
ミスターレポート創刊号
読むだけで日経新聞の検証ができる!!  



レポートの出演者達

先生方 生徒さん

物知り博士

先生の驚愕時

マイペースな動物達(息抜き)



株式投資にとって「日経新聞」の必読は絶対!!

でも・・・

株式投資に必要な記事がわからない

全て重要な記事に思えてしまう

仕事してるから検証してる時間がない

新聞高いからね



皆さん、そんな悩みは私が全て解決します!!

新聞検証の苦手な方

検証する時間のない方

日経新聞が高いなーと感じてる方

全て私がセレクトし検証いたします!!





4/1 時価総額 相次ぎ逆転

この記事の
検証方法わかりますか？

【鉄道】【ﾄﾞﾗｯｸ】【百貨店】



Point.赤丸印の部分に注目しよう!!
2017年度に業種内で時価総額が逆転した銘柄と
ありますね。



それぞれのチャートを
確認してみるのじゃ!!



【好調組】

全て週足(二年ﾁｬｰﾄ)

【苦戦組】

9022 東海旅客鉄道

4兆1467億円(11%) 景気回復で出張増

9020 東日本旅客鉄道

3兆8033億円(1%) 新線開業の反動減

◆単価上昇／鉄道



【好調組】

全て週足(二年ﾁｬｰﾄ)

【苦戦組】

8801 三井不動産

2兆5593億円(9%) 新物件が豊富

8802 三菱地所

2兆5015億円(▲11%) 成長力鈍く

◆単価上昇／不動産



【好調組】

全て週足(二年ﾁｬｰﾄ)

【苦戦組】

1812 鹿島
１兆435億円(36%) 工事を選別受注

1803 清水建設

7498億円(▲5%) 五輪需要が一服

◆単価上昇／ゼネコン



【好調組】

全て週足(二年ﾁｬｰﾄ)

【苦戦組】

2264 森永乳業

2156億円(5%) 高級チーズ人気

2270 雪印メグミルク

2035億円(▲6%) 原料高が重荷に

◆単価上昇／乳業



【好調組】

全て週足(二年ﾁｬｰﾄ)

【苦戦組】

3088 マツモトキヨシHD

4917億円(70%) 高機能化粧品好調

3349 コスモス薬品

4318億円(▲1%) 人件費膨らむ

◆単価上昇／ドラッグ



【好調組】

全て週足(二年ﾁｬｰﾄ)

【苦戦組】

3086 Ｊ．フロントリティリング

4894億円(11%) 複合施設にぎわい

3099 三越伊勢丹

4318億円(▲1%) 人件費膨らむ

◆単価上昇／百貨店



【好調組】

全て週足(二年ﾁｬｰﾄ)

【苦戦組】

2267 ヤクルト本社

1兆3461億円(24%) 中国や豪州で浸透

2269 明治ホールディングス

1兆2367億円(▲13%) 機能性食品が失速

◆単価上昇／乳酸菌飲料



【好調組】

全て週足(二年ﾁｬｰﾄ)

【苦戦組】

5332 ＴＯＴＯ

9928億円(33%) 米中で生産拡大

5938 LIXILグループ

7438億円(▲16%) 国内事業伸び悩み

◆単価上昇／トイレ製品



何も気づかなかったわ

チャートを見て
気づいた事ないかな？

では一緒にチャート見ましょう



💡 確認してみるよ 💡

【好調組】

全て週足(二年ﾁｬｰﾄ)

【苦戦組】

9022 東海旅客鉄道 4兆1467億円(11%) 景気回復で出張増
9020 東日本旅客鉄道 3兆8033億円(1%) 新線開業の反動減

左のチャートが好調組、右は苦戦組です。

時価総額が逆転している銘柄の方が、明らかに強いのがわかる。
苦戦組は株価が底値圏であるものが多い一方で、好調組は苦戦組を比較す
ればチャートの形が強いものが多いね



確かに、どのチャートを比べても
チャートの形が強いものが多いわ

その通りです!
株価が右肩上がりかどうかを見る事も
とても大事な作業になります。



この様に、
日経新聞の記事を元に
チャートを確認し、株価が反応しているか
どうかを検証すればいいのじゃよ!!



4/2 主要30業種の天気図
４～６月産業景気予測

三か月に一度
「主要３０業種の天気図」
予測が発表されます。



この記事の
どこを見ますか？

うーん。わからないけど
３０業種 全てを気にするのかしら？

いいえ
一部のみでいいですよ!!



拡大版

この天気図の☀晴れマークぐらいは
今後の動きを監視してほしい業種です！!



４～６月産業景気予測では、
この６業種が晴れマークになってるよ。



晴れマーク業種の
検証してみよう!!



例えば、ネットで探せば「旅行・ホテル」は注目業種!!

円安の影響やビザが不要になったことにより、訪日外国人の数が
年々増加しており、2020年には訪日外国人の数が倍近く伸びるという
試算もあります。また日本政府は、2030年までに外国人観光客を
3000万人突破することを国策として掲げていますので、
旅行や観光関連銘柄は注目株のひとつです。
旅行・観光関連企業は、音楽やスポーツ、映画鑑賞、演劇
レジャー施設のチケット販売、地元特産品お菓子や果物など
観光土産品の製造や販売、ホテルや旅館、レストランの予約サービス
癒しと健康を提供する温泉事業、ゴルフとホテルレストラン事業
国内ツアーと海外ツアーの企画・販売などがあります。

何故？

次に銘柄を調べてみようー



銘柄は他にも沢山あるよ

◆銘柄の一部です

9603 エイチ・アイ・エス
3926 オープンドア
6634 ネクスグループ
9726 KIT-CT 
9722 藤田観光
9201 日本航空
9202 ＡＮＡホールディングス
9020 東日本旅客鉄道
9022 東海旅客鉄道
9708 帝国ホテル
9616 共立メンテナンス
9723 京都ホテル
1413 ヒノキヤグループ

6097 日本ビューホテル
4661 オリエンタルランド
8893 新日本建物
9753 アイエックス・ナレッジ
3244 サムティ
6696 トランザス
3852 サイバーコム
8848 レオパレス



それでは、ここで 一銘柄を検証してみましょう

6634 ネクスグループ 2018.4.2ﾁｬｰﾄ

全て週足(二年ﾁｬｰﾄ)

6634 ネクスグループ 2018.4.18ﾁｬｰﾄ

左が、4/2(日経新聞発売日)のチャート
右が、4/18チャートです。

気づきましたか？
ﾁｬｰﾄ確認し、監視出来て
いれば掴めた上昇だね。



晴れマークの業種は
銘柄のチャートを確認し
これから上昇しそうな銘柄のみを
監視するだけでいいのじゃよ



4/3 ネット・半導体技術で存在感
17年度 株価、３年で１５倍も

検証は
この赤色の囲み部分だけだよ



これは、上昇した後の検証になるから
チャートを見て、どのタイミングでエントリー
したら良かったか検証だけでいいニャー!!

6050 イー・ガーディアン(ネット投稿監視)

六ヶ月前の陰線払いでエントリー

週足(二年ﾁｬｰﾄ)



4/3 株反転へ響かぬ割安感
個別銘柄では高ＰＥＲも

この記事の一部だけ
気にしておくといいよ



この記事の中に重要な所があるんだよ!!

相場が本格反転する際には
自動車や商社など日本株に多い
低ＰＥＲの「バリュー株」が
上がるかがシクナルになる。

重要！
バリュー株には
景気敏感業種が多いのじゃ



バリュー株って何？

バリュー株とは

売り上げや利益の成長がさほど期待できないなどの理
由から、現時点の株価が本来的な企業価値を考慮した
水準に比べて安いと考えられる株式のことで、「割安
株」とも呼ばれます。



例えば
【バリュー株】の一部を載せておくよ

2768 双日
3863 日本製紙
5711 三菱マテリアル
5851 リョービ
6104 東芝機械

7004 日立造船
7251 ケーヒン
8031 三井物産
8584 ジャクス
9831 ヤマダ電機



景気敏感株って何？

景気敏感株とは

景気の動向によって受注や業績、さらには株価が大きく左右される
株式（銘柄）をいいます。これは、特に国内景気が不況を脱して好
況に向かい始める時に、他の企業以上に大きく収益が伸びるため、
株価も相対的に力強く上昇する傾向があり、具体的には、紙パル
プ・化学・鉄鋼などの素材産業や工作機械メーカー運輸産業などの
銘柄が代表例として挙げられます。



例えば
【景気敏感株】の一部を載せておくよ

1662 石油資源開発
5401 新日鐵住金
6301 小松製作所
6592 マブチモーター
6594 日本電産
6762 ＴＤＫ
6981 村田製作所

7011 三菱重工業
7012 川崎重工業
7203 トヨタ自動車
7220 武蔵精密工業
7270 ＳＵＢＡＲＵ
8035 東京エレクトロン



つまり、この記事からは
相場が本格反転する際は
【バリュー株】が上昇してくるかを
みるといいと言う事になりますね！

ただ注意するとすれば
決算で外需系は下方修正する可能性が
あるだろうと言う事！
気にかけておきましょう。



4/4 自治体の誘致合戦火蓋
カジノ法案 内容決まる

日程は、
4/27(金)閣議決定後

国会へ提出予定

カジノ法案の日程と
カジノ関連銘柄の復習を
してみよう!!



主な【カジノ関連銘柄】

9307 杉村倉庫
4650 SDエンターティメント
6418 日本金銭機械
3625 テックファーム
6428 オーイズミ
1418 インターライフHD
1847 イチケン
6457 グローリー
6425 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ
2767 フィールズ
6412 平和
6417 SANKYO

1833 奥村組
9353 櫻島埠頭
9044 南海電気鉄道
2743 ピクセルカンパニーズ
6419 アースエンジニアリング
6460 セガサミーホールディングス
9735 セコム
9740 セントラル警備保障
9766 コナミホールディングス
7612 Nuts

等

主な銘柄だよ

前頁の復習をするよー!



4/4 株信用売り残が低水準
一年ぶり 個人が買戻し

4/4 株信用売り残が低水準 4/12 個人の株含み損 拡大 4/19 個人の株含み損縮小

評価損益率は理解してますか？



買い時は、－２０％前後じゃ!!

では、説明しよう。
個人投資家は評価益が出るとすぐに利益確定を行う傾向が強いため、
通常、信用残高は含み損を抱えている状況になります。
そのため、信用評価損益率はマイナスの値を示すことが多く、
概ね0%～-20%で推移します。
信用買い方の評価損益率が-20%を下回ると「追証」が発生する水準となり、

①－20%前後で底入れの目安
②反対に0%に近づくと天井圏

4/12の記事には信用評価損益2週間ぶりに悪化と
書いてるから、あまり買わない方がいいって事よ
ね!その逆で、4/19記事に2週間ぶり改善って書い
てるから、投資しやすくなってきてる事よね! 

おっと、間違い! 間違い!!



4/4 停滞相場の駆け込み寺
一年ぶり 個人が買戻し

この記事が
重要なのではない!!



この記事の中に重要な所があるんだよ！！

内需株の一角にマネーが集中す
る市場のゆがみは新年度入りし
た相場の波乱を予感させる。

重要！
内需系が上がり過ぎてる。
外需系が反転する事も今後
注目しておかなければいけない



4/5 気を吐くＩＰＯ銘柄
海外マネー流入 成長力期待

実際に
直近のIPO銘柄チャートを
見てみよう!!



【日足】で見ております。

9450 ファイバーゲート通信サービス

3/23上場 初日値付かずとなり
初値は公開価格の約2.3倍となる

２３８８円

今後のメルカリ上場に注目したい！
関連銘柄の抜き出しや監視するといいよ！



4/6 ソニー、ＡＩで自動検品
人手不足背景に外販／課金型ビジネス強化急ぐ

クラウドって何？



現在、これだろうと思う銘柄は
わからないが今後見ていく様に!!

クラウドという用語は、本来「クラウドコンピューティン
グ」のことを指します。これはコンピューターを運用するため
の諸々の資源（サーバやデータベース、ソフトウェアなど）の
「利用形態（使い方）」やそれを使う「環境」のことであり、
そういったサービスをインターネット経由で配信したり利用す
ることを包括的に表現した用語

クラウドとは



4/6 カード、画面で読み取り
人手不足背景に外販／課金型ビジネス強化急ぐ

ＩＣカード銘柄は？



例えば
【ＩＣカード銘柄】の一部です。

7855 カーディナル
6664 ｵﾌﾟﾄｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
9972 アルテック
6287 ｻﾄｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
6945 富士通ﾌﾛﾝﾃｯｸ
3837 アドソル日進
7919 野崎印刷紙業
5162 朝日ラバー

こんな銘柄があるのじゃよ!!

ICｶｰﾄﾞ導入ﾒﾘｯﾄと
デメリットは?

◆メリット
人手不足解消、人件費削減
ＩＯＴで商品管理を電子化

◆デメリット
コスト増の懸念
セキュリティ面の懸念



4/23 顔認証×AIで自動支払い
三菱UFJ銀 行内売店で実験

顔認証関連銘柄は、
どんなのがあるかの？

6675 サクサホールディングス
3653 モルフォ
6457 グローリー
6430 ダイコク電機
6662 ユビテック
6627 テラプローブ
6701 ＮＥＣ

政府はオリピックまでに
出入国審査に顔認証を導入



4/7 高級コスメ世界でブーム
成長に期待、上場来高値

この記事が
重要なのではない!!

現状を把握する事が
とても大事である



資生堂以外の高値更新してる銘柄を
見てみよう

4921 ファンケル 4927 ﾎﾟｰﾙｵﾙﾋﾞｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

全て週足(二年ﾁｬｰﾄ)



4/7 慎重決算に怯える市場
増益崩す円高に警戒

これから決算時期だ。為替
ﾚｰﾄにより保守的な決算が
出てくるだろうと見てる投
資家が多いと言う事だろう



4/11 米中摩擦に一喜一憂
「売る権利」の山、株価左右

米中摩擦とは？

ズバリ
米中摩擦=貿易摩擦 じゃ。

お互いの輸出品に課税する事だよ。
自国に低単価な物が入ってくることで産業の
停滞を守るために課税するってことじゃ。

経済の停滞をおそれてるのじゃ



4/12 電機株買えぬジレンマ
米中摩擦への警戒根強く

先程と同じですね。
「米中摩擦への警戒」と
「本格化する決算発表」を
気にしておくように!!



4/22 為替前提や外需に注目
株、決算にらみ一進一退か

決算や為替の動きを
気にしておくように!!



4/7 「映える」有機ＥＬテレビ
価格手ごろに、色調にこだわり



有機ＥＬの【EL】って何？

有機ELとは、「有機エレクトロ・ルミ
ネッセンス」（Organic 
ElectroLuminescence）だよ。
特定の有機化合物に電圧をかけると発光
する “現象”のことだよ

◆主な関連銘柄
4112 保土ヶ谷化学工業
4367 広栄化学工業
6740 ジャパンディスプレイ などがあるのじゃ



4/8 景気回復 最長視野に
賃上げ後押し外需に懸念

アベノミクス相場の
スタート



第一段階 輸出株の動きを
見てみよう。



第一段階は輸出株
上昇した銘柄の一部じゃ

5108 ブリヂストン
6349 小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
6367 ダイキン工業
6479 ミネベアミツミ
6503 三菱電機
6506 安川電機
6594 日本電産
6724 エプソン
6762 ＴＤＫ

6770 アルプス電気
6789 ﾛｰﾗﾝﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｼｰ
6954 ファナック
6981 村田製作所
6986 双葉電子工業
7203 トヨタ自動車
7261 マツダ
7270 ＳＵＢＡＲＵ
7732 トプコン

7733 オリンパス
7951 ヤマハ
8050 セイコーＨＤ



第二段階
人材関連も

見ていくよ



第二段階は人材関連じゃ

2124 ｼﾞｪｲｴｲｼｰﾘｸﾙｰﾄﾒﾝﾄ
2146 ＵＴグループ
2150 ケアネット
2168 パソナグループ
2181 ﾊﾟｰｿﾅﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
2362 夢真ＨＤ
2379 ディップ
2427 アウトソーシング
2462 ライク

2475 ＷＤＢﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
4318 クイック
4848 フルキャストﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
4849 エン・ジャパン
6098 リクルートﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
9744 メテイテック

こんな銘柄が上昇
してたのじゃ。



第三段階は

これからの注目業種！
消費関連に注目してみよう



特にこんな銘柄が高値更新してるよ！
今後も注目していく業種なんじゃ

1333 マルハニチロ
2212 山崎製パン
2503 ｷﾘﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
7513 コジマ
8011 三陽商会
8257 山陽百貨店
7621 うかい

全て週足(二年ﾁｬｰﾄ)



4/10 日本、春節で稼ぐ
２月の旅行黒字が最高

2018年は、2月16日でしたよ。
中国のお休みは、2月15日～2月
21日までだよ。

中国の春節はいつですか？



例えば、一部 春節関連銘柄をあげておくよ

4344 ソースネクスト
3088 マツモトキヨシ
3098 ココカラファイン
4911 資生堂
4922 コーセー
8050 セイコー
6952 カシオ計算機
6030 アドベンチャー
4661 オリエンダルランド

インバウンド関連

3048 ビックカメラ
9831 ヤマダ電機
2659 サンエー
3391 ツルハＨＤ
9616 共立メンテ
9708 帝国ホテル
9424 日本通信
2222 寿スピリッツ



4/10 高島屋、大阪店が一番店
訪日消費は「西高東低」/66年ぶり売上高で日本橋店抜く

このニュースで
高島屋(8233)の株は上昇して
いるのか？見てみるよ



一店舗だけ売上が良くても全体
の売り上げには影響ないのがわ
かるよね。

8233 高島屋 週足(二年ﾁｬｰﾄ)



4/11 レアアース数百年分
南鳥島周辺に1600万トン超/採掘へ政府・企業と連携

わからんかね？レアアース関連銘柄は掘削
銘柄じゃよ。それでは前日からどのぐらい
上昇したのか見てみるのじゃ。

質問じゃ!!
ﾚｱｱｰｽの関連銘柄は？

伸びてから考えてみる
ニャー!!



1606 日本海洋掘削 ﾗﾝｷﾝｸﾞ19位

ﾁｬｰﾄは、10日/1時間足

6269 三井海洋開発 ﾗﾝｷﾝｸﾞ18位

4/10終値 1961円 4/11高値2270円(前日比14％) 4/10終値 2585円 4/11高値2885円(前日比12％)

どちらの銘柄とも株価の反応は、寄り付きが一番上昇した事がわかるだろう

ランキング登場



4/13 老朽インフラ歳出抑制
政府維持へ新技術や民間資金

幹線道路の整備などは
加速していく方針とあるねー



1414 ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞHD
1776 三井住建道路
1801 大成建設
1802 大林組
1815 鉄建建設
1853 森組
1881 ＮＩＰＰＯ
1882 東亜道路工事
1883 前田道路
1884 日本道路

道路関連銘柄をピックアップし
監視していくのも必要じゃよ

1898 世紀東急工業
1926 ライト工業
1929 日特建設
4212 積水樹脂
5011 ニチレキ
5287 イトーヨーギョー
9624 長大
9632 スバル
9797 大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ



4/14 米英仏、シリア攻撃
化学兵器施設を標的 トランプ氏「やめるまで継続」

問題!
どんな銘柄が浮かびますか？

6208 石川製作所
7721 東京計器
4274 細谷火工
7980 重松製作所
6203 豊和工業

これは簡単よ(^^♪

簡単過ぎたかな？
代表的な銘柄以外にもあるか
ら調べてみるといいよ!!



4/14 ＡＩが「料理」「運転」
総務省、ＩＣＴ活用の未来像

ＡＩって、人工知能
の事よね！

総務書が、2030年～2040年代を
想定し情報通信技術（ＩＣＴ）
を活用した未来ビジョン案を
まとめたらしいの。

次のページで「Ｉ」「Ｃ」「Ｔ」について詳しく解説しよう



Ｉ

Ｃ

Ｔ

インクルーシブ（包摂）
「あらゆる翻訳」「仮想現実(VR)」
「職場スイッチ」など

コネクテッド（連結）
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝや絆の維持を目指す
「いつでも窓口」など

トランフォーム
市場の大胆な変容 ﾛﾎﾞｯﾄやﾄﾞﾛｰﾝ活用
「全自動農村」「らくらくマネー」など

今後必ず成長していく分野だから
銘柄のピックアップしチャート確認しておくといいよ



4/17 成長株へ投資陰る
ネット広告に規制の波

これまで好調な業種だった
「人材派遣」「省力化投資」が
苦戦してると言ってるねー

どんな銘柄があったのかな？振り返ってみようー!!



人材関連銘柄 省力化関連銘柄

2168 パソナグループ
6089 ウィルグループ
3654 ﾋﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
2162 nmsﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
2462 ライク
2475 ＷＤＢﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
2379 ディップ
3086 Ｊ.ﾌﾛﾝﾄﾘﾃｨﾘﾝｸﾞ
4849 エン・ジャパン
6054 リブセンス

6103 オークマ
6135 牧野フライス製作所
6471 日本精工
6503 三菱電機
6506 安川電機
8035 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ

これは一部の銘柄じゃよ

これまで好調だった銘柄に、売りが出ている状況



4/18 政策実現 危ぶむ市場
カジノ・消費税に反応薄く

おやおや
安倍政権、不安視じゃと

①カジノ
②働き方改革
③子育て支援

チャート確認してね



4/20 日本株買い 回復の兆し
海外勢、3週連続買い越し

４月２週、なお慎重な見方もある
らしいニャー。今後も気にしておこう

これからの決算は
持越しは出来るだけ
控えるように！！



4/20 霧島連山・硫黄山
250年ぶりに噴火 宮崎・鹿児島県境

問題!
火山噴火の銘柄は？

1929 日特建設
2303 ドーン
9755 応用地質
7963 興研
7980 重松製作所
6709 明電舎

他にもあるよ！！
次頁で銘柄解説しておこう！！



1929 日特建設
基礎、地盤改良、法面など特殊土木大手。
環境、防災に強み。

2303 ドーン 緊急通報システムを手掛ける

9755 応用地質 空中物理探査など火山モニタリングを展開する

7963 興研 防毒マスク大手

6709 明電舎 火山観測装置

7980 重松製作所 防毒マスク大手

銘柄の特徴
覚えておくと
いいよ



4/24 世界で金利上方圧力
米長期3%台 銀行間も急騰 物価高・米財政に懸念

金利の上昇圧力とは？



金利上昇圧力が、よく理解出来ないわ

金利上昇圧力 = 物価高 なの？

難しいかね？
金利が上昇すると、まず困るのは「企業」だね。
企業は銀行からお金を借りている為、金利が上昇すると
そのまま物価上昇に関わってくる事はわかるかね。

そうなると

物価高になると ⇒ 物が売れなくなる ⇒
消費が冷え込み ⇒ 景気が冷え込む

金利上昇圧力が大きくなると経済が冷え込むと言う事じゃ !!



日経新聞の検証は色んな角度から
様々な情報収集し、自身で調べそれを元に
理解出来るようになる事が重要じゃ
解らないからと言って、そのままではなく
理解出来るまで調べて見る事じゃ

さぁ、次ページで少し問題を出題します。
解答は、翌月５月号をお楽しみください



簡単な問題から スタート

① 下記、３名のお名前とご職業を述べよ

簡単過ぎたかの？



② 米中摩擦 = (              )

③ 東京オリンピックまでに、政府が力を入れる業界は？

④ 金利の上昇は、一体何がどうなる事ですか？

⑤ 景気回復 第三段目の業界は？

お疲れ様でした。答え合わせは次号ニャー

◆最後の問題です。
4/26日経新聞より

「ディフェンシブ関連銘柄」とは？


