
戦後の営業報告書　社名索引

会社名 会社名（よみ） 証券コード 会社コード 業種 備考

あ
曙ブレーキ工業 7238 輸送用機器
い
石井鉄工所 6362 1875 機械
井関農機 いせきのうき 6310 機械
岩崎電気 6924 電気機器
う
浦賀玉島デイゼル鉱業 6015 機械
お
大阪砂糖取引所 3693
大阪車輪製造 7239 輸送用機器
オルガノ 6368 機械
か
萱場工業 7242 2202 輸送用機器 新：カヤバ工業
カヤバ工業 7242 輸送用機器
河合楽器製作所 7952 その他製造業
く
クラウン 6766 電気機器
こ
小糸製作所 7276 2092 輸送用機器
興国鋼線索 5655 鉄工
神戸工業 6757 1906 電気機器
（財）国民経済研究会
小松製作所 6301 1929 機械
さ
佐世保重工業 7007 輸送用機器
し
自動車部品工業 7233 輸送用機器
自動車部品製造 7233 2209 輸送用機器 新：自動車部品工業
蛇の目ミシン工業 6445 1926 機械
新電元工業 6844 電気機器
そ
園池製作所 6107 2282 機械
た
第一電工 5810 非鉄金属
大同毛織 3205 繊維業
大日電線 6604 1808 非鉄金属 新：大日日本電線
大日日本電線 5804 非鉄金属
タクマ 6013 機械
田熊汽罐製造 6013 1956 機械 新：タクマ
ち
中部配電 9502 4852 電機・ガス
千代田化工建設 6366 機械
千代田光学精工 7753 2290 精密機器 新：ミノルタカメラ
つ
月島機械 6332 1965 機械
津田駒工業 6217 1966 機械
て
電業社機械製作所 6365 機械
と
東京機器工業 7232 2220 輸送用機器 新：トキコ
東京衡機製造所 7719 2296 機械
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東京螺子製作所
とうきょうねじせ
いさくじょ

5953 1718 金属製品

東洋加熱工業 6369 機械 新：トーヨーカネツ
東洋紡績 3101 849 繊維業
トキコ 7232 輸送用機器
トーヨーカネツ 6369 機械
な
中川電機 6583 電気機器 新：松下冷機
に
日米富士自転車 7304 2228 輸送用機器
日工 6306 金属製品
日本オルガノ商会 6368 機械 新：オルガノ
日本光学工業 7731 2304 精密機器
日本航空整備 輸送用機器
日本工具製作 5961 金属製品 新：日工
日本蒸溜工業 6338 機械
日本精工 6471 1997 機械
は
早川鉄工 6336 5110 機械
ひ
兵庫相互銀行 8532 銀行業
ふ
不二越 6474 機械
不二越鋼材工業 6414 2022 機械 新：不二越
富士精密工業 7209 輸送用機器 新：プリンス自動車工業
富士通ゼネラル 6755 電気機器
富士通 6702 電気機器
富士電機 6504 電気機器
富士電機製造 6504 2137 電気機器 新：富士電機

藤永田造船所
ふじながたぞうせ
んじょ

7006 2190 輸送用機器

プリンス自動車工業 7209 輸送用機器
ほ
本田技研工業 7267 輸送用機器
ま
松下冷機 6583 電気機器
み
三菱鉱業 1502 291 鉱業 新：三菱工業セメント
三菱鉱業セメント 1502 291 鉱業
ミノルタカメラ 7753 精密機器
宮田工業 7301 輸送用機器
宮田製作所 7301 2240 輸送用機器 新：宮田工業
や
八欧電機 やおうでんき 6755 電気機器 新：富士通ゼネラル
よ
横河橋梁製作所 5911 1858 金属製品
わ
ワシノ機械 6108 2059 機械
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