
※今後の上場廃止等により銘柄数が変動する可能性がございます。 

【新経連指数について】 

新経連指数（Japan New Economy Index）とは、新経連が独自に開発した以下のメソドロジーをもとに作成

する、新しい株価指数です。 

名称 新経連株価指数（Japan New Economy Index） 

構成銘柄数 150社（2023年 2月 13日現在）  

対象銘柄 毎年 8月 1日時点で、以下の 1および 2のいずれにも該当する全ての銘柄を構成銘柄

として採用。 

１．一般社団法人 新経済連盟に加盟する一般会員であること。 

２．東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場に上場する銘

柄であること。 

銘柄の定期見直し 毎年 8 月 1 日を基準日として、上記要件を満たす銘柄を確定。9 月第三金曜日（祝日

の場合は前営業日）取引終了後に銘柄入替えを実施し、翌営業日から計算式に反映。 

算出方法 浮動株調整時価総額加重平均型（3％キャップ付き） 

ウェイト調整 

（指数リバランス） 

ウェイトを調整する指数リバランスを四半期に一度実施（3月、6月、9月、12月）。 

リバランス月の第二金曜日の前営業日の終値に基づき、各銘柄につき 3％の組入れ上

限（キャップ）を計算し、第三金曜日の取引終了後に実施。翌営業日から計算式に反

映。 

算出開始日 2019年 6月 5日（水） 

新経連のウェブサイトにて、毎営業日の終値をもとに翌朝更新 

起算日 2012年 6月 1日（終値） 

基準値 1,000ポイント 

算出委託先 STOXXリミテッド社（ドイツ取引所グループ） 

 

1. 新経連指数について 

新経連指数 構成銘柄一覧は、《別紙 1》をご覧ください。 

2023年度定期銘柄入替後の銘柄一覧（予定）は《別紙 2》をご覧ください。 

新経連指数のチャートは、《別紙 3》をご覧ください。 

 

 

2. 新経連指数の利用について 

新経連指数の取得や利用に関するお問合せ先 

 

新経連事務局 

index@jane.or.jp 

 

 

 

 

 

新経連は、新経連指数に連動する金融商品を推奨、発行、宣伝または推進するものではありません。新経連指数の構

成銘柄またはそのデータ等における誤り、遺漏もしくは中断等に関して、いかなる責任を負うものではありません。 

 

 



 

≪別紙 1≫ 新経連指数 構成銘柄一覧（2023年 2月 13日現在） 

 

構成銘柄数：150銘柄 （注）銘柄数は、加盟企業の上場廃止等に伴い、今後変動する可能性があります。 

 

 

  

コード 市場区分 コード 市場区分

1431 株式会社Lib Work グロース 4398 株式会社ブロードバンドセキュリティ スタンダード

1444 株式会社ニッソウ グロース 4423 アルテリア・ネットワークス株式会社 プライム

1719 株式会社安藤・間 プライム 4429 リックソフト株式会社 グロース

1720 東急建設株式会社 プライム 4435 株式会社カオナビ グロース

2120 株式会社LIFULL プライム 4436 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド グロース

2122 株式会社インタースペース スタンダード 4439 株式会社東名 プライム

2371 株式会社カカクコム プライム 4476 AI CROSS株式会社 グロース

2389 株式会社デジタルホールディングス プライム 4477 BASE株式会社 グロース

2411 ゲンダイエージェンシー株式会社 スタンダード 4478 フリー株式会社 グロース

2412 株式会社ベネフィット・ワン プライム 4482 株式会社ウィルズ グロース

2440 株式会社ぐるなび プライム 4494 バリオセキュア株式会社 スタンダード

2454 株式会社オールアバウト スタンダード 4574 大幸薬品株式会社 プライム

2461 株式会社ファンコミュニケーションズ プライム 4597 ソレイジア・ファーマ株式会社 グロース

2462 ライク株式会社 プライム 4666 パーク２４株式会社 プライム

2471 株式会社エスプール プライム 4674 株式会社クレスコ プライム

2488 JTP株式会社 スタンダード 4704 トレンドマイクロ株式会社 プライム

2593 株式会社伊藤園 プライム 4716 日本オラクル株式会社 スタンダード

3071 株式会社ストリーム スタンダード 4745 株式会社東京個別指導学院 プライム

3182 オイシックス・ラ・大地株式会社 プライム 4751 株式会社サイバーエージェント プライム

3186 株式会社ネクステージ プライム 4755 楽天グループ株式会社 プライム

3187 株式会社サンワカンパニー グロース 4767 株式会社テー・オー・ダブリュー プライム

3192 株式会社白鳩 スタンダード 4771 株式会社エフアンドエム スタンダード

3195 株式会社ジェネレーションパス グロース 4883 株式会社モダリス グロース

3289 東急不動産ホールディングス株式会社 プライム 4921 株式会社ファンケル プライム

3328 BEENOS株式会社 プライム 4928 株式会社ノエビアホールディングス プライム

3475 株式会社グッドコムアセット プライム 4933 株式会社I-ne グロース

3486 株式会社グローバル・リンク・マネジメント プライム 4974 タカラバイオ株式会社 プライム

3489 株式会社フェイスネットワーク プライム 5019 出光興産株式会社 プライム

3556 リネットジャパングループ株式会社 グロース 5071 株式会社ヴィス スタンダード

3608 株式会社ＴＳＩホールディングス プライム 6027 弁護士ドットコム株式会社 グロース

3632 グリー株式会社 プライム 6045 株式会社レントラックス グロース

3634 株式会社ソケッツ スタンダード 6047 株式会社Gunosy プライム

3645 株式会社メディカルネット グロース 6050 イー･ガーディアン株式会社 プライム

3656 ＫＬａｂ株式会社 プライム 6058  株式会社ベクトル プライム

3680 株式会社ホットリンク グロース 6088 株式会社シグマクシス プライム

3688 株式会社CARTA HOLDINGS プライム 6176 株式会社ブランジスタ グロース

3690 株式会社イルグルム グロース 6178 日本郵政株式会社 プライム

3762 テクマトリックス株式会社 プライム 6181 タメニー株式会社 グロース

3793 株式会社ドリコム グロース 6238 フリュー株式会社 プライム

3800 株式会社ユニリタ スタンダード 6366 千代田化工建設株式会社 スタンダード

3843 フリービット株式会社 プライム 6460 セガサミーホールディングス株式会社 プライム

3844 コムチュア株式会社 プライム 6552 株式会社GameWith スタンダード

3854 株式会社アイル プライム 6562 株式会社ジーニー グロース

3900 株式会社クラウドワークス グロース 6563 株式会社みらいワークス グロース

3912 株式会社モバイルファクトリー プライム 6703 沖電気工業株式会社 プライム

3932 株式会社アカツキ プライム 6862 ミナトホールディングス株式会社 スタンダード

3935 株式会社エディア グロース 7030 株式会社スプリックス プライム

3966 株式会社ユーザベース グロース 7034 株式会社プロレド・パートナーズ プライム

3994 株式会社マネーフォワード プライム 7049 株式会社識学 グロース

4015 アララ株式会社 グロース 7050 株式会社フロンティアインターナショナル グロース

4069 株式会社BlueMeme グロース 7062 株式会社フレアス グロース

4071 株式会社プラスアルファ・コンサルティング グロース 7063 株式会社Birdman グロース

4165 株式会社プレイド グロース 7067 ブランディングテクノロジー株式会社 グロース

4169 ENECHANGE株式会社 グロース 7069 株式会社サイバー・バズ グロース

4176  株式会社ココナラ グロース 7082 株式会社ジモティー グロース

4177  株式会社i-plug グロース 7089 フォースタートアップス株式会社 グロース

4193 株式会社ファブリカコミュニケーションズ スタンダード 7096 株式会社ステムセル研究所 グロース

4293 株式会社セプテーニ・ホールディングス スタンダード 7199 プレミアグループ株式会社 プライム

4331 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ プライム 7351 株式会社グッドパッチ グロース

4344 ソースネクスト株式会社 プライム 7352 株式会社Branding Engineer グロース

4346 株式会社ネクシィーズグループ プライム 7354 株式会社ダイレクトマーケティングミックス プライム

4372 ユミルリンク株式会社 グロース 7357  株式会社ジオコード スタンダード

4380 株式会社Ｍマート グロース 7359 株式会社東京通信 グロース

4384 ラクスル株式会社 プライム 7373 株式会社アイドマ・ホールディングス グロース

4385 株式会社メルカリ プライム 7640 株式会社トップカルチャー スタンダード

4389 プロパティデータバンク株式会社 グロース 7831 株式会社ウイルコホールディングス スタンダード

銘　柄　名 銘　柄　名



 

 

 

【新規組入銘柄】 次頁≪別紙 2≫表中に＊マークあり 

2023年 2月 13日付入会 

 

 

2023年 1月 1日付入会 

 

 

2022年 12月 19日付入会、新規上場 

 

 

2022年 10月 5日付入会  

 

 

 

【除外銘柄】 次頁≪別紙 2≫表中に▼マークあり 

上場廃止 

 

 

【除外予定銘柄】 次頁≪別紙 2≫表中に▼マークあり 

退会 

 

 

※上記新規組入銘柄、除外予定銘柄については、2023年度定期銘柄入替の基準日（2023年 8月 1日）におい

て、メソドロジーの要件を満たした場合に 2023年 9月から新経連指数の計算式に反映予定《別紙 2》参照。 

 

 

 

コード 市場区分 コード 市場区分

7893 株式会社プロネクサス プライム 9327 株式会社イー・ロジット スタンダード

8050 セイコーホールディングス株式会社 プライム 9416 株式会社ビジョン プライム

8173 上新電機株式会社 プライム 9557 株式会社エアークローゼット グロース

8174 日本瓦斯株式会社 プライム 9605 東映株式会社 プライム

8462 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 スタンダード 9696 株式会社ウィザス スタンダード

8628 松井証券株式会社 プライム 9715 トランス・コスモス株式会社 プライム

9005 東急株式会社 プライム 9749 富士ソフト株式会社 プライム

9076 セイノーホールディングス株式会社 プライム 9757 株式会社船井総研ホールディングス プライム

9246 株式会社プロジェクトカンパニー グロース 9843 株式会社ニトリホールディングス プライム

銘　柄　名 銘　柄　名

4412 株式会社サイエンスアーツ グロース

8929 株式会社青山財産ネットワークス スタンダード

9219 株式会社ギックス グロース

9553 株式会社マイクロアド グロース

9558 ジャパニアス株式会社 グロース

9560 株式会社プログリット グロース

4020 ビートレンド株式会社 グロース

7043 アルー株式会社 グロース

9227 マイクロ波化学株式会社 グロース

9338 株式会社INFORICH グロース 12/20新規上場

9341 株式会社GENOVA グロース 12/23新規上場

6522 株式会社アスタリスク グロース

7868 株式会社広済堂ホールディングス プライム

3966 株式会社ユーザベース グロース

2763 株式会社エフティグループ スタンダード

4476 AI CROSS株式会社 グロース

3192 株式会社白鳩 スタンダード

4384 ラクスル株式会社 プライム

6181 タメニー株式会社 グロース

8173 上新電機株式会社 プライム

8462 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 スタンダード



 

≪別紙 2≫ 2023年度定期銘柄入替後の銘柄一覧（予定） 

 

 

 

 

コード 市場区分 コード 市場区分

1431 株式会社Lib Work グロース 4385 株式会社メルカリ プライム

1444 株式会社ニッソウ グロース 4389 プロパティデータバンク株式会社 グロース

1719 株式会社安藤・間 プライム 4398 株式会社ブロードバンドセキュリティ スタンダード

1720 東急建設株式会社 プライム 4412 株式会社サイエンスアーツ ＊ グロース

2120 株式会社LIFULL プライム 4423 アルテリア・ネットワークス株式会社 プライム

2122 株式会社インタースペース スタンダード 4429 リックソフト株式会社 グロース

2371 株式会社カカクコム プライム 4435 株式会社カオナビ グロース

2389 株式会社デジタルホールディングス プライム 4436 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド グロース

2411 ゲンダイエージェンシー株式会社 スタンダード 4439 株式会社東名 プライム

2412 株式会社ベネフィット・ワン プライム 4476 AI CROSS株式会社 ▼ グロース

2440 株式会社ぐるなび プライム 4477 BASE株式会社 グロース

2454 株式会社オールアバウト スタンダード 4478 フリー株式会社 グロース

2461 株式会社ファンコミュニケーションズ プライム 4482 株式会社ウィルズ グロース

2462 ライク株式会社 プライム 4494 バリオセキュア株式会社 スタンダード

2471 株式会社エスプール プライム 4574 大幸薬品株式会社 プライム

2488 JTP株式会社 スタンダード 4597 ソレイジア・ファーマ株式会社 グロース

2593 株式会社伊藤園 プライム 4666 パーク２４株式会社 プライム

2763 株式会社エフティグループ ▼ スタンダード 4674 株式会社クレスコ プライム

3071 株式会社ストリーム スタンダード 4704 トレンドマイクロ株式会社 プライム

3182 オイシックス・ラ・大地株式会社 プライム 4716 日本オラクル株式会社 スタンダード

3186 株式会社ネクステージ プライム 4745 株式会社東京個別指導学院 プライム

3187 株式会社サンワカンパニー グロース 4751 株式会社サイバーエージェント プライム

3192 株式会社白鳩 ▼ スタンダード 4755 楽天グループ株式会社 プライム

3195 株式会社ジェネレーションパス グロース 4767 株式会社テー・オー・ダブリュー プライム

3289 東急不動産ホールディングス株式会社 プライム 4771 株式会社エフアンドエム スタンダード

3328 BEENOS株式会社 プライム 4883 株式会社モダリス グロース

3475 株式会社グッドコムアセット プライム 4921 株式会社ファンケル プライム

3486 株式会社グローバル・リンク・マネジメント プライム 4928 株式会社ノエビアホールディングス プライム

3489 株式会社フェイスネットワーク プライム 4933 株式会社I-ne グロース

3556 リネットジャパングループ株式会社 グロース 4974 タカラバイオ株式会社 プライム

3608 株式会社ＴＳＩホールディングス プライム 5019 出光興産株式会社 プライム

3632 グリー株式会社 プライム 5071 株式会社ヴィス スタンダード

3634 株式会社ソケッツ スタンダード 6027 弁護士ドットコム株式会社 グロース

3645 株式会社メディカルネット グロース 6045 株式会社レントラックス グロース

3656 ＫＬａｂ株式会社 プライム 6047 株式会社Gunosy プライム

3680 株式会社ホットリンク グロース 6050 イー･ガーディアン株式会社 プライム

3688 株式会社CARTA HOLDINGS プライム 6058  株式会社ベクトル プライム

3690 株式会社イルグルム グロース 6088 株式会社シグマクシス プライム

3762 テクマトリックス株式会社 プライム 6176 株式会社ブランジスタ グロース

3793 株式会社ドリコム グロース 6178 日本郵政株式会社 プライム

3800 株式会社ユニリタ スタンダード 6181 タメニー株式会社 ▼ グロース

3843 フリービット株式会社 プライム 6238 フリュー株式会社 プライム

3844 コムチュア株式会社 プライム 6366 千代田化工建設株式会社 スタンダード

3854 株式会社アイル プライム 6460 セガサミーホールディングス株式会社 プライム

3900 株式会社クラウドワークス グロース 6522 株式会社アスタリスク ＊ グロース

3912 株式会社モバイルファクトリー プライム 6552 株式会社GameWith スタンダード

3932 株式会社アカツキ プライム 6562 株式会社ジーニー グロース

3935 株式会社エディア グロース 6563 株式会社みらいワークス グロース

3966 株式会社ユーザベース ▼ グロース 6703 沖電気工業株式会社 プライム

3994 株式会社マネーフォワード プライム 6862 ミナトホールディングス株式会社 スタンダード

4015 アララ株式会社 グロース 7030 株式会社スプリックス プライム

4020 ビートレンド株式会社 ＊ グロース 7034 株式会社プロレド・パートナーズ プライム

4069 株式会社BlueMeme グロース 7043 アルー株式会社 ＊ グロース

4071 株式会社プラスアルファ・コンサルティング グロース 7049 株式会社識学 グロース

4165 株式会社プレイド グロース 7050 株式会社フロンティアインターナショナル グロース

4169 ENECHANGE株式会社 グロース 7062 株式会社フレアス グロース

4176  株式会社ココナラ グロース 7063 株式会社Birdman グロース

4177  株式会社i-plug グロース 7067 ブランディングテクノロジー株式会社 グロース

4193 株式会社ファブリカコミュニケーションズ スタンダード 7069 株式会社サイバー・バズ グロース

4293 株式会社セプテーニ・ホールディングス スタンダード 7082 株式会社ジモティー グロース

4331 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ プライム 7089 フォースタートアップス株式会社 グロース

4344 ソースネクスト株式会社 プライム 7096 株式会社ステムセル研究所 グロース

4346 株式会社ネクシィーズグループ プライム 7199 プレミアグループ株式会社 プライム

4372 ユミルリンク株式会社 グロース 7351 株式会社グッドパッチ グロース

4380 株式会社Ｍマート グロース 7352 株式会社Branding Engineer グロース

4384 ラクスル株式会社 ▼ プライム 7354 株式会社ダイレクトマーケティングミックス プライム

銘　柄　名 銘　柄　名



 

 

 

 

 

 

 

≪別紙 3≫ 新経連指数チャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7357  株式会社ジオコード スタンダード 9227 マイクロ波化学株式会社 ＊ グロース

7359 株式会社東京通信 グロース 9246 株式会社プロジェクトカンパニー グロース

7373 株式会社アイドマ・ホールディングス グロース 9327 株式会社イー・ロジット スタンダード

7640 株式会社トップカルチャー スタンダード 9338 株式会社INFORICH ＊ グロース

7831 株式会社ウイルコホールディングス スタンダード 9341 株式会社GENOVA ＊ グロース

7868 株式会社広済堂ホールディングス ＊ プライム 9416 株式会社ビジョン プライム

7893 株式会社プロネクサス プライム 9553 株式会社マイクロアド ＊ グロース

8050 セイコーホールディングス株式会社 プライム 9557 株式会社エアークローゼット グロース

8173 上新電機株式会社 ▼ プライム 9558 ジャパニアス株式会社 ＊ グロース

8174 日本瓦斯株式会社 プライム 9560 株式会社プログリット ＊ グロース

8462 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 ▼ スタンダード 9605 東映株式会社 プライム

8628 松井証券株式会社 プライム 9696 株式会社ウィザス スタンダード

8929 株式会社青山財産ネットワークス ＊ スタンダード 9715 トランス・コスモス株式会社 プライム

9005 東急株式会社 プライム 9749 富士ソフト株式会社 プライム

9076 セイノーホールディングス株式会社 プライム 9757 株式会社船井総研ホールディングス プライム

9219 株式会社ギックス ＊ グロース 9843 株式会社ニトリホールディングス プライム

 

【本件に関するメディアからのお問い合わせ先】 

新経済連盟 広報担当 

    TEL： 050-5835-0770 E-mail： press@jane.or.jp 
 

【新経連指数の取得や利用に関するお問合せ先】 

新経済連盟事務局 

TEL： 050-5835-0770 index@jane.or.jp 
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