤマウ 株式 (5284) ＊
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㈱ヤマックス 株式 (5285) 東洋刃物㈱ 株式 (5964) ＊

㈱イトーヨーギョー 株式 (5287) ＊ 京都機械工具㈱ 株式 (5966)

新東㈱ 株式 (5380) ＊ ㈱ジーテクト 株式 (5970)

日本ミクロコーティング㈱ 株式 (5381) ㈱共和工業所 株式 (5971) ＊

チヨダウーテ㈱ 株式 (5387) イワブチ㈱ 株式 (5983)

クニミネ工業㈱ 株式 (5388) ＊ ㈱オーネックス 株式 (5987)

日本レヂボン㈱ 株式 (5389) ㈱スーパーツール 株式 (5990) ＊

理研コランダム㈱ 株式 (5395) ＊ 協立エアテック㈱ 株式 (5997)

東京鋼鐵㈱ 株式 (5448) イハラサイエンス㈱ 株式 (5999)

東北特殊鋼㈱ 株式 (5484) ＊ 神戸発動機㈱ 株式 (6016)

新報国製鉄㈱ 株式 (5542) ㈱ニッキ 株式 (6042) ＊

㈱メタルアート 株式 (5644) ㈱アイ・アールジャパン 株式 (6051)

パウダーテック㈱ 株式 (5695) ＊ ㈱イーピーミント 株式 (6052) ＊

㈱サンユウ 株式 (5697) ＊ ㈱ウチヤマホールディングス 株式 (6059) ＊

㈱エス・サイエンス 株式 (5721) ＊ こころネット㈱ 株式 (6060) ＊

㈱アサカ理研 株式 (5724) ㈱ユニバーサル園芸社 株式 (6061) ＊

ＦＣＭ㈱ 株式 (5758) ㈱チャーム・ケア・コーポレーション 株式 (6062)

日本電線工業㈱ 株式 (5817) ＊ 日本エマージェンシーアシスタンス㈱ 株式 (6063)

㈱三ッ星 株式 (5820) ＊ ㈱アクトコール 株式 (6064) ＊

㈱ダイケン 株式 (5900) ＊ ㈱メディアフラッグ 株式 (6067)

シンポ㈱ 株式 (5903) ㈱Ｐ＆Ｐホールディングス 株式 (6068) ＊

エムケー精工㈱ 株式 (5906) ＊ トレンダーズ㈱ 株式 (6069) ＊

ＪＦＥコンテイナー㈱ 株式 (5907) ㈱ＩＢＪ 株式 (6071) ＊

元旦ビューティ工業㈱ 株式 (5935) ＊ ㈱ジェイエスエス 株式 (6074) ＊

㈱大谷工業 株式 (5939) ＊ ㈱小島鉄工所 株式 (6112)

㈱中西製作所 株式 (5941) ＊ 西部電機㈱ 株式 (6144) ＊

天龍製鋸㈱ 株式 (5945) ＊ ㈱ヤマザキ 株式 (6147) ＊

㈱ヤマシナ 株式 (5955) ㈱小田原エンジニアリング 株式 (6149)

トーソー㈱ 株式 (5956) タケダ機械㈱ 株式 (6150) ＊

浅香工業㈱ 株式 (5962) ＊ ㈱エーワン精密 株式 (6156)
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日進工具㈱ 株式 (6157) キクカワエンタープライズ㈱ 株式 (6346)

㈱和井田製作所 株式 (6158) ㈱プラコー 株式 (6347) ＊

ミクロン精密㈱ 株式 (6159) オリエンタルチエン工業㈱ 株式 (6380) ＊

㈱エイチアンドエフ 株式 (6163) ㈱昭和真空 株式 (6384)

㈱太陽工機 株式 (6164) ＊ サムコ㈱ 株式 (6387)

㈱横田製作所 株式 (6248) ＊ ㈱宇野澤組鐵工所 株式 (6396)

㈱ゲームカード・ジョイコホールディングス 株式 (6249) ㈱郷鉄工所 株式 (6397) ＊

野村マイクロ・サイエンス㈱ 株式 (6254) 不二精機㈱ 株式 (6400)

㈱ニューフレアテクノロジー 株式 (6256) 兼松エンジニアリング㈱ 株式 (6402) ＊

㈱藤商事 株式 (6257) 水道機工㈱ 株式 (6403)

大崎エンジニアリング㈱ 株式 (6259) 鈴茂器工㈱ 株式 (6405)

㈱アドテックエンジニアリング 株式 (6260) 小倉クラッチ㈱ 株式 (6408)

㈱マルマエ 株式 (6264) ＊ 中野冷機㈱ 株式 (6411)

㈱妙徳 株式 (6265) ＊ 川重冷熱工業㈱ 株式 (6414) ＊

タツモ㈱ 株式 (6266) 桂川電機㈱ 株式 (6416) ＊

ゼネラルパッカー㈱ 株式 (6267) ＊ ㈱高見沢サイバネティックス 株式 (6424) ＊

ナビタス㈱ 株式 (6276) ＊ ㈱ユニバーサルエンターテインメント 株式 (6425)

㈱前田製作所 株式 (6281) ＊ ㈱竹内製作所 株式 (6432)

靜甲㈱ 株式 (6286) ＊ ヒーハイスト精工㈱ 株式 (6433) ＊

㈱カワタ 株式 (6292) ＊ ㈱ニチダイ 株式 (6467)

オカダアイヨン㈱ 株式 (6294) ＊ ㈱放電精密加工研究所 株式 (6469)

鉱研工業㈱ 株式 (6297) ㈱富士テクニカ宮津 株式 (6476) ＊

サンセイ㈱ 株式 (6307) ＊ ㈱ＫＶＫ 株式 (6484)

フロイント産業㈱ 株式 (6312) ㈱積水工機製作所 株式 (6487) ＊

㈱石井工作研究所 株式 (6314) ㈱ヨシタケ 株式 (6488)

㈱タクミナ 株式 (6322) ＊ ㈱ＮＦＫホールディングス 株式 (6494)

ローツェ㈱ 株式 (6323) ㈱ハマイ 株式 (6497) ＊

北川精機㈱ 株式 (6327) 三相電機㈱ 株式 (6518) ＊

㈱テセック 株式 (6337) ローヤル電機㈱ 株式 (6593)

㈱太平製作所 株式 (6342) ㈱大泉製作所 株式 (6618) ＊
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ダブル・スコープ㈱ 株式 (6619) ＊ 日本電産リード㈱ 株式 (6833)

ＪＡＬＣＯホールディングス㈱ 株式 (6625) ＊ ㈱精工技研 株式 (6834)

ＳＥＭＩＴＥＣ㈱ 株式 (6626) ＊ ぷらっとホーム㈱ 株式 (6836) ＊

オンキヨー㈱ 株式 (6628) ㈱京写 株式 (6837)

㈱Ｃ＆Ｇシステムズ 株式 (6633) ㈱多摩川ホールディングス 株式 (6838) ＊

㈱ネクス 株式 (6634) ㈱アドテック 株式 (6840) ＊

㈱大日光・エンジニアリング 株式 (6635) ㈱テクノ・セブン 株式 (6852)

㈱シスウェーブホールディングス 株式 (6636) ミナトエレクトロニクス㈱ 株式 (6862) ＊

寺崎電気産業㈱ 株式 (6637) ㈱ニレコ 株式 (6863)

㈱ミマキエンジニアリング 株式 (6638) ㈱エヌエフ回路設計ブロック 株式 (6864) ＊

㈱かわでん 株式 (6648) リーダー電子㈱ 株式 (6867) ＊

インスペック㈱ 株式 (6656) ＊ 日本フェンオール㈱ 株式 (6870)

シライ電子工業㈱ 株式 (6658) ㈱日本マイクロニクス 株式 (6871)

㈱ユビテック 株式 (6662) オーデリック㈱ 株式 (6889)

太洋工業㈱ 株式 (6663) ㈱フェローテック 株式 (6890)

リバーエレテック㈱ 株式 (6666) イーター電機工業㈱ 株式 (6891) ＊

㈱アドテック　プラズマ　テクノロジー 株式 (6668) ＊ ダイヤモンド電機㈱ 株式 (6895) ＊

シーシーエス㈱ 株式 (6669) ツインバード工業㈱ 株式 (6897) ＊

㈱エスケーエレクトロニクス 株式 (6677) トミタ電機㈱ 株式 (6898) ＊

テクニカル電子㈱ 株式 (6716) ＊ 原田工業㈱ 株式 (6904)

富士通コンポーネント㈱ 株式 (6719) ＊ ジオマテック㈱ 株式 (6907)

㈱エイアンドティー 株式 (6722) ＊ 菊水電子工業㈱ 株式 (6912)

㈱ニューテック 株式 (6734) ㈱アイ・オー・データ機器 株式 (6916)

㈱ＯＳＧコーポレーション 株式 (6757) ㈱アバールデータ 株式 (6918)

ザインエレクトロニクス㈱ 株式 (6769) ㈱エノモト 株式 (6928)

ｓａｎｔｅｃ㈱ 株式 (6777) 日本アンテナ㈱ 株式 (6930)

㈱リアルビジョン 株式 (6786) ＊ ㈱ソフィアホールディングス 株式 (6942)

ソーシャル・エコロジー・プロジェクト㈱ 株式 (6819) ＊ 日本開閉器工業㈱ 株式 (6943) ＊

大井電気㈱ 株式 (6822) ㈱アイレックス 株式 (6944)

新コスモス電機㈱ 株式 (6824) ＊ フクダ電子㈱ 株式 (6960)
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㈱サンコー 株式 (6964) 東北化学薬品㈱ 株式 (7446) ＊

アジアグロースキャピタル㈱ 株式 (6993) ＊ ㈱サンデー 株式 (7450)

ライフネット生命保険㈱ 株式 (7157) ＊ ㈱マツヤ 株式 (7452)

アストマックス㈱ 株式 (7162) ＊ ㈱ヤギ 株式 (7460)

㈱カネミツ 株式 (7208) ㈱キムラ 株式 (7461) ＊

㈱テイン 株式 (7217) ＊ ダイヤ通商㈱ 株式 (7462) ＊

田中精密工業㈱ 株式 (7218) セフテック㈱ 株式 (7464) ＊

㈱エッチ・ケー・エス 株式 (7219) ＊ マックスバリュ北海道㈱ 株式 (7465)

㈱デイトナ 株式 (7228) 萩原電気㈱ 株式 (7467)

㈱ユタカ技研 株式 (7229) ㈱鳥羽洋行 株式 (7472)

㈱桜井製作所 株式 (7255) ＊ ムラキ㈱ 株式 (7477)

㈱ムロコーポレーション 株式 (7264) サンリン㈱ 株式 (7486) ＊

エイケン工業㈱ 株式 (7265) ＊ 西川計測㈱ 株式 (7500)

㈱タツミ 株式 (7268) ＊ ㈱ティムコ 株式 (7501)

㈱安永 株式 (7271) ㈱プラザクリエイト 株式 (7502)

㈱カーメイト 株式 (7297) アイ・エム・アイ㈱ 株式 (7503)

八千代工業㈱ 株式 (7298) 扶桑電通㈱ 株式 (7505) ＊

㈱小田原機器 株式 (7314) アイエーグループ㈱ 株式 (7509) ＊

㈱ナンシン 株式 (7399) ＊ ㈱マルヨシセンター 株式 (7515) ＊

㈱創健社 株式 (7413) ＊ 五洋インテックス㈱ 株式 (7519) ＊

㈱新星堂 株式 (7415) ＊ ㈱ムサシ 株式 (7521)

東邦レマック㈱ 株式 (7422) ＊ ㈱システムソフト 株式 (7527)

初穂商事㈱ 株式 (7425) ＊ 清和中央ホールディングス㈱ 株式 (7531) ＊

㈱山大 株式 (7426) ＊ ㈱アベルコ 株式 (7539)

㈱サンワドー 株式 (7430) ＊ ㈱ウェッズ 株式 (7551)

㈱ダルトン 株式 (7432) ＊ ㈱大田花き 株式 (7555) ＊

㈱オータケ 株式 (7434) ＊ ジーエフシー㈱ 株式 (7559)

㈱ナ・デックス 株式 (7435) ＊ ㈱ワークマン 株式 (7564) ＊

横浜魚類㈱ 株式 (7443) ＊ 萬世電機㈱ 株式 (7565) ＊

ハリマ共和物産㈱ 株式 (7444) ＊ ㈱栄電子 株式 (7567) ＊
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㈱クレックス 株式 (7568) ＊ ㈱シード 株式 (7743) ＊

橋本総業㈱ 株式 (7570) ㈱ホロン 株式 (7748)

㈱ヤマノホールディングス 株式 (7571) メディキット㈱ 株式 (7749)

日本ライフライン㈱ 株式 (7575) ＩＭＶ㈱ 株式 (7760) ＊

㈱パスポート 株式 (7577) 日本精密㈱ 株式 (7771) ＊

㈱ニチリョク 株式 (7578) ㈱ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 株式 (7774) ＊

㈱かんなん丸 株式 (7585) ㈱セルシード 株式 (7776) ＊

㈱ＰＡＬＴＥＫ 株式 (7587) ㈱スリー・ディー・マトリックス 株式 (7777) ＊

㈱タカショー 株式 (7590) ㈱トランザクション 株式 (7818)

東京貴宝㈱ 株式 (7597) ＊ ㈱アートネイチャー 株式 (7823)

㈱ナイスクラップ 株式 (7598) ㈱フルヤ金属 株式 (7826)

㈱マックハウス 株式 (7603) ㈱オービス 株式 (7827)

㈱フジ・コーポレーション 株式 (7605) マルマン㈱ 株式 (7834)

㈱コモンウェルス・エンターテインメント 株式 (7612) ＊ ㈱ウィズ 株式 (7835)

㈱オーエムツーネットワーク 株式 (7614) アビックス㈱ 株式 (7836)

㈱うかい 株式 (7621) ㈱遠藤製作所 株式 (7841)

㈱さかい 株式 (7622) ㈱グラファイトデザイン 株式 (7847)

㈱サンオータス 株式 (7623) ＊ スターツ出版㈱ 株式 (7849) ＊

㈱ＮａＩＴＯ 株式 (7624) 総合商研㈱ 株式 (7850) ＊

㈱星医療酸器 株式 (7634) カワセコンピュータサプライ㈱ 株式 (7851) ＊

杉田エース㈱ 株式 (7635) ＊ ㈱ＹＡＭＡＴＯ 株式 (7853) ＊

㈱ハンズマン 株式 (7636) カーディナル㈱ 株式 (7855)

㈱シーマ 株式 (7638) セキ㈱ 株式 (7857) ＊

㈱ダイイチ 株式 (7643) 小野産業㈱ 株式 (7858) ＊

プレシジョン・システム・サイエンス㈱ 株式 (7707) 東京リスマチック㈱ 株式 (7861)

㈱ゲートウェイホールディングス 株式 (7708) ＊ ㈱平賀 株式 (7863)

助川電気工業㈱ 株式 (7711) ＊ ピープル㈱ 株式 (7865) ＊

シグマ光機㈱ 株式 (7713) 日本フォームサービス㈱ 株式 (7869) ＊

㈱ナカニシ 株式 (7716) フクビ化学工業㈱ 株式 (7871)

国際計測器㈱ 株式 (7722) Ａｓ-ｍｅエステール㈱ 株式 (7872)
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永大化工㈱ 株式 (7877) ＊ ㈱三栄コーポレーション 株式 (8119)

㈱光彩工芸 株式 (7878) ＊ ㈱大木 株式 (8120) ＊

サンメッセ㈱ 株式 (7883) 川辺㈱ 株式 (8123)

ヤマト・インダストリー㈱ 株式 (7886) ＊ ゼット㈱ 株式 (8135) ＊

南海プライウッド㈱ 株式 (7887) ＊ ㈱トミタ 株式 (8147) ＊

三光合成㈱ 株式 (7888) ㈱光製作所 株式 (8191) ＊

㈱桑山 株式 (7889) シャクリー・グローバル・グループ㈱ 株式 (8205) ＊

日本ユピカ㈱ 株式 (7891) ＊ ㈱エンチョー 株式 (8208)

中央化学㈱ 株式 (7895) ㈱銀座山形屋 株式 (8215)

ＭＩＣＳ化学㈱ 株式 (7899) ＊ ㈱タカチホ 株式 (8225) ＊

㈱マツモト 株式 (7901) ＊ ㈱プロルート丸光 株式 (8256)

㈱ソノコム 株式 (7902) ㈱山陽百貨店 株式 (8257) ＊

㈱ヴィア・ホールディングス 株式 (7918) ＊ ㈱フォーバル 株式 (8275)

三光産業㈱ 株式 (7922) ＊ マックスバリュ西日本㈱ 株式 (8287)

トーイン㈱ 株式 (7923) ＊ ㈱ファミリー 株式 (8298) ＊

ムトー精工㈱ 株式 (7927) フューチャーベンチャーキャピタル㈱ 株式 (8462) ＊

旭化学工業㈱ 株式 (7928)
ジェー・ピー・モルガン・チェース・
アンド・カンパニー

株式 (8634) ＊

㈱ニッピ 株式 (7932)
モルガン・スタンレー・アジア-
パシフィック・ファンド・インク

投資証券 (8682) ＊

㈱リーガルコーポレーション 株式 (7938) 丸八証券㈱ 株式 (8700)

㈱研創 株式 (7939) ＊ スターホールディングス㈱ 株式 (8702) ＊

㈱光陽社 株式 (7946) ＊ 岡藤ホールディングス㈱ 株式 (8705)

フジコピアン㈱ 株式 (7957) ＦＸプライム㈱ 株式 (8711)

興研㈱ 株式 (7963) アニコム　ホールディングス㈱ 株式 (8715) ＊

㈱重松製作所 株式 (7980) ＊ ベンチャービジネス証券投資法人 投資証券 (8720) ＊

ネポン㈱ 株式 (7985) ＊ ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 投資証券 (8721) ＊

キング工業㈱ 株式 (7986) あかつきフィナンシャルグループ㈱ 株式 (8737)

㈱くろがね工作所 株式 (7997) スパークス・グループ㈱ 株式 (8739)

横浜丸魚㈱ 株式 (8045) ＊ ㈱フジトミ 株式 (8740)

日本出版貿易㈱ 株式 (8072) ＊ 第一商品㈱ 株式 (8746)

㈱ＭＡＧねっとホールディングス 株式 (8073) 豊商事㈱ 株式 (8747) ＊

＊貸借担保金代用有価証券適格銘柄に追加
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㈱アドバンテッジリスクマネジメント 株式 (8769) ＊ 京極運輸商事㈱ 株式 (9073) ＊

ＧＦＡ㈱ 株式 (8783) 大和自動車交通㈱ 株式 (9082)

㈱ＵＣＳ 株式 (8787) タカセ㈱ 株式 (9087) ＊

㈱ＲＩＳＥ 株式 (8836) 玉井商船㈱ 株式 (9127)

㈱コスモスイニシア 株式 (8844) ㈱東栄リーファーライン 株式 (9133)

スターツコーポレーション㈱ 株式 (8850) 栗林商船㈱ 株式 (9171)

アーバンライフ㈱ 株式 (8851) ＊ 佐渡汽船㈱ 株式 (9176)

㈱ラ・アトレ 株式 (8885) 新和内航海運㈱ 株式 (9180) ＊

㈱ウッドフレンズ 株式 (8886) ＊ 東京汽船㈱ 株式 (9193)

㈱日本エスコン 株式 (8892) ㈱杉村倉庫 株式 (9307) ＊

㈱センチュリー２１・ジャパン 株式 (8898) アサガミ㈱ 株式 (9311)

㈱サンウッド 株式 (8903) ㈱オーナミ 株式 (9317) ＊

㈱毎日コムネット 株式 (8908) ㈱中央倉庫 株式 (9319)

㈱シノケングループ 株式 (8909) 川西倉庫㈱ 株式 (9322) ＊

ファースト住建㈱ 株式 (8917) 鈴与シンワート㈱ 株式 (9360)

㈱ロジコム 株式 (8938) 伏木海陸運送㈱ 株式 (9361)

日本社宅サービス㈱ 株式 (8945) ㈱大運 株式 (9363) ＊

㈱陽光都市開発 株式 (8946) 大東港運㈱ 株式 (9367) ＊

㈱誠建設工業 株式 (8995) ＊ ㈱エージーピー 株式 (9377) ＊

ＳＢＩライフリビング㈱ 株式 (8998) ＊ 日本コンセプト㈱ 株式 (9386)

秩父鉄道㈱ 株式 (9012) ＊ ㈱新潟放送 株式 (9408)

新潟交通㈱ 株式 (9017) ＊ ㈱ワイヤレスゲート 株式 (9419) ＊

㈱ヒガシトゥエンティワン 株式 (9029) ㈱ネプロジャパン 株式 (9421)

南総通運㈱ 株式 (9034) ＊ ㈱フォーバル・リアルストレート 株式 (9423) ＊

東部ネットワーク㈱ 株式 (9036) ＊ 日本通信㈱ 株式 (9424) ＊

京福電気鉄道㈱ 株式 (9049) 日本テレホン㈱ 株式 (9425)

センコン物流㈱ 株式 (9051) ＊ ㈱エムティーアイ 株式 (9438)

遠州トラック㈱ 株式 (9057) ㈱トーシン 株式 (9444)

カンダホールディングス㈱ 株式 (9059) ㈱エスケーアイ 株式 (9446)

日本ロジテム㈱ 株式 (9060) ＊ ㈱中央経済社 株式 (9476)
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ＳＥホールディングス・アンド・
インキュベーションズ㈱

株式 (9478) ㈱白青舎 株式 (9736) ＊

新日本瓦斯㈱ 株式 (9542) アイエックス・ナレッジ㈱ 株式 (9753)

東日本ガス㈱ 株式 (9544) ジャパンシステム㈱ 株式 (9758)

㈱福山コンサルタント 株式 (9608) ＊ いであ㈱ 株式 (9768)

㈱セレスポ 株式 (9625) ＊ ㈱学究社 株式 (9769)

武蔵野興業㈱ 株式 (9635) ＊ 札幌臨床検査センター㈱ 株式 (9776) ＊

㈱きんえい 株式 (9636) ＊ ㈱昴 株式 (9778) ＊

情報技術開発㈱ 株式 (9638) ㈱ハリマビステム 株式 (9780) ＊

三協フロンテア㈱ 株式 (9639) ㈱ディーエムエス 株式 (9782) ＊

サコス㈱ 株式 (9641) 旭情報サービス㈱ 株式 (9799) ＊

㈱タナベ経営 株式 (9644) ㈱テーオー小笠原 株式 (9812) ＊

㈱協和コンサルタンツ 株式 (9647) ＊ ㈱ストライダーズ 株式 (9816)

日本プロセス㈱ 株式 (9651) ＊ エムティジェネックス㈱ 株式 (9820)

コムテック㈱ 株式 (9657) ㈱マミーマート 株式 (9823)

㈱ビジネスブレイン太田昭和 株式 (9658) ㈱ＪＥＵＧＩＡ 株式 (9826) ＊

㈱ナガワ 株式 (9663) リリカラ㈱ 株式 (9827)

ホウライ㈱ 株式 (9679) ＊ ㈱ながの東急百貨店 株式 (9829) ＊

㈱共成レンテム 株式 (9680) ＊ ㈱ジュンテンドー 株式 (9835)

ＫＹＣＯＭホールディングス㈱ 株式 (9685) ＊ リーバイ・ストラウス　ジャパン㈱ 株式 (9836)

東洋テック㈱ 株式 (9686) ＊ ㈱共同紙販ホールディングス 株式 (9849) ＊

㈱ＫＳＫ 株式 (9687) 中央物産㈱ 株式 (9852)

㈱両毛システムズ 株式 (9691) ＊ ㈱銀座ルノアール 株式 (9853) ＊

㈱鴨川グランドホテル 株式 (9695) ＊ ソレキア㈱ 株式 (9867) ＊

㈱ウィザス 株式 (9696) ㈱ハナテン 株式 (9870)

㈱クレオ 株式 (9698) ＊ 北恵㈱ 株式 (9872) ＊

日本コンピューター・システム㈱ 株式 (9709) ㈱コックス 株式 (9876) ＊

㈱ホテル、ニューグランド 株式 (9720) ＊ ㈱セキド 株式 (9878)

㈱京都ホテル 株式 (9723) ＊ ㈱ＵＥＸ 株式 (9888)

㈱ナガセ 株式 (9733) ＊ ㈱マキヤ 株式 (9890)

㈱精養軒 株式 (9734) ＊ ㈱卑弥呼 株式 (9892)
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㈱コンセック 株式 (9895)

㈱サハダイヤモンド 株式 (9898) ＊

㈱カンセキ 株式 (9903)

藤井産業㈱ 株式 (9906) ＊

日本電計㈱ 株式 (9908)

愛光電気㈱ 株式 (9909) ＊

㈱植松商会 株式 (9914) ＊

㈱ワットマン 株式 (9927) ＊

平和紙業㈱ 株式 (9929) ＊

㈱家族亭 株式 (9931)

太洋物産㈱ 株式 (9941) ＊

㈱ココスジャパン 株式 (9943)

㈱タイヨー 株式 (9949) ＊

㈱ハチバン 株式 (9950)

㈱ヨンキュウ 株式 (9955)

東テク㈱ 株式 (9960)

㈱アイ・テック 株式 (9964)

堺商事㈱ 株式 (9967) ＊

㈱ショクブン 株式 (9969) ＊

㈱小僧寿し 株式 (9973)

㈱セキチュー 株式 (9976) ＊

㈱アオキスーパー 株式 (9977)

㈱文教堂グループホールディングス 株式 (9978)

㈱理研グリーン 株式 (9992) ＊

㈱ルネサスイーストン 株式 (9995)

㈱サトー商会 株式 (9996)

以上986銘柄
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