
SBIネオモバイル証券（ポートフォリオ） 2021/06/30
市場 銘柄 業種 保有株式数 平均取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 評価損益率 1株配当 年間配当金(予定) 評価配当利回り 取得配当利回り

東証一部 INPEX（1605） 鉱業 7 ¥566 ¥3,962 ¥829 ¥5,803 ¥1,841 46.47% ¥24 ¥168 2.90% 4.24%

東証一部 東急建設（1720） 建設業 1 ¥764 ¥764 ¥787 ¥787 ¥23 3.01% ¥40 ¥40 5.08% 5.24%

東証一部 キリンホールディングス（2503） 食料品 1 ¥1,985 ¥1,985 ¥2,166 ¥2,166 ¥181 9.12% ¥65 ¥65 3.00% 3.27%

東証一部 エディオン（2730） 小売業 3 ¥1,052 ¥3,156 ¥1,085 ¥3,255 ¥99 3.14% ¥44 ¥132 4.06% 4.18%

東証一部 双日（2768） 卸売業 31 ¥262 ¥8,122 ¥335 ¥10,385 ¥2,263 27.86% ¥10 ¥310 2.99% 3.82%

東証一部 JT（2914） 食料品 3 ¥1,844 ¥5,532 ¥2,098 ¥6,295 ¥763 13.79% ¥130 ¥390 6.20% 7.05%

東証一部 日清紡ホールディングス（3105） 電気機器 5 ¥777 ¥3,885 ¥959 ¥4,795 ¥910 23.42% ¥30 ¥150 3.13% 3.86%

東証一部 サムティ（3244） 不動産業 3 ¥1,700 ¥5,100 ¥2,131 ¥6,393 ¥1,293 25.35% ¥82 ¥246 3.85% 4.82%

東証一部 旭化成（3407） 化学 1 ¥883 ¥883 ¥1,220 ¥1,220 ¥337 38.17% ¥34 ¥34 2.79% 3.85%

東証一部 日本製紙（3863） パルプ・紙 1 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,244 ¥1,244 ¥46 3.84% ¥40 ¥40 3.22% 3.34%

東証一部 武田製薬工業（4502） 医薬品 1 ¥3,680 ¥3,680 ¥3,719 ¥3,719 ¥39 1.06% ¥180 ¥180 4.84% 4.89%

東証一部 モーニングスター（4765） サービス業 101 ¥475 ¥47,975 ¥457 ¥46,157 -¥1,818 -3.79% ¥15 ¥1,515 3.28% 3.16%

東証一部 コニカミノルタ（4902） 電気機器 51 ¥322 ¥16,422 ¥614 ¥31,314 ¥14,892 90.68% ¥25 ¥1,275 4.07% 7.76%

東証一部 ENEOSホールディングス（5020） 石油・石炭製品業 5 ¥360 ¥1,800 ¥465 ¥2,324 ¥524 29.11% ¥22 ¥110 4.73% 6.11%

東証一部 住友ゴム工業（5110） ゴム製品 3 ¥1,325 ¥3,975 ¥1,533 ¥4,599 ¥624 15.70% ¥50 ¥150 3.26% 3.77%

東証一部 日本郵政（6178） サービス業 1 ¥751 ¥751 ¥910 ¥910 ¥159 21.17% ¥50 ¥50 5.49% 6.66%

東証一部 西日本フィナンシャルホールディングス（7189） 銀行業 1 ¥670 ¥670 ¥632 ¥632 -¥38 -5.67% ¥30 ¥30 4.75% 4.48%

東証一部 ひろびんホールディングス（7337） 5 ¥587 ¥2,935 ¥585 ¥2,925 -¥10 -0.34% ¥24 ¥120 4.10% 4.09%

東証一部 コナカ（7494） 小売業 1 ¥270 ¥270 ¥349 ¥349 ¥79 29.26% ¥20 ¥20 5.73% 7.41%

東証一部 キヤノン（7751） 電気機器 2 ¥1,711 ¥3,422 ¥2,513 ¥5,026 ¥1,604 46.87% ¥80 ¥160 3.18% 4.68%

東証一部 凸版印刷（7911） その他製品 1 ¥1,408 ¥1,408 ¥1,785 ¥1,785 ¥377 26.78% ¥60 ¥60 3.36% 4.26%

東証一部 大日本印刷（7912） その他製品 2 ¥1,806 ¥3,612 ¥2,349 ¥4,698 ¥1,086 30.07% ¥64 ¥128 2.72% 3.54%

東証一部 TAKARA&COMPANY（7921） その他製品 1 ¥1,754 ¥1,754 ¥1,707 ¥1,707 -¥47 -2.68% ¥54 ¥54 3.16% 3.08%

東証一部 丸紅（8002） 卸売業 1 ¥630 ¥630 ¥966 ¥966 ¥336 53.33% ¥35 ¥35 3.62% 5.56%

東証一部 三井物産（8031） 卸売業 1 ¥1,889 ¥1,889 ¥2,500 ¥2,500 ¥611 32.35% ¥80 ¥80 3.20% 4.24%

東証一部 住友商事（8053） 卸売業 4 ¥1,335 ¥5,340 ¥1,488 ¥5,952 ¥612 11.46% ¥70 ¥280 4.70% 5.24%

東証一部 三菱商事（8058） 卸売業 2 ¥2,781 ¥5,562 ¥3,028 ¥6,056 ¥494 8.88% ¥134 ¥268 4.43% 4.82%

東証一部 青山商事（8219） 小売業 11 ¥498 ¥5,478 ¥773 ¥8,503 ¥3,025 55.22% ¥0 ¥0 0.00% 0.00%

東証一部 三菱UFJファイナンシャル・グループ（8306） 銀行業 5 ¥420 ¥2,100 ¥600 ¥3,000 ¥900 42.86% ¥25 ¥125 4.17% 5.95%

東証一部 りそなホールディングス（8308） 銀行業 1 ¥374 ¥374 ¥427 ¥427 ¥53 14.17% ¥21 ¥21 4.92% 5.61%

東証一部 三井住友フィナンシャルグループ（8316） 銀行業 5 ¥3,280 ¥16,400 ¥3,830 ¥19,150 ¥2,750 16.77% ¥190 ¥950 4.96% 5.79%

東証一部 ふくおかフィナンシャルグループ（8354） 銀行業 1 ¥1,966 ¥1,966 ¥1,939 ¥1,939 -¥27 -1.37% ¥95 ¥95 4.90% 4.83%

東証一部 セブン銀行（8410） 銀行業 9 ¥242 ¥2,178 ¥236 ¥2,124 -¥54 -2.48% ¥11 ¥99 4.66% 4.55%

東証一部 みずほフィナンシャルグループ（8411） 銀行業 2 ¥1,394 ¥2,788 ¥1,588 ¥3,175 ¥387 13.88% ¥75 ¥150 4.72% 5.38%

東証一部 ジャックス（8584） その他金融業 1 ¥2,673 ¥2,673 ¥2,600 ¥2,600 -¥73 -2.73% ¥125 ¥125 4.81% 4.68%

東証一部 オリックス（8591） その他金融業 6 ¥1,209 ¥7,254 ¥1,875 ¥11,247 ¥3,993 55.05% ¥76 ¥456 4.05% 6.29%

東証一部 三菱HCキャピタル（8593） その他金融業 13 ¥468 ¥6,084 ¥595 ¥7,735 ¥1,651 27.14% ¥25 ¥325 4.20% 5.34%

東証一部 岩井コスモホールディングス（8707） 証券・商品先物取引業 2 ¥1,741 ¥3,482 ¥1,647 ¥3,294 -¥188 -5.40% ¥117 ¥234 7.10% 6.72%

東証一部 明和地所（8869） 宅地建物取引業 15 ¥646 ¥9,690 ¥613 ¥9,195 -¥495 -5.11% ¥30 ¥450 4.89% 4.64%

東証一部 タカラレーベン（8897） 不動産業 8 ¥342 ¥2,736 ¥336 ¥2,688 -¥48 -1.75% ¥14 ¥112 4.17% 4.09%

東証一部 ANAホールディングス（9202） 空運業 1 ¥2,207 ¥2,207 ¥2,612 ¥2,612 ¥405 18.35% ¥0 ¥0 0.00% 0.00%

東証一部 住友倉庫（9303） 倉庫・運輸関連業 1 ¥1,400 ¥1,400 ¥1,597 ¥1,597 ¥197 14.07% ¥48 ¥48 3.01% 3.43%

東証一部 日本テレビホールディングス（9404） 情報・通信業 1 ¥1,147 ¥1,147 ¥1,287 ¥1,287 ¥140 12.21% ¥35 ¥35 2.72% 3.05%

東証一部 日本電信電話（9432） 情報・通信業 2 ¥2,490 ¥4,980 ¥2,895 ¥5,789 ¥809 16.24% ¥100 ¥200 3.45% 4.02%

東証一部 KDDI（9433） 情報・通信業 7 ¥2,865 ¥20,055 ¥3,465 ¥24,255 ¥4,200 20.94% ¥120 ¥840 3.46% 4.19%

東証一部 ソフトバンク（9434） 情報・通信業 4 ¥1,392 ¥5,568 ¥1,454 ¥5,814 ¥246 4.42% ¥86 ¥344 5.92% 6.18%

東証一部 沖縄セルラー電話（9436） 情報・通信業 2 ¥4,708 ¥9,416 ¥5,130 ¥10,260 ¥844 8.96% ¥154 ¥308 3.00% 3.27%

東証一部 九州電力（99508） 2 ¥885 ¥1,770 ¥855 ¥1,710 -¥60 -3.39% ¥40 ¥80 4.68% 4.52%

東証一部 沖縄電力（9511） 電気・ガス業 9 ¥1,421 ¥12,789 ¥1,385 ¥12,465 -¥324 -2.53% ¥60 ¥540 4.33% 4.22%

東証一部 電源開発（9513） 電気・ガス業 3 ¥1,662 ¥4,986 ¥1,585 ¥4,755 -¥231 -4.63% ¥75 ¥225 4.73% 4.51%
現金 ¥11,978

合計 350 ¥1,364 ¥264,203 ¥1,556 ¥321,561 ¥45,380 14.11% ¥3,014 ¥11,852 3.83% 4.49%

取得配当利回り 4.49%
評価配当利回り 3.83%


