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本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を唯一の目的としたもので、銘柄の選定、投資判断の最終決定は、お客様御自身の判

断でなさるようにお願いいたします。本資料は、信頼出来ると考えられる情報に基づいて作成されていますが、安藤証券は、その

正確性及び完全性に関して責任を負うものではありません。記載された意見や予測等は作成時点のものであり、今後、予告なく変

更される事が有ります。事前の了承なく複製または転送等行わないようお願いします。 

あんどうウォッチ１０ 
 

銘柄 チャート ポイント 

 

大林組 

（１８０２） 
 

株    価  1,231円 

予想ＰＥＲ   8.0倍 

予想配当利回り 2.6% 

予想配当金   32円 

 ◇ゼネコン大手で規模拡大を収益

改善の源泉とし、営業利益水準は

トップクラスに位置する。新領域

事業では、再生可能エネルギー

（自然エネルギー発電）、ＰＰＰ

（アライアンス等）、農業（人工

光型植物工場事業等）などを推進

し、収益基盤の多様化を図る。 

 

大和ハウス工業 

（１９２５） 
 

株    価   3,373円 

予想ＰＥＲ   8.9倍 

予想配当利回り 3.4% 

予想配当金   115円 

  ◇総合住宅メーカー大手。グルー

プ売上高で住宅・建設業界第 1位

を誇り、住宅、マンション、集合

住宅、流通店舗、建築など 7分野

で事業展開。強みは企画・設計・

施工から管理・運営・出口戦略ま

での事業サイクルの全てをグルー

プ内で収益化している点である。 

 

明治 

ホールディングス 

（２２６９） 
 

株    価   7,490円 

予想ＰＥＲ  16.1倍 

予想配当利回り 1.9% 

予想配当金   140円 

 ◇食品大手で「株式会社 明治」

と医薬品事業を行う「Ｍｅｉｊｉ 

Ｓｅｉｋａファルマ株式会社」、

「ＫＭバイオロジクス株式会社」

の 3社を傘下に持つ。強みを持つ

乳製品・菓子・栄養食品・医療用

医薬品・農業等のカテゴリーでト

ップシェアの製品を数々抱える。 

 

日清食品 

ホールディング 

（２８９７） 
 

株    価   8,170円 

予想ＰＥＲ  32.7倍 

予想配当利回り 1.3% 

予想配当金   110円 

 ◇即席麺大手で即席麺の他、チル

ド食品、冷凍食品、シリアル・菓

子、飲料と様々なカテゴリーの製

品を扱う。技術イノベーション力

とマーケティング力を駆使し、カ

テゴリーＮｏ.1ブランドの集合

体としての「ブランディングコー

ポレーション」の実現を目指す。 

 

野村総合研究所 

（４３０７） 
 

株    価   2,410円 

予想ＰＥＲ  23.8倍 

予想配当利回り 1.2% 

予想配当金    30円 

 ◇証券・金融や流通業向けのシス

テム開発を得意とする大手システ

ムインテグレーターで、ＩＴサー

ビスが売上全体の約 9割を占め

る。強みはコンサルティングから

システム設計、構築、運用等、ト

ータルソリューションを提供でき

る総合力があることなど。 

※株価、予想ＰＥＲ、予想配当利回りは令和元年１２月２４日時点の会社公表データ、終値を基に計算して

います。                                           １ 

株価（円） 1802 大林組 

出来高 

(百万株) 

株価（円） 1925 大和ハウス工業 

出来高 
(千株) 

出来高 
(千株) 

出来高 

(千株) 

株価（千円） 2269 明治ホールディングス 

株価（円） 2897 日清食品ホールディングス 

株価（円） 4307 野村総合研究所 

出来高 
(千株) 
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あんどうウォッチ１０ 
 

銘柄 チャート ポイント 

 

大塚 

ホールディングス 

（４５７８） 
 

株    価   4,994円 

予想ＰＥＲ  21.7倍 

予想配当利回り 2.0% 

予想配当金   100円 

 ◇国内製薬大手で医療関連事業と

ＮＣ（ニュートラシューティカル

ズ）関連事業を柱に、消費者関連

事業、その他の事業と 4 つのセグ

メントで事業展開。強みは疾病の

診断から治療に至るトータルヘル

スケアの提供、コア治療領域にお

ける長年の知見とアセットなど。 

 

ライオン 

（４９１２） 
 

株    価   2,181円 

予想ＰＥＲ  30.2倍 

予想配当利回り 1.0% 

予想配当金    21円 

 ◇ハミガキや洗剤、薬品等に至る

まで、健康やくらしに関連する製

品を手掛ける大手メーカーで、オ

ーラルケア（ハミガキ・ハブラシ

等）とファブリックケア（衣料用

洗剤、柔軟仕上剤等）に強みを持

つ。主力の一般用消費財事業と、

産業用品事業、海外事業を展開。 

 

クボタ 

（６３２６） 
 

株   価    1,744円 

予想ＰＥＲ  14.7倍 

予想配当利回り 2.1% 

予想配当金    36円 

 ◇畑作と稲作の両方を手掛ける世

界有数の農業機械メーカーで、

水・環境事業も展開しており、世

界トップクラスの水総合機械メー

カーでもある。強みとして、高い

製品競争力やソリューション力な

どがあり、グローバル企業として

着実に業績を伸ばしている。 

トヨタ自動車 

（７２０３） 
 

株     価  7,741円 

予想ＰＥＲ  10.2倍 

予想配当利回り －% 

予想配当金    －円 

 ◇世界有数の自動車メーカーで、

ＨＶやＰＨＶなど環境技術で先

行。ＡＩ技術や自動運転技術等の

普及・展開を加速。ＴＮＧＡの取

組み推進で商品開発力向上や原価

低減等が期待でき更なる成長を見

込む。2014 年、市販車として世

界初の燃料電池車｢ミライ｣発売。 

ユニ・チャーム 

（８１１３） 

 

株     価  3,716円 

予想ＰＥＲ  34.8倍 

予想配当利回り 0.8% 

予想配当金    28円 

 ◇日用品業界を代表するグローバ

ル企業。ベビーケア（国内ベビー

用紙オムツでは「ムーニー」・

「マミーポコ」の 2 ブランドを展

開）、ヘルスケア（大人用紙オム

ツ等）、ペットケア（ペット用紙

オムツ等）などの事業を展開。積

極的に海外展開を進めている。 

※株価、予想ＰＥＲ、予想配当利回りは令和元年１２月２４日時点の会社公表データ、終値を基に計算して

います。 

２ 

出来高 
（千株） 

株価（円） 7203 トヨタ自動車 

株価（円）8113 ユニ・チャーム 

 

出来高 
（百万株） 

出来高 
（百万株） 

株価（円） 6326 クボタ 

出来高 
（千株） 

株価（円） 4912 ライオン 

出来高 

（千株） 

株価（円） 4578 大塚ホールディングス 
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～株式取引のご案内～ 
■安藤証券の本支店において、株式のお取引をされる場合にお支払いただく委託手数料は以下の通りです。 

約定代金 売買委託手数料（税込） 

50万円以下の場合 約定代金の 1.216380%      

50万円超 100万円以下の場合 約定代金の 1.184370% + 159 円 

100万円超 300万円以下の場合 約定代金の 0.896280% + 3,040 円 

300万円超 500万円以下の場合 約定代金の 0.842930% + 4,640 円 

500万円超 1,000万円以下の場合 約定代金の 0.704220% + 11,576 円 

1,000万円超  3,000万円以下の場合 約定代金の 0.554840% + 26,514 円 

3,000万円超 5,000万円以下の場合 約定代金の 0.277420% + 109,740 円 

5,000万円超  1億円以下の場合 約定代金の 0.096030% + 200,435 円 

1億円超の場合 約定代金の 0.085360% + 211,105 円 

※ 上記テーブルで計算された手数料金額に拘らず､最低手数料を 2,750円(税込）とします。 

※ 円位未満の端数が生じた場合は端数部分を切捨てます。 

■ 株式取引は、株価の変動により、投資元本を割り込む事があります。また、発行者の経営・財務状況の変

化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 

 

■ 株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」をお渡しいたしますのでよ

くご確認の上、ご不明な点は当社営業員にお問い合せください。 

 

 

 

金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第 1号 

 

安藤証券株式会社  
 

加入協会／日本証券業協会 

本店／〒460-8619 愛知県名古屋市中区錦 3－23－21 
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