
上場投資先企業の株式保有状況 2023年5月8日

投資先名 市 場 証 券 コ ー ド 投資育成

幼児活動研究会㈱ スタンダード 2152 東京社

ウェルネット㈱ プライム、札証 2428 東京社

アルフレッサ　ホールディングス㈱ プライム 2784 東京社

一正蒲鉾㈱ プライム 2904 東京社

㈱ジンズホールディングス プライム 3046 東京社

コスモ・バイオ㈱ スタンダード 3386 東京社

サンコーテクノ㈱ スタンダード 3435 東京社

清鋼材㈱ ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ 3448 東京社

㈱テクノフレックス スタンダード 3449 東京社

㈱システム情報 プライム 3677 東京社

ウルトラファブリックス・ホールディングス㈱ スタンダード 4235 東京社

㈱ドリームインキュベータ  プライム 4310 東京社

アトミクス㈱ スタンダード 4625 東京社

㈱キタック  スタンダード 4707 東京社

綜研化学㈱ スタンダード 4972 東京社

㈱働楽ホールディングス ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ 5573 東京社

㈱アサカ理研  スタンダード 5724 東京社

エムケー精工㈱ スタンダード 5906 東京社

㈱ＬＩＸＩＬ  プライム、プレミア（名証） 5938 東京社

㈱オーネックス  スタンダード 5987 東京社

㈱パイオラックス  プライム 5988 東京社

㈱エコム メイン（名証） 6225 東京社

オイレス工業㈱ プライム 6282 東京社

㈱竹内製作所  プライム 6432 東京社

㈱放電精密加工研究所  スタンダード 6469 東京社

㈱ミマキエンジニアリング  プライム 6638 東京社

㈱エヌエフホールディングス スタンダード 6864 東京社

千代田インテグレ㈱ スタンダード 6915 東京社

日本プラスト㈱ スタンダード 7291 東京社

㈱村上開明堂  スタンダード 7292 東京社

テイ・エス　テック㈱ プライム 7313 東京社

東北化学薬品㈱ スタンダード 7446 東京社

杉田エース㈱ スタンダード 7635 東京社

㈱ヤシマキザイ スタンダード 7677 東京社

ジーエルサイエンス㈱ スタンダード 7705 東京社

助川電気工業㈱ スタンダード 7711 東京社

岡本硝子㈱ スタンダード 7746 東京社
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㈱ジャパン・ティッシュエンジニアリング  グロース 7774 東京社

㈱スノーピーク プライム 7816 東京社

㈱タカラトミー  プライム 7867 東京社

ＫＩＭＯＴＯ（㈱きもと） スタンダード 7908 東京社

㈱キングジム  プライム 7962 東京社

タカセ㈱ スタンダード 9087 東京社

環境のミカタ㈱ ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ 9224 東京社

リリカラ㈱ スタンダード 9827 東京社

㈱ひかりホールディングス ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ 1445 名古屋社

㈱セリア スタンダード 2782 名古屋社

ケイティケイ㈱ スタンダード、メイン（名証） 3035 名古屋社

ミタチ産業㈱ スタンダード、プレミア（名証） 3321 名古屋社

㈱Ｊ－ＭＡＸ スタンダード、メイン（名証） 3422 名古屋社

㈱三ツ知 スタンダード、メイン（名証） 3439 名古屋社

ワシントンホテル㈱ スタンダード、メイン（名証） 4691 名古屋社

シンポ㈱ スタンダード 5903 名古屋社

㈱共和工業所 スタンダード 5971 名古屋社

ＫｅｅＰｅｒ技研㈱ プライム、プレミア（名証） 6036 名古屋社

高松機械工業㈱ スタンダード 6155 名古屋社

澁谷工業㈱ プライム、プレミア（名証） 6340 名古屋社

㈱ミダックホールディングス プライム、プレミア（名証） 6564 名古屋社

㈱シキノハイテック スタンダード 6614 名古屋社

㈱ステムセル研究所 グロース 7096 名古屋社

レシップホールディングス㈱ プライム、プレミア（名証） 7213 名古屋社

田中精密工業㈱ スタンダード 7218 名古屋社

㈱安永 プライム 7271 名古屋社

初穂商事㈱ スタンダード 7425 名古屋社

萩原電気ホールディングス㈱ プライム、プレミア（名証） 7467 名古屋社

㈱ヤガミ メイン（名証） 7488 名古屋社

朝日インテック㈱ プライム、プレミア（名証） 7747 名古屋社

㈱クレステック スタンダード 7812 名古屋社

福島印刷㈱ メイン（名証） 7870 名古屋社

ＭＩＣＳ化学㈱ スタンダード 7899 名古屋社

ムトー精工㈱ スタンダード 7927 名古屋社

未来工業㈱ プライム、プレミア（名証） 7931 名古屋社

小松ウオール工業㈱ プライム 7949 名古屋社

日本乾溜工業㈱ 福証 1771 大阪社
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日本基礎技術㈱ スタンダード 1914 大阪社

㈱アルトナー プライム 2163 大阪社

エレマテック㈱ プライム 2715 大阪社

㈱ワッツ プライム 2735 大阪社

㈱マルタイ 福証 2919 大阪社

㈱ファーマフーズ プライム 2929 大阪社

㈱東武住販 スタンダード 3297 大阪社

㈱あさひ プライム 3333 大阪社

昭栄薬品㈱ スタンダード 3537 大阪社

クラスターテクノロジー㈱ グロース 4240 大阪社

㈱フェイス プライム 4295 大阪社

応用技術㈱ スタンダード 4356 大阪社

扶桑化学工業㈱ プライム 4368 大阪社

石原ケミカル㈱ プライム 4462 大阪社

㈱ファルコホールディングス プライム 4671 大阪社

㈱ダイサン スタンダード 4750 大阪社

図研エルミック㈱ スタンダード 4770 大阪社

㈱ＥＭシステムズ プライム 4820 大阪社

ケミプロ化成㈱ スタンダード 4960 大阪社

㈱ＭＯＲＥＳＣＯ プライム 5018 大阪社

あさかわシステムズ㈱ ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ 5249 大阪社

アジアパイルホールディングス㈱ プライム 5288 大阪社

日本インシュレーション㈱ スタンダード 5368 大阪社

木村工機㈱ スタンダード 6231 大阪社

極東産機㈱ スタンダード 6233 大阪社

㈱カワタ スタンダード 6292 大阪社

㈱帝国電機製作所 プライム 6333 大阪社

㈱タカトリ スタンダード 6338 大阪社

㈱ニチダイ スタンダード 6467 大阪社

ダイヤモンドエレクトリックホールディングス㈱ プライム 6699 大阪社

㈱カネミツ スタンダード 7208 大阪社

コンドーテック㈱ プライム 7438 大阪社

㈱レオクラン スタンダード 7681 大阪社

ＩＭＶ㈱ スタンダード 7760 大阪社

㈱オービス スタンダード 7827 大阪社

永大化工㈱ スタンダード 7877 大阪社

和田興産㈱ スタンダード 8931 大阪社
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