
SBIネオモバイル証券（ポートフォリオ） 2021/08/31
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 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 ¥758 ¥5,306 ¥1,344 33.92% ¥24 ¥168 3.17% 4.24%

東証一部 東急建設（1720） 建設業 1 ¥764 ¥764 ¥751 ¥751 -¥13 -1.70% ¥40 ¥40 5.33% 5.24%

東証一部 キリンホールディングス（2503） 食料品 2 ¥1,978 ¥3,956 ¥1,994 ¥3,988 ¥32 0.81% ¥65 ¥130 3.26% 3.29%

東証一部 エディオン（2730） 小売業 3 ¥1,052 ¥3,156 ¥1,070 ¥3,210 ¥54 1.71% ¥44 ¥132 4.11% 4.18%

東証一部 双日（2768） 卸売業 31 ¥262 ¥8,122 ¥323 ¥10,013 ¥1,891 23.28% ¥10 ¥310 3.10% 3.82%

東証一部 JT（2914） 食料品 3 ¥1,844 ¥5,532 ¥2,132 ¥6,397 ¥865 15.64% ¥130 ¥390 6.10% 7.05%

東証一部 ヒューリック（3003） 不動産業 3 ¥1,272 ¥3,816 ¥1,290 ¥3,870 ¥54 1.42% ¥38 ¥114 2.95% 2.99%

東証一部 日清紡ホールディングス（3105） 電気機器 5 ¥777 ¥3,885 ¥913 ¥4,565 ¥680 17.50% ¥30 ¥150 3.29% 3.86%

東証一部 サムティ（3244） 不動産業 3 ¥1,700 ¥5,100 ¥2,313 ¥6,939 ¥1,839 36.06% ¥82 ¥246 3.55% 4.82%

東証一部 旭化成（3407） 化学 1 ¥883 ¥883 ¥1,136 ¥1,136 ¥253 28.65% ¥34 ¥34 2.99% 3.85%

東証一部 日本製紙（3863） パルプ・紙 1 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,224 ¥1,224 ¥26 2.17% ¥40 ¥40 3.27% 3.34%

東証一部 武田製薬工業（4502） 医薬品 1 ¥3,680 ¥3,680 ¥3,679 ¥3,679 -¥1 -0.03% ¥180 ¥180 4.89% 4.89%

東証一部 モーニングスター（4765） サービス業 101 ¥475 ¥47,975 ¥486 ¥49,086 ¥1,111 2.32% ¥15 ¥1,515 3.09% 3.16%

東証一部 コニカミノルタ（4902） 電気機器 51 ¥322 ¥16,422 ¥559 ¥28,509 ¥12,087 73.60% ¥25 ¥1,275 4.47% 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 ¥426 ¥2,130 ¥330 18.33% ¥22 ¥110 5.16% 6.11%

東証一部 住友ゴム工業（5110） ゴム製品 3 ¥1,325 ¥3,975 ¥1,319 ¥3,957 -¥18 -0.45% ¥50 ¥150 3.79% 3.77%

東証一部 アルインコ（5933） 金属製品 1 ¥1,031 ¥1,031 ¥1,022 ¥1,022 -¥9 -0.87% ¥40 ¥40 3.91% 3.88%

東証一部 ノーリツ（5942） 金属製品 1 ¥1,905 ¥1,905 ¥1,897 ¥1,897 -¥8 -0.42% ¥83 ¥83 4.38% 4.36%

東証一部 サンコール（5985） 金属製品 1 ¥462 ¥462 ¥451 ¥451 -¥11 -2.38% ¥20 ¥20 4.43% 4.33%

東証一部 日本郵政（6178） サービス業 1 ¥751 ¥751 ¥944 ¥944 ¥193 25.70% ¥50 ¥50 5.30% 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 ¥695 ¥695 ¥25 3.73% ¥30 ¥30 4.32% 4.48%

東証一部 ひろぎんホールディングス（7337） 銀行業 6 ¥585 ¥3,510 ¥633 ¥3,798 ¥288 8.21% ¥24 ¥144 3.79% 4.10%

東証一部 コナカ（7494） 小売業 1 ¥270 ¥270 ¥350 ¥350 ¥80 29.63% ¥20 ¥20 5.71% 7.41%

東証一部 キヤノン（7751） 電気機器 2 ¥1,711 ¥3,422 ¥2,612 ¥5,223 ¥1,801 52.63% ¥80 ¥160 3.06% 4.68%

東証一部 凸版印刷（7911） その他製品 1 ¥1,408 ¥1,408 ¥1,890 ¥1,890 ¥482 34.23% ¥60 ¥60 3.17% 4.26%

東証一部 大日本印刷（7912） その他製品 2 ¥1,806 ¥3,612 ¥2,616 ¥5,232 ¥1,620 44.85% ¥64 ¥128 2.45% 3.54%

東証一部 TAKARA&COMPANY（7921） その他製品 1 ¥1,754 ¥1,754 ¥1,766 ¥1,766 ¥12 0.68% ¥54 ¥54 3.06% 3.08%

東証一部 クリナップ（7955） その他製品 5 ¥534 ¥2,670 ¥571 ¥2,855 ¥185 6.93% ¥20 ¥100 3.50% 3.75%

東証一部 伊藤忠商事（8001） 卸売業 1 ¥3,221 ¥3,221 ¥3,311 ¥3,311 ¥90 2.79% ¥94 ¥94 2.84% 2.92%

東証一部 丸紅（8002） 卸売業 1 ¥630 ¥630 ¥875 ¥875 ¥245 38.89% ¥35 ¥35 4.00% 5.56%

東証一部 三井物産（8031） 卸売業 1 ¥1,889 ¥1,889 ¥2,429 ¥2,429 ¥540 28.59% ¥80 ¥80 3.29% 4.24%

東証一部 住友商事（8053） 卸売業 4 ¥1,335 ¥5,340 ¥1,555 ¥6,218 ¥878 16.44% ¥70 ¥280 4.50% 5.24%

東証一部 三菱商事（8058） 卸売業 2 ¥2,781 ¥5,562 ¥3,311 ¥6,622 ¥1,060 19.06% ¥134 ¥268 4.05% 4.82%

東証一部 青山商事（8219） 小売業 11 ¥498 ¥5,478 ¥646 ¥7,106 ¥1,628 29.72% ¥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 ¥594 ¥2,972 ¥872 41.52% ¥25 ¥125 4.21% 5.95%

東証一部 りそなホールディングス（8308） 銀行業 1 ¥374 ¥374 ¥425 ¥425 ¥51 13.64% ¥21 ¥21 4.94% 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 ¥3,801 ¥19,005 ¥2,605 15.88% ¥190 ¥950 5.00% 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 3 ¥1,893 ¥5,679 ¥2,033 ¥6,099 ¥420 7.40% ¥95 ¥285 4.67% 5.02%

東証一部 セブン銀行（8410） 銀行業 9 ¥242 ¥2,178 ¥251 ¥2,259 ¥81 3.72% ¥11 ¥99 4.38% 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 ¥1,543 ¥3,086 ¥298 10.69% ¥75 ¥150 4.86% 5.38%

東証一部 リコーリース（8566） その他金融業 1 ¥3,450 ¥3,450 ¥3,650 ¥3,650 ¥200 5.80% ¥115 ¥115 3.15% 3.33%

東証一部 ジャックス（8584） その他金融業 1 ¥2,673 ¥2,673 ¥2,751 ¥2,751 ¥78 2.92% ¥125 ¥125 4.54% 4.68%

東証一部 オリックス（8591） その他金融業 6 ¥1,209 ¥7,254 ¥2,052 ¥12,309 ¥5,055 69.69% ¥76 ¥456 3.70% 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 ¥590 ¥7,667 ¥1,583 26.02% ¥25 ¥325 4.24% 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 ¥1,378 ¥2,756 -¥726 -20.85% ¥117 ¥234 8.49% 6.72%

東証一部 東京海上ホールディングス（8766） 保険業 1 ¥5,286 ¥5,286 ¥5,377 ¥5,377 ¥91 1.72% ¥215 ¥215 4.00% 4.07%

東証一部 明和地所（8869） 宅地建物取引業 15 ¥646 ¥9,690 ¥800 ¥12,000 ¥2,310 23.84% ¥30 ¥450 3.75% 4.64%

東証一部 タカラレーベン（8897） 不動産業 8 ¥342 ¥2,736 ¥360 ¥2,880 ¥144 5.26% ¥14 ¥112 3.89% 4.09%

東証一部 九州旅客鉄道（9142） 陸運業 1 ¥2,403 ¥2,403 ¥2,491 ¥2,491 ¥88 3.66% ¥93 ¥93 3.73% 3.87%

東証一部 ANAホールディングス（9202） 空運業 1 ¥2,207 ¥2,207 ¥2,605 ¥2,605 ¥398 18.03% ¥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 ¥1,788 ¥1,788 ¥388 27.71% ¥48 ¥48 2.68% 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 ¥1,169 ¥1,169 ¥22 1.92% ¥35 ¥35 2.99% 3.05%

東証一部 日本電信電話（9432） 情報・通信業 2 ¥2,490 ¥4,980 ¥2,936 ¥5,872 ¥892 17.91% ¥100 ¥200 3.41% 4.02%

東証一部 KDDI（9433） 情報・通信業 7 ¥2,865 ¥20,055 ¥3,370 ¥23,590 ¥3,535 17.63% ¥120 ¥840 3.56% 4.19%

東証一部 ソフトバンク（9434） 情報・通信業 4 ¥1,392 ¥5,568 ¥1,474 ¥5,894 ¥326 5.85% ¥86 ¥344 5.84% 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 ¥5,210 ¥10,420 ¥1,004 10.66% ¥154 ¥308 2.96% 3.27%

東証一部 九州電力（9508） 電気・ガス業 12 ¥845 ¥10,140 ¥840 ¥10,080 -¥60 -0.59% ¥40 ¥480 4.76% 4.73%

東証一部 沖縄電力（9511） 電気・ガス業 9 ¥1,421 ¥12,789 ¥1,589 ¥14,300 ¥1,511 11.81% ¥60 ¥540 3.78% 4.22%

東証一部 電源開発（9513） 電気・ガス業 4 ¥1,659 ¥6,636 ¥1,644 ¥6,576 -¥60 -0.90% ¥75 ¥300 4.56% 4.52%
現金 ¥687

合計 380 ¥1,486 ¥304,726 ¥1,672 ¥356,152 ¥50,739 14.25% ¥3,732 ¥13,480 3.79% 4.42%

取得配当利回り 4.42%
評価配当利回り 3.79%


