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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
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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     998円 

予想ＰＥＲ     －倍 

予想配当利回り  －% 

予想配当金     －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。 

 

日清製粉 

グループ本社 

（２００２） 
 

株    価   1,606円 

予想ＰＥＲ  28.1倍 

予想配当利回り 2.2% 

予想配当金    35円 

  ◇日本国内生産の約 4割を提供す

る小麦粉の製造・販売を主な事業

とし、加工食品、中食・惣菜等の

事業を加えた食のインフラカンパ

ニー。最重要戦略のひとつに海外

事業の拡大・発展があり、北米・

東南アジア・オセアニア地域で事

業を展開し、拡大を続けている。 

 

ハウス食品 

グループ本社 

（２８１０） 
 

株    価   3,305円 

予想ＰＥＲ  34.7倍 

予想配当利回り 1.4% 

予想配当金   46円 

  ◇カレー・レトルトカレー用ルウ

の大手メーカーで、主力商品の

「バーモントカレー」は国内シェ

ア 3割。強みはカレーという食文

化の創造を通じて培った「研究開

発力」「マーケティング」「品質

保証力」を掛け合わせることで磨

いてきた「ブランド力」である。 

 

アマダ 

（６１１３） 
 

株    価     759円 

予想ＰＥＲ  87.9倍 

予想配当利回り 4.0% 

予想配当金    30円 

  ◇世界でも数少ない金属加工機械

の総合メーカーで、板金において

は国内売上シェア 1位、世界でも

トップクラスを誇る。金属加工機

械事業と金属工作機械事業の 2事

業を展開。高い技術力やグローバ

ルネットワークなどを強みとし

て、確かな成長を実現している。 

ナブテスコ 

（６２６８） 
 

株    価   3,375円 

予想ＰＥＲ  18.1倍 

予想配当利回り 2.4% 

予想配当金    82円 

  

 

◇制御機器メーカーで、強みであ

るモーションコントロール技術を

中核に、広範な領域で事業を展開

しており、ニッチな領域で高シェ

アの製品を数多く持つ。精密減速

機は、高い競争力を誇り、世界シ

ェア約 60％（中大型産業用ロボ

ット関節用）を占める。 

※株価、予想ＰＥＲ、予想配当利回りは令和２年７月２９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 

(千株) 

株価（円） 2002 日清製粉グループ本社 
 

出来高 
(千株) 

株価（円） 2810 ハウス食品グループ本社 

出来高 
(千株) 

出来高 

(千株) 

株価（円） 6113 アマダ 

出来高 
(千株) 

株価（円） 6268 ナブテスコ 
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あんどうウォッチ１０ 
 

銘柄 チャート ポイント 

 

日本電産 

（６５９４） 
 

株   価    8,170円 

予想ＰＥＲ  47.9倍 

予想配当利回り 0.7% 

予想配当金    60円 

  ◇世界Ｎｏ.１の総合モーターメ

ーカーで、精密小型のスマートフ

ォン向けバイブレーション用モー

タから超大型の産業システム向け

のモータまで、幅広いモータライ

ンナップを揃える。ＨＤＤ用スピ

ンドルモータなど、数多くの世界

シェアＮｏ.１製品を持つ。 

デンソー 

（６９０２） 
 

株   価    4,053円 

予想ＰＥＲ     －倍 

予想配当利回り  －%

予想配当金     －円 

  ◇先進的な自動車技術やシステ

ム・製品を提供する、売上規模世

界Ｎｏ．2 の自動車部品メーカー

である。世界 30 ヶ国以上に事業

展開するグローバル企業で、環境

や安心・安全分野で世界初の技術

や製品を数多く生み出してきたイ

ノベーターでもある。 

カシオ計算機 

（６９５２） 
 

株   価    1,746円 

予想ＰＥＲ     －倍 

予想配当利回り  －%

予想配当金     －円 

  ◇精密機器メーカーで、主にコン

シューマとシステムの 2 事業を展

開し、海外売上高比率は約 7 割に

達する。全売上高の 9 割弱を占め

るコンシューマの主要製品はウォ

ッチ、クロック、電子楽器等で、

時計事業の今期の商品戦略として

はＧ－ＳＨＯＣＫを中心に強化。 

島津製作所 

（７７０１） 
 

株   価    2,787円 

予想ＰＥＲ  51.3倍 

予想配当利回り 0.9% 

予想配当金    26円 

  
◇分析・計測機器の大手メーカー

で、医用機器、産業機器、航空機

器等の事業を展開。幅広い製品を

手掛け、多品種少量生産が特徴

で、全有機体炭素計や液体クロマ

トグラフ、一般撮影装置、Ｘ線テ

レビ装置、光学表示装置等、国内

シェア 1位を誇る製品が多数。 

ユニ・チャーム 

（８１１３） 

 

株     価  4,673円 

予想ＰＥＲ  44.3倍 

予想配当利回り 0.7% 

予想配当金    32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２年７月２９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） 7701 島津製作所 

株価（円）8113 ユニ・チャーム 

 

出来高 
（千株） 

株価（円） 6902 デンソー 

株価（円） 6952 カシオ計算機 

出来高 
（千株） 

出来高 
（百万株） 

 

株価（円） 6594 日本電産 

出来高 
（百万株） 
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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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