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≪STEP1≫ 

【基礎学習(必須)】 

 

1.  私たちの生活に必要な財やサービスを  [1] 生産     し、 [2] 流通     させ、 [3] 消費     

することを経済という。財やサービスには、代金を払った人だけが消費を独占できる [4] 私的財      

と、政府が税金等を使って提供する [5] 公共財     とがある。 

 

2. 経済の主体には、生産・流通の主体である [6] 企業  、消費の主体である [7]消費者    、

行政サービスや公共財の提供などを通して一国の経済活動を調整する主体である [8]政府 がある。 

 

3. 通貨には、紙幣や硬貨などの [9]現金通貨  と、銀行などに預けられており振替などで決済手段とし

て機能する [10]預金通貨 とがある。 

 

4. 2022 年からの成年年齢の引き下げに関する説明文のうち、誤っているものは？ 

[11] d  

 

ａ．成年年齢の引き下げにより、18・19 歳は父母の親権から離れ、親の財産管理権が及ばなくな

る。 

ｂ．成年年齢の引き下げにより、男女とも 18 歳から結婚が可能になる。 

ｃ．親の同意なしで、携帯電話の契約を結んだり、アパートを借りたり、高額商品を買うためのローンを

組んだりできるようになる。 

d．成年年齢引き下げ後に、いったん結んだ契約を取り消すためには「未成年取消権」の行使が必要

になる。 

 

5. 日本では人口減少が進む中、性別や年齢、言語や宗教など多様な視点を有する人たちで構成される

組織のほうが強さを増すという  [12]ダイバーシティ  の重要性が指摘されている。 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

6. 2020 年に署名された RCEP(地域的な包括的経済連携)は、日本や中国、韓国など東アジアを中心

に  [13]  15 か国が参加し、世界の人口と GDP のおよそ  [14]約 3 割を占める世界最大規模

の自由貿易圏である。 

 

7. グローバル化の進展に関する次の説明文のうち、正しいものは？ 

  [15]   d      

ａ．貿易が自由化され、安い輸入品が国内に入ってくることは、消費者にとっても国内の生産者にとっ

てもメリットになる。 

ｂ．グローバル化の進展による影響は、経済以外の分野ではあまり見られない。 

ｃ．「環太平洋経済連携協定（TPP）」は、FTA（自由貿易協定）の一つである。 

ｄ．近年の日本の国際収支をみると「投資収益」が大幅な黒字を計上している。 

 

8.  「持続可能な開発目標（SDGs）」の 17 の目標のうち、今回、グループで設定した投資テーマと特に

関連が深い目標を挙げ（３つ以内）、その主な理由を記述してください。 

 

 

9.  「ESG 投資」で重視する３つの要素の組み合わせとして、正しいものはどれか？ 

 [16]   ｂ     

ａ．経済 ― 科学 ― 成長 

ｂ．環境 ― 社会 ― 企業統治  

ｃ．効率 ― 公正 ― 企業統治 

 

関連の深い 

SDGs の目標 

その主な理由 

 

エネルギーをみんなに 

そしてクリーンに 

私たちが掲げたテーマがつくる責任つかう責任で、利用したものを再利

用し、新たなエネルギーをつくり各国の人々に届けるなど、再利用の

部分で類似点があるから。 

住み続けられるまちづくりを 

 

 

再利用(リサイクル)を行うことで、環境や気候変動にもいい影響を与

えることができるため、よりよいまちづくりができ、住むことができるように

なると思ったから。 

気候変動に具体的な対策を 

 

 

二酸化炭素の排出量が増えてきている中、リサイクル中心の生活を

するとごみの排出量が減ると共に二酸化炭素の排出量も減らすこと

ができる。リサイクルを行うことが環境や気候変動にも関わっていると思

ったから。 
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10. GDP(国内総生産)に関する次の説明文のうち、誤っているものは？  

   [17]   a          

 ａ.  GDP とは、一定期間に国民全体として生産したモノやサービスの付加価値の合計額をさす。 

 ｂ.  GDP とは、一定期間に国内で生産したモノやサービスの付加価値の合計額をさす。 

 ｃ.  実質 GDP とは、名目 GDP から物価の変動による影響を差し引いたものである。 

 ｄ.  2020 年(暦年)の日本の GDP の額は、名目 GDP が実質 GDP を上回っている。 

 

11. 投資のリスクを少なくする方法には、 [18]   投資先    を分散させることや、 

投資する  [19]  時間     を分散することなどがある。  

 

12.  「投資信託(ファンド)」に関する次の説明文のうち、誤っているものは？ 

   [20]  ｄ     

 ａ．投資信託では、分散投資の考え方から生まれた金融商品の一つである。 

 ｂ．投資信託では、多くの投資家から集めた資金をまとめて運用している。 

 ｃ.  投資信託は、元本が保証されている金融商品ではない。 

 ｄ.  投資信託では、それぞれの投資家からの要望を受けて投資先の選定を行っている。 

 

13.  次のうち、資本に対し企業がどれだけの利益を上げているかを表し、数値が高いほど経営効率が良いと

言える財務指標はどれか？ 

   [21]    a       

 ａ．ＲＯＥ   ｂ．自己資本比率   ｃ．純利益   ｄ．ＰＥＲ 

 

14.  「日経アジア 300」は、アジアの 11 の国・地域を対象に、 [22]     時価総額     

  [23] 成長性  [24]  知名度  などを基準に選定した約 300 社の有力企業で構成されている。 
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●要 旨 

●目 次 

世界的で今、問題視されているのが地球温暖化と食品ロスである。地球温暖化の原因と

なる二酸化炭素の排出量は中国・アメリカを中心に年々増え続けており、日本も世界で第

5位、アジアで第 3位の排出量となっている。主な二酸化炭素の排出源がごみの処理によ

るものであり、先進国での排出量がずば抜けている。 

次に食品ロスについて、食べることができるはずの食料が世界で 1年に約 13億トンも

捨てられている。そのうち日本では約 612万トン、およそ東京ドーム 5個分もの食料が捨

てられている。 

そこで「ごみや残飯の排出量を減らす・そのために使い終わったもの、食べられないも

のや食べ残ったものをどのようにして再利用し新しいものにするのか？」をテーマに、こ

れらに沿って企業をピックアップして、投資ファンド「再利用の常識化」を設定した。 

≪STEP1≫ 

【基礎学習】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

≪STEP2≫ 

１．暮らしや社会の変化と経済との関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

【1-1】私たちが直面している様々な社会的課題と経済や企業活動への影響・・・・・６ 

２．投資テーマの決定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

【2-1】関連記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

【2-2】投資テーマの社会的意義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

３．ポートフォリオの作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

【3-1】スクリーニング及びポートフォリオ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

【3-2】投資企業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

【3-3】投資運用結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

４．投資家へのアピール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

５．日経 STOCKリーグを通して学んだこと・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・２１ 

６．参考文献・参考 WEB ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 
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【１－１】私たちが直面している様々な社会的課題と経済や企業活動への影響 

課題 選んだ理由 経済や企業活動への影響 

二酸化炭素の排出量

増加による環境破壊と

食品ロスの深刻化 

 

 

二酸化炭素の排出量増加により

地球温暖化を中心とした環境破

壊が進んできている。また、食料の

廃棄物も年々増加するなど食品

ロスが深刻化してきていることからこ

の先の未来を守るためにつくる責

任つかう責任の意義を知り、行動

することが必要だと感じたから。 

新型コロナウイルスの影響により、環境や

衛生、健康などの面で敏感になっている世

の中で、再利用によっていい環境づくりをす

ること、1 人 1 人が適した量の食事をして

健康的な暮らしをすることで、食品ロスを

減らすなど、これらの課題を解決するため

の企業活動が求められている。 

 

 

 

【2－１】関連記事 

 世界的に今、問題視されているのが地球温暖化と食品ロスである。地球温暖化の元となる二酸化炭素

を多く排出しているのが、中国・アメリカ・日本などの先進国である。 

実際何が二酸化炭素の排出源になっているのか？ 

例として、自動車・ごみの処理・栽培、収穫などで利用されるエネルギーが挙げられる。まずこの中でごみの

処理に注目した。まず「世界のごみ焼却場の 70％が日本にある」という事実があるのは知っているだろうか。

次のグラフがそれらを表したものである。 

 

 

１．暮らしや社会の変化と経済との関係 

２．投資テーマの決定 

【出所】OECD のデータを

基に Yahoo!NEWS 制作 
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このグラフを見ると、日本は他の国に比べて大幅に焼却割合が多いことが分かる。ごみの排出量が多い

中国やアメリカの焼却割合が少ないのは埋め立てを行っているからであり、ごみの処理が二酸化炭素の排

出に対してはあまり大きな影響を与えていない。 

 

次のグラフは日本のごみの処理方法についてまとめたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本はごみの処理方法の約８割を焼却が占めており、埋め立てはほとんど行われていない。理由として、

国土面積が小さいためごみを燃やして最小限の大きさにしてから埋め立てる必要がある。また 2040 年に

はそのごみの埋め立て地を失うとも言われている。そこで、ごみの処理による二酸化炭素の排出量を減らす

ためにリサイクルを行う必要があると考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出所】OECD のデータを

基に Yahoo!NEWS 制作 
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次のグラフは世界のごみのリサイクル率についてまとめたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このグラフを見ると、日本は

圧倒的にリサイクル率が低いことが分かる。しかし日本は他の国に比べてごみを捨てるときに細かく分別回収

している。それにも関わらずリサイクル率が低い理由として、「生ごみ」の存在が挙げられる。日本のごみの

30％～50％を生ごみが占めており、これらの生ごみを資源化することができると日本のリサイクル率は大幅

アップし、二酸化炭素の排出量も減らすことができる。生ごみが多い原因として挙げられるのが「食品ロス」で

ある。 

次のグラフは主要国の食品廃棄物発生量を比較したものだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本だけで見ると、食品廃棄物発生量に比べて 1 人当たりの食品廃棄物発生量が多くなっている。このよ

うに食料廃棄物の発生量が増え続けて食品ロスが進むと私たちにどのような害を及ぼすのか。 

【出所】OECD のデータを

基に Yahoo!NEWS 制作 

 

【出所】海外における食料廃

棄物等の発生状況及び再生

利用等実施状況調査 
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１つ目は食料不足問題の深刻化だ。世界では人口が増え続けているが、必要な人に食料が行きわた

らないなど、食品ロスを放置すると食料不足問題はこの先より深刻になっていくと考えられている。 

 

２つ目は環境負荷の増大だ。先ほど説明した通り、日本は食品廃棄物などのごみを焼却処分するた

め、二酸化炭素やメタンガスを多く排出する。メタンガスにおいては二酸化炭素の約 25 倍の温室効果があ

るとされ、地球温暖化などの気候変動の一因になっている。 

３つ目は経済的な損失である。最終的に捨てられるものであっても、生産過程や流通において多くのコ

ストがかかっている。石油から生まれるエネルギーはもちろん、生産者や労働者が費やした手間や時間も無

駄になってしまう。 

以上のことから食品ロスの減少を心掛けることで環境破壊を抑えたり、生産者・労働者の人的リソースの

無駄遣いも減るなどそれぞれ違った場面に貢献することができる。また、食品ロスを減らすことは、ごみの排

出量を減らすことにも繋がり、ともにごみの焼却割合も減るため地球温暖化などの環境破壊を最小限に抑

えることができる。 

【２－２】投資テーマの社会的意義 

 

≪投資テーマ≫ つくる責任つかう責任 

≪テーマの社会的意義≫ 

地球温暖化などの環境破壊が進んでいる今、二酸化炭素の排出量を減らすために食品ロスについて見

直し、またリサイクルを習慣化することによってより良い環境づくり、人的リソースをつくり上げる。 
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【3－1】スクリーニング及びポートフォリオ 

＜第 1 スクリーニング＞財務スクリーニング 

『会社四季報』＋各社 HP から７１社→財務スクリーニング   

【成長率】①売上高成長率（前年比 ％）→収入は増加したのか？減少したのか？ 

②営業利益成長率（前年比 ％）→利益は増加したのか？減少したのか？  

【収益性】③ROE（自己資本利益率 ％）→自己資本を効率的に使って稼ぐ力  

④売上高営業利益率（％）→本業で稼ぐ力  

【安定性】⑤自己資本比率（％）  
 

[分析集計方法]・・・各指標のデータで順位をつけて点数につけていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<第 2 スクリーニング> 定性スクリーニング  

【企業ビジョン】 Web で企業のホームページの「企業情報」「経営理念」「社長メッセージ」などから、 

テーマに相当するキーワードや考え方がどれだけ反映されているか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 位～10 位 10 点 

11 位～30 位 7 点 

31 位～50 位 5 点 

51 位～60 位 3 点 

61 位～71 位 1 点 

再利用 5 点 

社会貢献 5 点 

環境 5 点 

食品ロス 5 点 

合計 20 点 

３．ポートフォリオの作成 

【成長性】【収益性】【安定性】の項目は上記①～⑤の 5 つ→５０点満点 
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 [採点の指標] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とても良い 5 点 

やや良い 4 点 

普通 3 点 

やや不足 2 点 

まったく不足 1 点 
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【３－２】 投資企業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 証券コード 上場 業種 企業名 取得株価(11月１日） 購入株数 購入金額 組入比率

1 7082 マザーズ サービス ジモティー 4,765 55 262,075 5.2%

2 3021 東証２部 サービス パシフィックネット 1,533 80 122,640 2.5%

3 5857 東証１部 非鉄金属 アサヒホールディングス 2,098 455 954,590 19.1%

4 7701 東証１部 精密機器 島津製作所 4,695 240 1,126,800 22.5%

5 6134 東証１部 機械 FUJI 2,711 490 1,328,390 26.6%

6 5445 東証１部 鉄鋼 東京鐵鋼 1,507 210 316,470 6.3%

7 9793 東証１部 サービス ダイセキ 5,390 60 323,400 6.5%

8 4641 東証１部 サービス アルプス技研 2,092 68 142,256 2.8%

9 1716 東証１部 建設 第一カッター興業 1,401 75 105,075 2.1%

10 6653 東証１部 電気機器 正興電機製作所 1,285 70 89,950 1.8%

11 5698 東証１部 鉄鋼 エンビプロホールディングス 2,517 25 62,925 1.3%

12 5707 東証１部 非鉄金属 東邦亜鉛 3,165 19 60,135 1.2%

13 7947 東証１部 科学 エフピコ 3,890 14 54,460 1.1%

14 6334 東証２部 機械 明治機械 237 2 474 0.0%

15 4732 東証１部 サービス USS 1,876 6 11,256 0.2%

16 5269 東証１部 ガラス・土石製品 日本コンクリート工業 304 5 1,520 0.0%

17 9432 東証１部 情報・通信 NTT 3,228 4 12,912 0.3%

18 2802 東証１部 食料品 味の素 3,494 5 17,470 0.3%

19 4558 JQ 医薬品 中京医薬品 262 1 262 0.0%

20 7456 東証１部 卸売業 松田産業 3,465 2 6,930 0.1%

4,999,990 100.0%

10

5,000,000

ポートフォリオ金額合計

残金

日経STOCKリーグ設定金額上限

ポートフォリオ（ファンド） 名   「再利用の常識化ファンド」 
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【企業データ】 

 
 

 

 
 

 

 
 

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 再利用 5

営業利益成長率 10 社会貢献 4

ROE（自己資本利益率） 10 環境 5

売上高営業利益率 10 食品ロス 3

安定性 自己資本比率 10

企業理念＆キャッチコピー

生活の中で生まれる問題を地域の人同士で補い合える仕組みをつくること。

地域に存在する情報を隅々までいきわたらせること。

成長性

47/50 17/20 64/70収益性

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

データが充実すると、ユーザーのマッチング確度を上げることができ、ユーザー間

取引が多く発生するクラシファイドサービスを持つ。

地域に密着してユーザーニーズを集積し、ユーザー視点に立ってニーズに応えてき

た実績がある。

もっとモノや情報は効率的に流すために、地域の全ての人が見ているサービスをつくる。

地元で個人・企業・行政の全てが参加して必要なものを必要な人へ届ける仕組みを作る。

財務評価 企業ビジョン評価

（マザーズ） 【サービス】

7082　ジモティー

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 再利用 5

営業利益成長率 10 社会貢献 4

ROE（自己資本利益率） 10 環境 5

売上高営業利益率 10 食品ロス 3

安定性 自己資本比率 5

企業理念＆キャッチコピー3021　パシフィックネット

収益性の高い企業体質を作り上げるために事業の選択と集中を断行したその経営力
IT機器専門オークションの開始（ITAD事業）

ネットオークションでの健全取引の推進、リユース促進を図り、プラットフォーム化を目指す。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

45/50 11/20 56/70収益性

企業のIT支援を通し、『人々』『社会』を幸せにしたい。

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

（東証2部） 【サービス】

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 再利用 4

営業利益成長率 7 社会貢献 5

ROE（自己資本利益率） 10 環境 5

売上高営業利益率 10 食品ロス 2

安定性 自己資本比率 3

5857　アサヒホールディングス 企業理念＆キャッチコピー

パーパス

"この手で守る自然と資源"

わたしたちの信条

わたしたちは、限りある資源を大切にし、地球環境の保全に取り組み、持続可能な社会づくりに貢

献。

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

卓越した貴金属リサイクル・製錬技術や多種多様な廃棄物に対応するリサイクル技術な

ど、業界をリードする「独自の技術力」と技術に裏付けされた高品質な製品やサービス

を、国内のみならずアジア各地や北米などの様々な国と地域で展開し、変わりゆくニーズ

に対応する事業のグローバル化を推進しています。

常に変わり続ける世界情勢やビジネスニーズの変化に対応し、成長を追求する経営力と技

術力に裏付けされた高いクオリティで信頼されるアサヒブランドを築いています。

限りある資源を大切にし、地球環境の保全を考え、革新と挑戦のマインドを持って、企

業・グループの長期的な成長を実現させていきます。

グローバルな事業展開のための経営基盤の強化を図るとともに、資本市場における財務情報の国際的

な比較可能性・利便性向上を図る。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

40/50 16/20 56/70収益性

（東証１部） 【非鉄金属】
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財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 再利用 4

営業利益成長率 7 社会貢献 5

ROE（自己資本利益率） 10 環境 5

売上高営業利益率 7 食品ロス 2

安定性 自己資本比率 7

「医療機器」「医薬品」「ファーマパッケージング」という3つの事業におけるシナ

ジー効果を持つ。

地球・社会・人との調和を図りながら、“事業を通じた社会課題の解決”と“社会の一員としての責任あ

る活動”の両輪で企業活動を行い、明るい未来を創造します。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

38/50 16/20 54/70収益性

7701　島津製作所 企業理念＆キャッチコピー

「人と地球の健康」への願いを実現する

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

（東証１部） 【精密機器】

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 5 再利用 3

営業利益成長率 7 社会貢献 5

ROE（自己資本利益率） 7 環境 5

売上高営業利益率 10 食品ロス 1

安定性 自己資本比率 10

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

世界に先駆ける「高精度・高速実装技術、精密加工技術」を強みとして、品質第一

に徹し、開発から完成に至るまで、さまざまな検査・試験を繰り返すことで信頼性

を確保し、高品質で安全な製品を提供しています。

さらに、コアコンピタンスを支える社員一人ひとりの「やる気」「行動力」が、世

界に広がるFUJIブランドの原動力です。

コーポレートガバナンス・コードを踏まえて、企業価値の向上を目指してまいります。

企業ビジョン評価

39/50

成長性

14/20 53/70収益性

6134　FUJI 企業理念＆キャッチコピー

“ものづくり企業”として「需要家の信頼に応え、たゆまぬ研究開発に努め、最高の技術を提供する」（東証１部） 【機械】

財務評価

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 再利用 2

営業利益成長率 7 社会貢献 4

ROE（自己資本利益率） 7 環境 4

売上高営業利益率 7 食品ロス 1

安定性 自己資本比率 10

企業理念＆キャッチコピー

東京鉄鋼グループは

・鉄のリサイクルを通じて社会に貢献します

・最先端の建設パーツ・システムを開発して建設業の発展に寄与します

成長性

41/50 11/20 52/70収益性

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

・設計段階から建設プロジェクトに関わり、お客様へ省力化の技術提案を行います。

・技術提案の中で得られたお客様の課題は速やかに開発部門へフィードバックし、新たな

製品開発や改良が実施されます（お客様ニーズにマッチする製品の市場投入へのスピード

が速い）。

・最先端設備による高い製造技術で、お客様ニーズを満たす多種多様な製品を生みだしま

す。

・「Japanブランド」建材の代表格として海外へ

・電気炉をフルに活かす環境リサイクル事業

・人材を育成し、「ソリューション」を提供し続ける会社へ

財務評価 企業ビジョン評価

（東証１部） 【鉄鋼】

5445　東京鐵鋼
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財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 5 再利用 5

営業利益成長率 5 社会貢献 4

ROE（自己資本利益率） 7 環境 5

売上高営業利益率 10 食品ロス 1

安定性 自己資本比率 10

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

産業廃棄物処理技術や、再利用可能な資源を回収してリサイクルする技術に優れて

います

ダイセキグループは2030年度に向けたプロジェクト「33プロジェクト」を始動

・３つの新規事業拠点の開設

・３つの新たな主力事業の確立

・コア事業国内シェア ３０％

↓

2017年度の３倍の売上高・３倍の営業利益、業界の太陽（SUN）を目指す。

9793　ダイセキ 企業理念＆キャッチコピー

発想・構想・構造・実行

一つの発想が湧いてくれば、それに対して種々構想を練り、実現のための組織、

その他の構造を組み立てる。そして実行に移す。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

37/50 15/20 52/70収益性

（東証１部） 【サービス】

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 再利用 1

営業利益成長率 7 社会貢献 4

ROE（自己資本利益率） 10 環境 4

売上高営業利益率 10 食品ロス 1

安定性 自己資本比率 7

成長性

44/50 10/20

企業ビジョン評価

54/70収益性

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

創業当時に強みとしていたのは「開発・設計といった上流工程での高度な技術力」

と「それを支える優秀なエンジニアの育成」。その強みは、現在のように「技術者

派遣」という形態で非常に多くの技術力を提供するようになってからも変わること

はありません。

当社の強みを活かし、各メーカーの開発シーンに第一線の技術者を送り続けること

が、アルプス技研のビジネスモデルであり、日本を支える“ものづくりメーカー“か

ら選ばれる理由となっています。

新たな技術や市場への展開によりポートフォリオの拡充を目指す

(1)高度技術サービスの提供

(2)最先端技術（高単価ゾーン）の開発設計業務

(3)グローバル展開

(4)新規事業の可能性検討

4641　アルプス技研 企業理念＆キャッチコピー

人と人の心のつながりを大切に。『社会や企業の発展も個人の成長も全て人間関係が基本である』こ

とを認識し、本当の親切とは、真の友情とは、真実とは何かを考えよう。自己を厳しく律し人間研究

をしよう。企業人として、自社の技術や製品に心をこめて社会へ送り出そう。」

これを短い言葉であらわしたものが当社の経営理念である「Heart to Heart」です。

（東証１部） 【サービス】

財務評価

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 再利用 3

営業利益成長率 5 社会貢献 4

ROE（自己資本利益率） 7 環境 3

売上高営業利益率 10 食品ロス 1

安定性 自己資本比率 10

企業未来展望

道路の補修等に伴う各種切断や表面処理、劣化コンクリート除去、空港での滑走路

グルーピングや灯火設置のためのコアドリリング等作業を行っている。グルービン

グマシンやコア特装車といった特定条件での切断・穿孔作業が可能な事が同社の強

みである。

既存市場の拡大

・都心部、西日本エリア

・カーボンニュートラル、宇宙産業

・M＆A（グループ戦略）

・新規事業（ノウハウを活かした事業の模索）

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

39/50 11/20 50/70収益性

コアコンピテンス（強み）

企業理念＆キャッチコピー

「最良の企業をめざす」を基本理念に掲げ、「切る」「はつる」「洗う」「剥がす」「削る」を

キーワードに、特化した技術を様々な現場へ提供させて頂いております。
（東証１部） 【建設】

1716　第一カッター興業
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財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 再利用 5

営業利益成長率 7 社会貢献 5

ROE（自己資本利益率） 7 環境 5

売上高営業利益率 7 食品ロス 2

安定性 自己資本比率 5

成長性

33/50 17/20 50/70収益性

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

お客様のオーダーを受けてからものづくりを行う「受注生産」です。 当社製品の約

95%は受注生産品で、受注から設計・製造・検査・納品、そして保守までを社内で

一貫して行います。

・グループ総合力発揮による社会イノベーション事業への展開

・海外事業の拡大

・生産性向上の追求

・戦略的な人材マネジメントと働き方改革

・事業活動を通じた社会への貢献

財務評価 企業ビジョン評価

企業理念＆キャッチコピー

情報と制御の独創技術で、環境に優しい、安全で快適な社会の実現を目指す企業

CS経営に徹し、顧客に愛され信頼される企業、併せて、株主様と社員の満足度の高い企業

人間尊重を基本として掲げ、自己実現の場づくりや、人材育成、人との出会いを大切にする企業

（東証１部） 【電気機器】

6653　正興電機製作所

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 再利用 4

営業利益成長率 10 社会貢献 5

ROE(自己資本利益率) 5 環境 5

売上高営業利益率 5 食品ロス 1

安定性 自己資本比率 5

企業理念＆キャッチコピー5698　エンビプロホールディングス

(東証１部)　【鉄鋼】

循環型社会の構築、クリーンエネルギーの促進、地域共生社会を目指し、環境事

業に関するさまざまな事業を展開。

成長性

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

創業企業→つねに社会にとって必要な企業を創造

循環企業→助け合い、活かし合い、分かち合う喜びの環を回す

求道企業→永遠につづく企業の道、人の道を追求

15/20 50/70収益性

財務評価

35/50

企業ビジョン評価

２０５０年までに事業から排出される温室効果ガス実質ゼロを目指す。

２０３０年までに再生可能エネルギー１００％に。

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 再利用 3

営業利益成長率 10 社会貢献 3

ROE(自己資本利益率) 10 環境 5

売上高営業利益率 5 食品ロス 1

安定性 自己資本比率 3

5707　東邦亜鉛 企業理念＆キャッチコピー

(東証１部)　【非金属】
顧客を満足させる良質の商品・サービスを提供。

地域の一員として認められ、存在価値のある会社を目指す。

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

高純度・高品質と生産性のある亜鉛のリーディングカンパニーとして、環境に優

しいものづくりを続ける。

製錬は在庫管理の厳格化で市況リスクへの耐性構築。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

38/50 12 20 50/70収益性
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財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 再利用 5

営業利益成長率 7 社会貢献 5

ROE(自己資本利益率) 7 環境 5

売上高営業利益率 7 食品ロス 1

安定性 自己資本比率 5

SCMシステム導入で生産計画や物流計画まで管理し、コストを最適化。 軽量・断熱性を高めた容器が家庭用冷凍食品に採用。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

33/50 16/20

7947　エフピコ 企業理念＆キャッチコピー

(東証１部)　【化学】 もっとも高品質で環境に配慮した製品をどこよりも競争力のある価格で必要なときに確実にお届けする


コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

49/70収益性

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 再利用 4

営業利益成長率 10 社会貢献 4

ROE(自己資本利益率) 10 環境 4

売上高営業利益率 5 食品ロス 1

安定性 自己資本比率 1

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

穀物を挽砕する機器を中心とした周辺関連分野の機械設備、

プラントを生産、建設する事業では国内で有数の企業

暑さ対策効果のある環境資材を拡販。

財務評価 企業ビジョン評価

6334　明治機械 企業理念＆キャッチコピー

(東証２部)　【機械】
顧客に信頼され、満足される製品・サービスを提供し、社会に貢献。

株主を含むステークホルダーに適正な配分を行う。

成長性

36/50 13/20 49/70収益性

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 5 再利用 4

営業利益成長率 5 社会貢献 5

ROE(自己資本利益率) 3 環境 5

売上高営業利益率 10 食品ロス 2

安定性 自己資本比率 10

4732　USS 企業理念＆キャッチコピー

(東証１部)　【サービス業】 公正な市場の創造、消費者への奉仕、地域への貢献

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

「SPEED」　「POWER」　「NETWORK」

スピーディーな作業、圧倒的な規模、充実したネットワーク

出品車両検査に車載式故障診断装置（OBD）を導入。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

33/50 16/20 49/70収益性
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財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 再利用 3

営業利益成長率 10 社会貢献 5

ROE(自己資本利益率) 5 環境 5

売上高営業利益率 5 食品ロス 1

安定性 自己資本比率 5

5269　日本コンクリート工業 企業理念＆キャッチコピー

(東証１部)　【ガラス・土石】 コンクリートを通して、安心・安全で豊かな社会づくりに貢献する。

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

あらゆるニーズに応える製品・施工を提供。

日本で培った技術力を海外にも展開。

２０４８年（創業１００周年）までにネットCO2排出量ゼロに。

（CO2固定化商品開発・投入）

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

35/50 14/20 49/70収益性

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 再利用 4

営業利益成長率 7 社会貢献 5

ROE(自己資本利益率) 7 環境 5

売上高営業利益率 10 食品ロス 2

安定性 自己資本比率 1

9432　NTT 企業理念＆キャッチコピー

(東証１部)　【情報・通信業】
研究開発やICT基盤・人材などの資源や能力をフル活用。

デジタルトランスフォーメーションとCSR推進により社会的な課題を解決。

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

５Gサービスの展開。

新ビジネスモデルのB２B2Xモデルを推進。

光技術を導入することで新たな世界を実現する（IOWN構想）。

国内・グローバル事業の強化。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

32/50 16/20 48/70収益性

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 5 再利用 2

営業利益成長率 10 社会貢献 5

ROE(自己資本利益率) 7 環境 3

売上高営業利益率 7 食品ロス 3

安定性 自己資本比率 5

2802　味の素 企業理念＆キャッチコピー

(東証１部)　【食料品】
圧倒的な生産性、技術力、業務品質により、価値提供を実現し、

個人・組織が成長し続ける魅力あふれる食品生産会社を目指す。

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

お客様を起点と考え、諦めずに本質を追求して、ものづくりを行う。 アミノ酸の働きで世界の健康寿命を延ばす（２０３０年～）。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

34/50 13/20 47/70収益性
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財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 再利用 3

営業利益成長率 10 社会貢献 5

ROE(自己資本利益率) 3 環境 5

売上高営業利益率 5 食品ロス 1

安定性 自己資本比率 5

4558　中京医薬品 企業理念＆キャッチコピー

(JQ)　【医薬品】
健康作づくり、幸福づくり、人づくり

“　CHUKYO　SPIRIT　”

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

SDGｓへの取り組み（持続可能な未来や地域・国際社会への貢献活動）

健康経営の取り組み（運動・食生活・睡眠・禁煙）

競合他社との差別を図る商品とサービスの開発とOEMの製造強化。

電力媒介や通販の推進。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

33/50 14/20 47/70収益性

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 再利用 4

営業利益成長率 7 社会貢献 3

ROE(自己資本利益率) 7 環境 5

売上高営業利益率 3 食品ロス 1

安定性 自己資本比率 7

7456　松田産業 企業理念＆キャッチコピー

(東証１部)　【卸売業】 限りある地球資源を有効活用し、業を通して社会に貢献する。

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

高純度の貴金属を高回収率で生み出すリサイクルシステム。

世界で認められたMATSUDＡブランドの貴金属。

安全・安心な食材をグローバルに調達・提供する。

自動車・化学・海外市場の拡大（貴金属関連）

顧客ニーズに応じた商品ラインナップ拡充（食品関連）

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

34/50 13/20 47/70収益性
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【３－３】 投資運用結果（終値ベース） 

 

 
   高評価金額：5,041,753 円（2021 年 12 月２日） 

    低評価金額：4,594,488 円（2021 年 11 月 4 日） 

評価額：   4,594,488 円（2021 年 11 月 4 日） 

 

 

 

 

 

私たちの投資ファンド「再利用の常識化」は、SDGs(持続可能な開発目標)に着目した。なかでも、

「12.つくる責任 つかう責任」で、貴重な資源を大切に使う・食品ロスの削減などの環境や社会に貢献する

取り組みを行うことや、製品を作る側だけでなく、使う側の立場に注目して、力を入れている企業を集めた。 

ピックアップした企業は、機械・鉄鋼などの工業から食料・医薬品など、幅広い分野を含め、様々な取り組

みを行っている企業を取り上げた。全体的に見ると、東証１部にあたっている企業が多く、成長率・収益率

ともに高く安定している。具体的に見ると、近い年数で温室効果ガスの排出量をゼロに目指す企業や、栄

養成分で世界の健康寿命を延ばす企業などがある。このように将来性がある事業や、人々の健康や暮らし

を良好にすることに取り組んでいる企業が多い。 

地球温暖化や食品ロスが深刻化している中、それらの問題は将来にも更なる悪影響を及ぼすため、さら

に技術力を上げる必要がある。地球・社会問題において、幅広い分野でかつ、環境にも人々にもやさしい

将来的な戦略を持ち、貢献できる企業に、投資支援していく必要があるのではないか。 

 

４．投資家へのアピール 
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私たちは、日経ストックリーグに初めて参加した。大学の講義で SDGs について学ぶ機会が増え、持続

可能な社会にしようという前向きな取り組みを世界が一丸となって行っていることを学んだ。そのこともあり、

実際に日経ストックリーグに取り組んでみると収益性、成長性、安定性や経営理念などから企業を分析し、

証券市場の大切さを改めて実感した。日本企業のホームページを調べたことで、普段よく耳にする企業も

SDGs に対する取り組みを積極的に行っていることが分かった。また、株を購入する際には価格変動をよく

見て、慎重に投資する難しさを学んだ。今回の日経ストックリーグへの参加を通して、経営ビジョンや企業分

析など、普段の学校生活では体験できない貴重な経験をし、知識の幅を広げることができた。この経験をこ

れからの学生生活だけでなく、社会に出てからも生かしていきたいと思う。 
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５．日経 STOCK リーグを通して学んだこと 

６．参考文献 


