
安藤証券株式会社 投資情報室                          令和 3年 7月 27日 

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 

 

日清製粉 

グループ本社 

（２００２） 
 

株    価   1,719円 

予想ＰＥＲ  28.2倍 

予想配当利回り 2.3% 

予想配当金   39円 

  ◇国内トップの製粉企業グループ

で、パスタやパスタソースなど多

くの食品カテゴリーでナンバーワ

ン商品を扱う。事業として、核と

なる製粉事業及び食品事業と、成

長領域である中食・惣菜事業など

を展開。1980年代から海外に進

出し、海外事業を拡大している。 

 

ヤクルト本社 

（２２６７） 
 

株    価   6,410円 

予想ＰＥＲ  25.1倍 

予想配当利回り 1.0% 

予想配当金   62円 

  ◇抗がん剤などの医薬品にも強み

を持つ乳酸菌飲料の大手。ヤクル

トブランドのグローバル化を進め

ており、海外 29の事業所を中心

に、伸びしろの大きいアジア、オ

セアニア、米州、ヨーロッパの

40の国と地域で、主として「ヤ

クルト」の製造、販売を行う。 

 

伊藤忠テクノ 

ソリューションズ 

（４７３９） 
 

株    価   3,420円 

予想ＰＥＲ  23.9倍 

予想配当利回り 2.0% 

予想配当金    70円 

  

 

◇総合ＩＴサービス企業で、コン

サルティングから設計、開発・構

築、運用・保守サポートまで、先

進のＩＴソリューションやクラウ

ドサービスを組み合わせて、顧客

の課題解決を行う。主な強みは、

ビジネスをお客様とともに創る力

やビジネスをＩＴで実現する力な

ど。 

 

住友電気工業 

（５８０２） 
 

株   価    1,569円 

予想ＰＥＲ  11.1倍 

予想配当利回り 3.2% 

予想配当金    50円 

  ◇国内電線メーカー大手で、銅電

線の製造技術をベースとした独自

技術の開発により事業の多角化を

進め、現在、自動車や情報通信、

環境エネルギーなど 5分野で事業

展開。世界トップクラスのシェア

を占める製品群を有し、世界 40

ヶ国以上でグローバルに展開。 

 

ダイキン工業 

（６３６７） 
 

株   価   22,645円 

予想ＰＥＲ  37.4倍 

予想配当利回り 0.8% 

予想配当金   180円 

  

 

◇グローバルな総合空調専業企業

で、「空調」「化学」「フィル

タ」を柱に事業展開している。

「ヒートポンプ」と「インバータ

ー」、「冷媒制御技術」という独

自に培った 3つのコア技術で、空

調市場をリード。同社製品は世界

150ヶ国以上で販売されている。 

※株価、予想ＰＥＲ、予想配当利回りは令和３年７月２６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） 2002 日清製粉グループ本社 

株価（千円） 6367 ダイキン工業 

出来高 
(千株) 

出来高 

(千株) 

株価（円） 2267 ヤクルト本社 

出来高 

(千株) 

株価（円） 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 

（４４５２） 

 

株    価   7,435円 

予想ＰＥＲ  27.8倍 

予想配当利回り 1.9% 

予想配当金   144円花王 
株価（円） 5802 住友電気工業 

出来高 
(百万株) 

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 

ソニーグループ 

（６７５８） 
 

株  価    10,975円 

予想ＰＥＲ   ―倍 

予想配当利回り ―% 

予想配当金   ―円 

  ◇テクノロジーに裏打ちされたク

リエイティブエンタテインメント

カンパニーを掲げる。個々の事業

の強化に加え、コンテンツＩＰと

ＤＴＣ（ダイレクト・トゥ・コン

シューマー）サービスでの協業

や、技術を軸とした各事業間のシ

ナジーの追求を深めている。 

ＴＤＫ 

（６７６２） 
 

株  価    13,180円 

予想ＰＥＲ  16.6倍 

予想配当利回り 1.4% 

予想配当金   190円 

  ◇磁性技術で世界をリードする総

合電子部品メーカーで、エナジー

応用製品、受動部品、磁気応用製

品、センサ応用製品という 4 事業

を展開している。素材としてのフ

ェライトから、その特性を活かし

た電子部品までトータルなものづ

くりを強みとする。 

デンソー 

（６９０２） 
 

株   価    7,330円 

予想ＰＥＲ  17.8倍 

予想配当利回り 1.9% 

予想配当金   140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。 

住友不動産 

（８８３０） 
 

株   価    3,642円 

予想ＰＥＲ  11.5倍 

予想配当利回り 1.2% 

予想配当金    45円 

  ◇1949 年創業の不動産大手。保

有棟数、保有面積ともに東京Ｎ

ｏ.１のスケールを誇るオフィス

ビル事業においては、東京都心を

中心に 200 棟を超えるオフィスビ

ルを展開。分譲マンション事業

は、利益率で長年業界トップを走

り続けてきた。 

日本電信電話 

（９４３２） 
 

株   価  2,825.5円 

予想ＰＥＲ  9.4倍 

予想配当利回り 3.9% 

予想配当金   110 円 

  ◇国内通信事業大手で強みの 1 つ

はソリューションから通信基盤ま

でを一元的にフルスタックで提供

できる点。国内外での強固な顧客

基盤、グローバルなブランド力と

人材力、世界トップクラスの研究

開発力等を活用し、ＤＸによる持

続的な企業価値の向上を目指す。 
※株価、予想ＰＥＲ、予想配当利回りは令和３年７月２６日時点の会社公表データ、終値を基に計算してい

ます。 

２ 

株価（円） 9432 日本電信電話 

株価（円） 8830 住友不動産 

出来高 
（千株） 

 

出来高 
（百万株） 

出来高 
（千株） 

株価（千円） 6758 ソニーグループ 

株価（円） 6902 デンソー 

出来高 
（千株） 

株価（千円） 6762 ＴＤＫ 

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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