
今期減益でも来期劇的回復、連続大幅増益に着目した銘柄一覧表

先週末の値動きで、始値比上昇の銘柄に限定させる。 買い需要がしっかりとしていたことを念頭に置いている。

テクニカル面では、200日移動平均線を超えている銘柄に限定している。

日証金ベースの貸借倍率、4月4日比で売り残増加であれば、なお良い。

ｺｰﾄﾞ 銘柄名 業種名 現値 前日比 前日比(率) 売買代金 200日MA 一株利益 一株利益(QC･次期) 貸株残 日証金ベース

13週比 乖離率 増減率 市場予想 増減率 前日比増減 貸借倍率

増減率 4月5日終値比 前期比 今期予想比 日々変動します。↖↑

0.5倍以下

4062 ｲﾋﾞﾃﾞﾝ 電気機器 1751.0 -8.0 -0.45 +20.2% +9.13 -90.2% 73.32 +795.2% -8.9 0.28

3843 ﾌﾘｰﾋﾞｯﾄ 情報・通信業 1037.0 +38.0 +3.80 -58.8% +5.21 +135.3% 40.55 +350.1% +3.7 0.93

6966 三井ﾊｲﾃ 電気機器 1273.0 +70.0 +5.81 -48.6% +3.98 +85.0% 63.47 +330.0% -12.0 0.36

6794 ﾌｫｽﾀ電 電気機器 1736.0 +26.0 +1.52 -17.8% +16.81 -158.7% 128.28 +231.8% +4.8 0.04

9468 カドカワ 情報・通信業 1273.0 +42.0 +3.41 -44.6% +5.40 -537.8% 72.73 +207.0% -12.2 0.75

4384 ラクスル 情報・通信業 4150.0 -50.0 -1.19 +37.1% +32.12 +925.0% 22.53 +205.3% +0.0

6619 WSCOPE 電気機器 1799.0 +51.0 +2.91 -5.2% +44.55 +120.1% 53.20 +189.6% -38.6 0.01

5711 三菱マ 非鉄金属 3110.0 +35.0 +1.13 -6.7% +1.52 -70.0% 225.07 +184.3% +5.6 0.36

3863 日本紙 パルプ・紙 2292.0 +4.0 +0.17 +43.2% +13.43 -586.6% 193.22 +158.6% -9.8 0.01

6094 ﾌﾘｰｸｱｳﾄ サービス業 2196.0 +62.0 +2.90 +181.0% +16.41 +1421.6% 71.41 +141.9% +0.0

7777 3Dﾏﾄﾘｯｸｽ 精密機器 628.0 +99.0 +18.71 -55.7% +28.09 +51.6% 0.00 +100.0% +0.0

7240 ＮＯＫ 輸送用機器 1846.0 +18.0 +0.98 +56.4% +0.38 -65.3% 141.13 +99.0% -1.4 0.18

6572 ＲＰＡ サービス業 3655.0 +25.0 +0.68 -20.5% +22.18 -67.6% 38.72 +97.0% +0.0

3962 チェンジ 情報・通信業 4000.0 +5.0 +0.12 +122.3% +42.54 #DIV/0! 77.56 +96.4% +0.0

3994 ﾏﾈﾌｫﾜ-ﾄﾞ 情報・通信業 4440.0 +0.0 +0.00 -10.0% +4.78 -84.0% -6.30 +91.9% +0.0

6962 大真空 電気機器 1241.0 +54.0 +4.54 -73.8% +10.23 -151.6% -8.05 +91.3% +1.8 1.00

6501 日 立 電気機器 3775.0 +77.0 +2.08 +15.5% +6.43 +208.4% 443.21 +91.1% +22.4 0.51

6182 ロゼッタ サービス業 3560.0 +160.0 +4.70 -67.5% +68.69 +116.0% 37.08 +90.1% +0.0

6920 ﾚｰｻﾞｰﾃｸ 電気機器 5180.0 +40.0 +0.77 +22.7% +44.73 +22.8% 224.25 +88.6% -6.8 0.16

9532 大ガス 電気・ガス業 2181.0 +9.0 +0.41 +51.2% +0.49 -16.6% 141.03 +86.5% -0.3 0.14

7239 タチエス 輸送用機器 1743.0 +55.0 +3.25 +15.1% +4.77 -51.1% 197.53 +75.0% +3.3 0.05

3697 SHIFT 情報・通信業 4795.0 +120.0 +2.56 +20.5% +8.63 +160.6% 112.72 +69.7% -1.2 1.32



6879 IMAGICAG 情報・通信業 654.0 +10.0 +1.55 +22.3% +2.21 -80.7% 21.50 +68.5% +0.9 0.33

3906 ALBERT 情報・通信業 13500.0 +110.0 +0.82 -20.1% +27.77 +13.7% 167.87 +67.1% +0.0

9450 ﾌｧｲﾊﾞｰGT 情報・通信業 3040.0 +120.0 +4.10 -23.7% +55.67 -37.6% 84.00 +64.9% +1.1 0.91

3990 ＵＵＵＭ 情報・通信業 5290.0 +140.0 +2.71 +308.5% +42.05 -35.9% 71.78 +64.8% +0.0

6095 メドピア サービス業 2558.0 +59.0 +2.36 +9.9% +33.21 +56.6% 58.71 +63.6% +4.5 0.87

9519 レノバ 電気・ガス業 1116.0 +127.0 +12.84 -78.9% +6.40 -36.2% 22.39 +61.5% +0.0

7707 ＰＳＳ 精密機器 415.0 +13.0 +3.23 +210.9% +6.52 +49.7% -3.99 +60.0% +5.6 1.40

4565 そーせい 医薬品 1593.0 +71.0 +4.66 -25.5% +26.73 +70.5% -9.64 +58.3% +0.0

6298 ﾜｲｴｲｼｲHD 機械 814.0 +29.0 +3.69 -34.5% +5.52 +133.5% 166.42 +57.9% +1.7 1.00

2130 ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ サービス業 1690.0 +38.0 +2.30 +61.9% +29.12 +32.7% 74.42 +55.8% -0.6 0.16

3995 SKIYAKI 情報・通信業 974.0 +7.0 +0.72 +32.8% +27.96 +123.8% 26.78 +55.6% +0.0

4587 ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ 医薬品 5320.0 +20.0 +0.37 +35.7% +17.33 +57.6% 47.29 +55.0% +15.2 0.46

3993 PKSHA 情報・通信業 6300.0 +120.0 +1.94 -8.5% +20.82 -51.0% 35.49 +53.8% +0.0

6971 京セラ 電気機器 6783.0 +22.0 +0.32 -6.9% +8.40 #DIV/0! 392.28 +49.6% -0.8 0.02

7261 マツダ 輸送用機器 1307.5 +17.5 +1.35 +20.8% +2.88 -49.7% 134.22 +45.8% +84.6 0.07

3865 北越ｺｰﾎﾟ パルプ・紙 650.0 +4.0 +0.61 +109.6% +9.91 -24.9% 59.43 +44.6% +0.8 1.76

4205 ゼオン 化学 1206.0 +17.0 +1.42 +32.2% +2.89 +50.0% 124.03 +40.6% +17.3 0.20

4582 ｼﾝﾊﾞｲｵ 医薬品 187.0 +1.0 +0.53 +419.7% +4.72 +5.6% -60.68 +38.9% +0.0

3941 レンゴー パルプ・紙 1012.0 +4.0 +0.39 +5.2% +6.44 +4.0% 96.49 +38.2% +13.0 0.68

7294 ヨロズ 輸送用機器 1737.0 +14.0 +0.81 -75.2% +9.14 +6.7% 168.28 +37.9% -3.6 0.13

7241 フタバ 輸送用機器 650.0 +40.0 +6.55 -51.6% +0.44 -46.8% 87.17 +36.8% +35.6 0.97

4680 ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ サービス業 1464.0 +75.0 +5.39 -46.2% +3.49 -29.9% 84.11 +35.9% +48.4 0.11

7282 豊田合 輸送用機器 2573.0 +35.0 +1.37 +16.5% +2.39 #DIV/0! 239.36 +33.9% +1.8 0.67

3966 ﾕｰｻﾞﾍﾞｰｽ 情報・通信業 3145.0 +100.0 +3.28 +57.7% +15.75 +312.6% -28.95 +33.3% +0.0

4563 ｱﾝｼﾞｪｽ 医薬品 828.0 -3.0 -0.36 +35.1% +52.86 +28.9% -16.33 +33.3% +0.0

4186 応化工 化学 3495.0 +60.0 +1.74 +7.4% +2.44 +7.7% 231.86 +30.5% -1.6 0.09

4091 大陽日酸 化学 1783.0 +24.0 +1.36 +57.4% +3.70 -17.6% 121.16 +30.1% +2.8 0.39

3415 ﾄｳｷｮﾍﾞｰｽ 小売業 917.0 +11.0 +1.21 +128.8% +25.83 -21.5% 27.56 +30.0% -5.4 0.20

この投資情報は、投資勧誘を目的としたものではありません。

また、文中に使用されている言葉、数字等は万全を期してはおりますが、その正確性に責任は負いかねます。

銘柄選択、投資時期等の最終決定はお客様ご自身でご判断なさるようお願い致します。


