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出捐者一覧 

 

出捐いただいた時点の名称にて 50音順に掲載しております。 

ただし、名称に「日本」が入っている場合、便宜上「ニホン」として取り扱っております。 

 

(1) 一般事業会社 

アイフル（株） （株）葵プロモーション （株）赤阪鐵工所 

アコム（株） 旭化成（株） 旭硝子（株） 

旭光学工業（株） （株）朝日工業社 亜細亜証券印刷（株） 

味の素（株） アネスト岩田（株） アマノ（株） 

アルゼ（株） （株）アルチザネットワークス アルテック（株） 

（株）イエローハット 石川島播磨重工業（株） （株）イズミ 

伊藤忠商事（株） （株）イトーヨーカ堂 （株）稲葉製作所 

イワキ（株） （株）植木組 （株）魚力 

ウチダエスコ（株） エイベックス（株） （株）エスイー 

ＳＭＣ（株） エス・バイ・エル（株） （株）エヌ・ティ・ティ・データ 

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 王子製紙（株） （株）大井製作所 

大倉工業（株） 大阪瓦斯（株） （株）オートバックスセブン 

（株）大林組 （株）オービックビジネスコンサルタント 沖電気工業（株） 

沖縄電力（株） 小田急電鉄（株） オリックス（株） 

花王（株） 鹿島建設（株） カネボウ（株） 

カネ美食品（株） （株）河合楽器製作所 川崎重工業（株） 

川崎製鉄（株） 川商ジェコス（株） 川澄化学工業（株） 

川鉄鋼板（株） （株）カワニシ 北恵（株） 

北野建設（株） キッコーマン（株） （株）キャッツ 

キヤノン（株） 九州電力（株） 九州松下電器（株） 

（株）共和電業 極東工業（株） 極東貿易（株） 

麒麟麦酒（株） キンセキ（株） （株）クボタ 

クリナップ（株） 栗林商船（株） ケイヒン（株） 

高圧ガス工業（株） （株）光栄 広栄化学工業（株） 

（株）神戸製鋼所 （株）コーセー 国土総合建設（株） 

コニカ（株） 小林製薬（株） 小松ウオール工業（株） 

（株）小松製作所 （株）コモ （株）ザ・トーカイ 

三共（株） （株）サンデーサン （株）三陽商会 
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三洋電機（株） 山陽特殊製鋼（株） （株）シーエーシー 

（株）ＣＳＫ 
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティー

ズ・アジア・プライベート・リミテッド 
塩野義製薬（株） 

四国化成工業（株） 四国電力（株） 清水建設（株） 

（株）シムリー （株）ジャパンエナジー （株）シャルレ 

（株）ジュンテンドー 正栄食品工業（株） （株）商船三井 

（株）上毛 信越化学工業（株） 信金中央金庫 

新日本製鐵（株） 新三井製糖（株） （株）スーパー大栄 

（株）鈴木 スター精密（株） スタンレー電気（株） 

住商情報システム（株） 住商リース（株） スミダコーポレートサービス（株） 

住友化学工業（株） 住友金属鉱山（株） 住友金属工業（株） 

住友商事（株） 住友電気工業（株） 住友特殊金属（株） 

住友ベークライト（株） 西武鉄道（株） （株）西友 

積水化学工業（株） （株）セゾン情報システムズ セメダイン（株） 

全国朝日放送（株） 全日空ビルディング（株） 全日本空輸（株） 

総合メディカル（株） ソニー（株） （株）ダーバン 

（株）第一興商 大建工業（株） （株）だいこう証券ビジネス 

大成建設（株） 大成ロテック（株） 大日本インキ化学工業（株） 

大日本印刷（株） 大日本塗料（株） （株）ダイフク 

ダイヤモンドコンピュ-タ-サ-ビス（株） 太陽誘電（株） （株）大和証券グループ本社 

大和ハウス工業（株） 田岡化学工業（株） 高砂鐵工（株） 

（株）高島屋 宝印刷（株） （株）タクマ 

武田薬品工業（株） （株）竹中工務店 （株）タダノ 

中外鉱業（株） 中国電力（株） 中部電力（株） 

中部日本放送（株） （株）Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ （株）ＴＫＣ 

ＴＣＭ（株） 帝人（株） ＴＤＫ（株） 

（株）テレビ東京 デンセイ・ラムダ（株） （株）デンソー 

（株）電通国際情報サービス 東海リース（株） 東海旅客鉄道（株） 

東京エレクトロン（株） 東京ガス（株） 東京急行電鉄（株） 

東京電力（株） （株）東京ドーム 東京日産自動車販売（株） 

（株）東京放送 （株）東芝 東武鉄道（株） 

東北電力（株） 東北パイオニア（株） 東洋鋼鈑（株） 

東洋ゴム工業（株） 東洋製罐（株） 東レ（株） 

（株）トーキン （株）戸上電機製作所 図書印刷（株） 

凸版印刷（株） トピー工業（株） （株）巴川製紙所 
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トヨタ自動車（株） （株）豊田自動織機製作所 鳥居薬品（株） 

（株）ナブコ 西川計測（株） 西日本旅客鉄道（株） 

（株）ニチメン インフィニティ （株）ニチレイ 日揮（株） 

日産建設（株） 日産自動車（株） 日清製粉（株） 

日信電子サービス（株） 日精樹脂工業（株） 日石三菱（株） 

日鉄鉱業（株） 日鐵ドラム（株） （株）ニッポン放送 

日本板紙（株） 日本エスリード（株） 日本エルエスアイカード（株） 

（株）日本エル・シー・エー 日本碍子（株） 日本紙パルプ商事（株） 

日本軽金属（株） 日本ケミカルリサーチ（株） 日本原子力発電（株） 

日本鋼管（株） 日本航空（株） 日本コカ・コーラ（株） 

日本コムシス（株） 日本コンピューター・システム（株） 日本証券代行（株） 

日本食品化工（株） 日本信号（株） 日本精工（株） 

日本たばこ産業（株） 日本テレビ放送網（株） 日本電気（株） 

日本電信電話（株） 日本電池（株） 日本道路（株） 

日本ピラー工業（株） 日本無線（株） 日本山村硝子（株） 

日本郵船（株） 日本油脂（株） 日本ユニシス（株） 

（株）日本ユニパックホールディング ハウス食品（株） はごろもフーズ（株） 

浜松ホトニクス（株） 阪急電鉄（株） 阪和興業（株） 

東日本旅客鉄道（株） 日立キャピタル（株） （株）日立製作所 

（株）福田組 富士急行（株） 富士チタン工業（株） 

富士通（株） （株）フジテレビジョン 扶桑電通（株） 

不動建設（株） ブラザー工業（株） （株）ブリヂストン 

古河電気工業（株） 平和不動産（株） （株）ペイントハウス 

北陸電力（株） 北海道中央バス（株） 北海道電力（株） 

堀田産業（株） 本田技研工業（株） 松下電器産業（株） 

松田産業（株） 丸紅（株） ミサワホーム（株） 

美津濃（株） （株）みずほホールディングス 三井情報開発（株） 

三井物産（株） 三井不動産（株） 三井松島産業（株） 

三菱化学（株） 三菱地所（株） 三菱重工業（株） 

三菱商事（株） 三菱電機（株） 三菱マテリアル（株） 

（株）ミロク情報サービス ムーンバット（株） （株）ムトウ 

メック（株） （株）森本組 安田不動産（株） 

（株）山武 山之内製薬（株） （株）ＵＦＪホールディングス 

（株）雪印アクセス 雪印乳業（株） （株）ユニシアジェックス 

有楽土地（株） 養命酒製造（株） 横河電機（株） 
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横浜ゴム（株） （株）淀川製鋼所 （株）よみうりランド 

リオン（株） （株）リコー （株）りゅうせき 

（株）リョーサン （株）ローソン ＹＫＫ（株） 

（株）ワウワウ わかもと製薬（株） わらべや日洋（株） 

 

 

(2) 公認会計士界 

日本公認会計士協会 

 

 

(3) 証券会社・投資信託等 

いちよし証券（株） 大和証券（株） 大和証券ＳＭＢＣ（株） 

大和証券投資信託委託（株） 立花証券（株） つばさ証券（株） 

東海東京証券（株） 日興アセットマネジメント（株） （株）日興コーディアル証券 

野村証券（株） 
ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京

支店 
メリルリンチ日本証券（株） 

ワールド日栄証券（株）     

 

 

(4) 銀行・信託銀行 

(株)あさひ銀行 (株)池田銀行 (株)神奈川銀行 

(株)岐阜銀行 (株)熊本ファミリー銀行 (株)群馬銀行 

(株)京葉銀行 (株)荘内銀行 (株)新生銀行 

住友信託銀行(株) (株)大光銀行 (株)大和銀行 

中央三井信託銀行(株) (株)東京三菱銀行 (株)東北銀行 

(株)東和銀行 (株)栃木銀行 (株)東日本銀行 

(株)三井住友銀行 三菱信託銀行(株) (株)八千代銀行 

(株)横浜銀行   
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(5) 生命保険・損害保険等 

アイエヌジー生命保険(株) あいおい損害保険(株) アクサ損害保険(株) 

朝日生命保険(相) アメリカンファミリー生命保険会社 ジー・イー・エジソン生命保険(株) 

ジブラルタ生命保険(株) 住友生命保険(相) 第一生命保険(相) 

東京海上火災保険(株) トーア再保険(株) 日動火災海上保険(株) 

日本興亜生命保険(株) 日本興亜損害保険(株) 日本生命保険(相) 

ピーシーエー生命保険(株) 明治生命保険(相) 安田火災海上保険(株) 

 

 

(6) 調査研究機関・団体・その他法人 

アンダーソン･毛利法律事務所 （株）格付投資情報センター 商工組合中央金庫 

（株）大和総研 （株）中央経済社 東京証券取引所 

日本監査研究学会 日本経済新聞社 （社）日本証券アナリスト協会 

(財）日本証券経済研究所 （社）日本年金数理人会 農林中央金庫 

ロイタージャパン（株）    

 

 

(7) 個人 

3名 

 


