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さ」「情報の多さ」の 3 つの視点で設定した

社のホームページについて評価を⾏
ページにおける情報開⽰の充実度調査と、企業の情報開⽰に対する意識醸成の促進を目的とし

年度に開始して以来、今回で
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ソフトブレーンではIRサイトを株主及び投資家の皆様との重要なコミュニケーションの場
と捉え、コンテンツや機能の拡充を図ってまいりました。

サイトのリリースに加え、コーポレートガバナンス部分の拡充、外出先や移動中でもス
マートフォンやタブレット端末から⾒たい情報にすぐにアクセスできるよう
ポンシブ対応なども実施しております。
組みが評価されたものと考えております。

ソフトブレーンでは、「ソフトブレーングループは株主のものであり、社員と顧客のために
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つの視点で設定した

社のホームページについて評価を⾏
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サイトのリリースに加え、コーポレートガバナンス部分の拡充、外出先や移動中でもス
マートフォンやタブレット端末から⾒たい情報にすぐにアクセスできるよう
ポンシブ対応なども実施しております。今回
組みが評価されたものと考えております。
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全上場企業ホームページ充実度ランキング

つの視点で設定した 163 の客観的な評価項目に基づき、全上場企業
社のホームページについて評価を⾏い、その結果を発表する

ページにおける情報開⽰の充実度調査と、企業の情報開⽰に対する意識醸成の促進を目的とし
年度に開始して以来、今回で 15 回目の開催となります。
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と捉え、コンテンツや機能の拡充を図ってまいりました。

サイトのリリースに加え、コーポレートガバナンス部分の拡充、外出先や移動中でもス
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サイトが 
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本社：東京都中央区、代表取締
日興アイ・アール株式会社が選定する

」において、優良サイトに
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の客観的な評価項目に基づき、全上場企業
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ページにおける情報開⽰の充実度調査と、企業の情報開⽰に対する意識醸成の促進を目的とし

回目の開催となります。 
総合点偏差値が 60

位（昨年 1,801

社、優良サイト 193

サイトを株主及び投資家の皆様との重要なコミュニケーションの場
そうした取り組みの一環として、英

サイトのリリースに加え、コーポレートガバナンス部分の拡充、外出先や移動中でもス
マートフォンやタブレット端末から⾒たい情報にすぐにアクセスできるよう
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801 位）となりまし
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サイトを株主及び投資家の皆様との重要なコミュニケーションの場
そうした取り組みの一環として、英

サイトのリリースに加え、コーポレートガバナンス部分の拡充、外出先や移動中でもス
マートフォンやタブレット端末から⾒たい情報にすぐにアクセスできるようIRサイトのレス
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