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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 

味の素 

（２８０２） 
 

株   価    3,493円 

予想ＰＥＲ  24.3倍 

予想配当利回り 1.7% 

予想配当金    58円 

  ◇世界一のアミノ酸メーカーとし

て、高品質のアミノ酸の独創的な

製法・利用法の開発を通じて事業

領域を拡大し、国内外で食品とア

ミノサイエンスの事業を柱に展

開。素材力と顧客価値を創造する

力の融合から生まれる高付加価値

を追求している点が強みの源泉。 

旭化成 

（３４０７） 
 

株  価   1,081.5円 

予想ＰＥＲ   9.1倍 

予想配当利回り 3.3% 

予想配当金    36円 

  ◇多様性と変革力が強みの総合化

学企業で「マテリアル」「住宅」

「ヘルスケア」の 3領域で事業展

開。リチウムイオン二次電池用セ

パレータ「ハイポア」や電子コン

パス等は世界Ｎｏ.1のシェアを

誇る。世界 20ヶ国以上に生産・

販売・研究開発の拠点を配置。 

 

王子 

ホールディングス 

（３８６１） 
 

株    価     562円 

予想ＰＥＲ   8.0倍 

予想配当利回り 2.8% 

予想配当金    16円 

  

 

◇国内における洋紙生産のパイオ

ニア。事業分野は製紙の域を超え

て多岐にわたり、「生活産業資

材」、「資源環境ビジネス」、

「印刷情報メディア」、「機能

材」と、4つのセグメントで事業

展開すると共に、グリーンイノベ

ーションを加速させている。 

信越化学工業 

（４０６３） 
 

株   価   16,155円 

予想ＰＥＲ   ― 倍 

予想配当利回り ― % 

予想配当金    ― 円 

  ◇大手化学メーカー。塩ビ・化成

品、半導体シリコン、電子・機能

材料など 6事業分野を中心に、建

築・住宅、化粧品、パソコン、自

動車等、産業や生活の基礎となる

素材、製品を作っている。海外売

上高比率は 7割超で、世界トップ

シェアを誇る製品を数多く保有。 

 

富士フイルム 

ホールディングス 

（４９０１） 
 

株   価    7,569円 

予想ＰＥＲ  15.8倍 

予想配当利回り 1.6% 

予想配当金   120円 

  ◇「ヘルスケア」「マテリアル

ズ」「ビジネスイノベーション」

「イメージング」の 4つ領域で事

業をグローバル展開しており、海

外売上高比率は約 6割を占める。

事業領域が多岐にわたることで多

くの収益源を持ち、グループ全体

として強固な収益基盤を構築。 

※株価、予想ＰＥＲ、予想配当利回りは令和４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） 2802 味の素 

出来高 
（百万株） 

出来高 
（千株） 

株価（千円） 4901 富士フイルムホールディングス

ＡＧＣ 

出来高 
（千株） 

株価（千円） 4063 信越化学工業 

出来高 
(千株) 

株価（円） 3861 王子ホールディングス 

出来高 

(百万株) 

株価（円） 3407 旭化成 
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あんどうウォッチ１０ 
 

銘柄 チャート ポイント 

 

リクルート 

ホールディングス 

（６０９８） 
 

株   価    4,685円 

予想ＰＥＲ  27.5倍 

予想配当利回り 0.5% 

予想配当金    22円 

  ◇国内人材派遣業大手で、米求人

大手のインディード等を傘下に持

ち、世界 60ヶ国以上でサービス

展開。ビジネスモデルは就職・進

学・住宅等、個人ユーザーと企業

クライアントが出会う場を作り出

し、最適なマッチングを実現する

ことで双方の満足を追求する事。 

ナブテスコ 

（６２６８） 
 

株   価    3,135円 

予想ＰＥＲ  16.1倍 

予想配当利回り 2.5% 

予想配当金    78円 

  ◇制御機器大手で、アジア、北

米、欧州において地産地消を実現

している。強みとするモーション

コントロール技術（モノを精密に

動かし、止める技術）を中核に、

広範な分野で事業を展開してお

り、国内外のニッチな分野で高シ

ェアの製品を数多く持つ。 

ダイキン工業 

（６３６７） 
 

株   価   23,400円 

予想ＰＥＲ  30.0倍 

予想配当利回り 0.9% 

予想配当金   200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。 

良品計画 

（７４５３） 
 

株   価    1,359円 

予想ＰＥＲ 17.9倍 

予想配当利回り 2.9% 

予想配当金    40円 

 ◇「無印良品」の企画開発から、

商品調達、流通・販売までを行う

製造小売業として、衣料品から家

庭用品など日常生活全般にあたる

商品群を展開。海外事業に強く、

世界 31 の国・地域で展開し、特

にアジア地域における営業収益が

多くを占める。 
 

ニトリ 

ホールディングス 

（９８４３） 
 

株   価   14,330円 

予想ＰＥＲ  15.6倍 

予想配当利回   1.0% 

予想配当金   147 円 

  ◇家具・日用品大手で、商品の企

画や原材料の調達から、製造、物

流、販売までを一貫して自社でコ

ントロールする「製造物流ＩＴ小

売業」という独自のビジネスモデ

ルを確立している。2021 年 3 月

に、ホームセンター大手の島忠を

完全子会社化。 

※株価、予想ＰＥＲ、予想配当利回りは令和４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 

出来高 
（千株） 

株価（千円） 9843 ニトリホールディングス 

出来高 
（百万株） 

株価（円） 7453 良品計画 

株価（円） 6268 ナブテスコ 

株価（円） 6098 リクルートホールディングス 

出来高 

(百万株) 

出来高 
（千株） 

株価（千円） 6367 ダイキン工業 

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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