
発表予定情報
1⽇１回
23：00頃更新

決算発表情報
発表が⾏われた場合
以下の情報が随時更新されます。
・発表時間
・PDFアイコン
・直近経常利益

１⽇１回
23：00頃更新

データ更新

●グローバルメニュー

アナリスト評価

業績

決算

アナリスト評価

アナリスト予想修正

アナリスト予想修正

お天気マーク

決算

●決算スケジュール

表⽰項⽬ 説明

適時開⽰ 絞込み

決算

上記以外の適時開⽰情報が表⽰されます。

適時開⽰情報のタイトルに「優待」の⽂⾔が記載されている適時開⽰情報が表⽰されます。

⾃⼰株式の取得、消却、処分等に関する適時開⽰情報が表⽰されます。

決算短信、業績予想または業績予想の修正、配当に関する適時開⽰情報が表⽰されます。

カレンダー

今週の決算発表予定件数が表⽰されています。
⽇付の背景⾊が⻘い場合、現在その⽇付が選択状態になっていることを表し、カレンダーの下にその⽇の発表
予定銘柄が⼀覧表⽰されます。通常は当⽇が選択された状態になっています。
スワイプ等の操作により、前⽉の発表件数、翌⽉の予定件数を確認することができます。

発表銘柄⼀覧

決算区分 発表が予定されている決算期区分になります。第1四半期の決算発表の場合は「1Ｑ決算」、本決算の発表
の場合は「本決算」と表⽰されます。

発表時間 (予定）と記載されている場合は、前年同期の決算短信が発表された時間を参考情報として記載していま
す。既に発表が⾏われると、実際に発表された時間に切り替わり、（予定）の⽂⾔が外れます。

PDFアイコン

絞込み
決算区分 指定した決算区分に絞り込んで、発表予定銘柄を確認することができます。

発表区分 決算発表が済んだ銘柄のみに絞り込んで、⼀覧表⽰することができます。

決算が発表されると、PDFのアイコンが表⽰されるようになります。
（まだ発表がすんでいない場合は、PDFアイコンは表⽰されません。）
アイコン部分を押すと、決算短信のPDFファイルが開きます。

直近経常利益 直近に発表された今期の経常利益実績、通期予想値および通期予想に対する実績の進捗率を掲載してい
ます。決算が発表されると、情報が更新されます。

表⽰順 銘柄コードの昇順に表⽰しています。

表⽰項⽬

随時更新
適時開⽰の発表と同時に配信

 1⽇1回、22：45頃更新

随時更新
適時開⽰の発表と同時に1件ごとに随時⽣
成、配信

随時更新
適時開⽰の発表と同時に1件ごとに随時⽣
成、配信

データ更新タイミング

コンセンサスの対前週変化率を元にお天気マークを分類しています。

レーティング、⽬標株価をアナリストがそれぞれどのように更新したか（引き上げ/据え置き/引き下げ）を元にお
天気マークの分類をしています。

企業の発表結果を以下の情報と⽐較したかい離の度合いをスコア化し、お天気マークに変換しています。
（1）アナリストの事前予想（コンセンサス）との⽐較
（2）（1）がない場合、会社が発表していた予想値との⽐較
（3）（1）（2）がない場合、前期実績との⽐較
合併や新規上場等、上記の情報が不⾜している場合は「評価なし」となります。

経常利益予想コンセンサスに変化（上昇または下降）があった銘柄についての情報をお知らせする⾃動⽣成
ニュースです。

個々のアナリストのレーティングと⽬標株価の更新情報を、直前のIFISコンセンサスとの⽐較を交えてお知らせ
する⾃動⽣成ニュースです。

企業から決算あるいは業績予想に関する発表があった際に、直前のIFISコンセンサスや会社予想と⽐較して
どのような結果であったかを素早くお知らせする⾃動⽣成ニュースです。

説明

⾃社株取得

優待

その他



今期進捗状況-経常利益：
随時更新
進捗お天気マーク：
1⽇1回、23：00頃更新

説明

企業が発表している今期の通期予想経常利益に対する期中実績の進捗率を掲載
しています。

お天気マークは、複数の項⽬を点数化しその総合点をもとに判定した結果を反映し
ます。そのため、同じ進捗率でもお天気マークも同じとは限りません。評価の基準とな
る項⽬は、次のようなものがあげられます。
・現在までの業績の進捗率
・現在までの進捗率と前年同期までの進捗率の⽐較
・直近四半期のみの業績の進捗率
・直近四半期のみの進捗率と前年同四半期のみの進捗率の⽐較
・今期通期予想の前年実績に対する増益率
また以下のような場合は表⽰されません。
・第1四半期の決算をまだ迎えていない場合
・企業が予想経常利益を発表していない、または取り消した場合
・企業の経常利益予想が⾚字または0百万円の場合
判定はシステマチックに算出しています。あくまでも参考情報であり、最終決定はご⾃
⾝の判断でなさるようお願いいたします。

決算短信および業績予想に関する適時開⽰で企業が発表した業績予想値のおよ
び通期実績の推移を表⽰しています。最⻑過去5期分の実績と予想値の推移およ
び今期予想の推移をご覧いただけます。
[グラフ]
通常は売上⾼の予想値の推移が表⽰されています。タブを切り替えることで各利益
の予想値の推移をご覧いただけます。
[表]
表中の「↑」は前回の予想値と⽐較して上⽅修正されたことを⽰しています。「→」は
変更なし、「↓」は下⽅修正になります。

随時更新

データ更新タイミング

＊グローバルメニュー「業績」をご参照ください

⽬標株価

同業他社の状況

1⽇2回、
18：00頃、23：00頃更新

株価の推移に加えて、以下の予想経常利益の推移をグラフ表⽰しています。
・会社予想　　：今期、前期の会社予想の推移
・コンセンサス　：今期、来期、前期のコンセンサスの推移
（コンセンサスとは）
アナリストの業績予想の平均値です。アイフィスジャパンでは主要証券会社21社のア
ナリストの調査レポートに掲載されている業績予想値、レーティングおよび⽬標株価を
データベース化し、その平均値を【IFISコンセンサス】として⽇々算出しています。

更新⽇時点の、以下の経常利益予想値を掲載しています。
・今期会社予想
・今期および来期のコンセンサス
（　）内の数値は、対前期増益率になります。来期コンセンサスの増益率は今期コ
ンセンサスに対する増益率を計算しています。

更新⽇時点のレーティング・コンセンサスと1週間、1か⽉、3か⽉のレーティング・コンセ
ンサスの変化を掲載しています。
（レーティング・コンセンサスについて）
アイフィスジャパンでは、証券各社のレーティングを1〜5点の5段階に数値変換し、そ
の平均値をレーティング・コンセンサスとしています。
計算例
（5点×11⼈ + 4点×1⼈ + 3点×2⼈ + 1点×1⼈）÷　15⼈　＝　4.40点
（レーティングのコメントについて）
レーティングのコメントでは、「アナリスト評価の平均」（レーティング・コンセンサス）を
⾔葉で表現しています。表現はレーティング・コンセンサスの⽔準によって以下のように
変わります。
強気　　　 ：レーティング・コンセンサスが4.5以上
やや強気  ：レーティング・コンセンサスが3.5以上4.5未満
中⽴　　   ：レーティング・コンセンサスが2.5以上3.5未満
やや弱気  ：レーティング・コンセンサスが1.5以上2.5未満
弱気　　   ：レーティング・コンセンサスが1.5未満

更新⽇時点の⽬標株価コンセンサスと1週間での変化率、株価終値とのかい離率を
掲載しています。

レポートの対象銘柄と同業他社の、レーティング・コンセンサスと1週間の変化を表⽰
しています。
当該企業の下に表⽰される5銘柄は、東証33業種で同業種に分類されている銘柄
の中からランダムに表⽰されています。

業績

業績

経常利益進捗率

会社発表履歴

アナリスト予想

アナリスト予想推移

経常利益⾒通し

レーティング分布

●個別銘柄

タブ タブ 表⽰項⽬

業績フラッシュ

決算

アナリスト評価

アナリスト業績修正

お天気



（グラフ）
会社予想ベースのPERの推移を株価と対⽐させた⽇次チャートを掲載しています。
最⼤で直近5年間の推移を⽇次で確認できます。
グラフ上には、参考情報として決算または業績予想の発表が当⽇にあったことを⽰す
マークが表⽰されています。マーク部分をタップすると、ポップアップで適時開⽰のタイト
ルを確認できます。
下記のケースでは、グラフは表⽰されません。
・グラフ表⽰期間の全ての期間で企業からの当期利益予想がない場合
・グラフ表⽰期間において企業の当期利益予想がゼロまたはマイナスの期間がある場
合
（表）
更新⽇時点の、株価終値、予想1株当り利益、予想PERを掲載しています。
表に掲載されている予想1株当り利益は、データ更新⽇時点の株数に換算した値に
なります。
企業からの当期利益予想がない、あるいはまたはマイナスの場合、予想1株当り利
益および予想PERは「－」と表⽰されます。

1⽇2回、
18：00頃、23：00頃更新

（グラフ）
実績ベースPBRの推移を株価と対⽐させた⽇次チャートを掲載しています。
最⼤で直近5年間の推移を⽇次で確認できます。
グラフ上には、参考情報として決算または業績予想の発表が当⽇にあったことを⽰す
マークが表⽰されています。マーク部分をタップすると、ポップアップで適時開⽰のタイト
ルを確認できます。
下記のケースでは、グラフは表⽰されません。
・グラフ表⽰期間の全ての期間で1株当り純資産がゼロまたはマイナスの場合
・グラフ表⽰期間において1株当り純資産がゼロまたはマイナスの期間がある場合
（表）
更新⽇時点の直近四半期末の1株当り純資産、PBRを掲載しています。
表に掲載されている1株当り純資産は、データ更新⽇時点の株数に換算した値にな
ります。
1株当り純資産がゼロまたはマイナスの場合、1株当り純資産および予想PERは
「－」と表⽰されます。

1⽇2回、
18：00頃、23：00頃更新

「銘柄⽐較」タブを選択すると、当該銘柄の下記の情報が表⽰されます。
右列の「＋銘柄選定」をタップすると現れる銘柄検索ボックスで銘柄を指定すると、そ
の銘柄の情報が表⽰され、当該銘柄と⽐較することができます。
表⽰される情報は以下の通りです。
・株価/基礎情報　 ：株価 / 売買単位 / 決算期 / 会計基準
・投資指標        　 ：予想PER / PBR  /ROE /ROA / ⾃⼰資本⽐率
・業績実績           ：直近実績決算期（⽉数）/ 売上⾼、各利益、1株利益
の実績（前期⽐）
・直近四半期業績  ：直近四半期決算期（⽉数）/ 売上⾼、各利益、1株利
益の実績（前年同期⽐）
・アナリスト評価     ：レーティングコンセンサス / ⽬標株価コンセンサス / ⽬標株
価コンセンサスの対株価かい離率
・キャッシュフロー    ：営業キャッシュフロー / 投資キャッシュフロー / 財務キャッシュ
フロー / 現⾦及び現⾦同等物期末残⾼
・業績進捗率      ：直近発表決算の決算期区分 / 売上⾼及び各利益の四半
期累積実績の、通期予想値に対する進捗率

1⽇2回、
18：00頃、23：00頃更新

最⼤過去5期分の業績と今期の業績予想をグラフと表で確認できます。
[グラフ]
タブを切り替えて以下の３種類のグラフをご覧になれます。
・業績   ： 業績の実数値推移
・前期⽐： 対前年成⻑率の推移
（計算対象となる期に変則決算の期がある場合は、変則決算期の業績数値を12
か⽉換算した値で前期⽐を計算しています。）
・利益率： 対売上⾼利益率、⾃⼰資本利益率（ROE）、総資産利益率
（ROA）の推移
[表]
通常は、今期予想と前期実績の数値が表⽰された状態になっています。（企業が
予想を出していない場合は前期実績のみ）
表下の「∨」をタップすると、更に過去に遡った数値が表⽰されます。
（表中の決算期の記載内容について）
 I  ： 国際会計基準（IFRS）
 S ： ⽶国会計基準であることを意味します。特に表⽰がない場合は「⽇本基準」
になります。
また、変則決算の期については（変）と表⽰されます。

1⽇2回、
18：00頃、23：00頃更新

最⼤過去20四半期分の業績の推移をグラフと表で時系列にご覧になれます。
（グラフ）
タブを切り替えて以下の３種類のグラフをご覧になれます。
・業績： 業績の実数値推移
・前期⽐： 対前年同期⽐の推移
（現在の四半期から4期前の四半期に対する成⻑率を、前年同期⽐として計算し
ています。また、計算対象となる期に変則決算の期がある場合は、変則決算期の業
績数値を3か⽉換算した値で前年同期⽐を計算しています。）
・利益率： 対売上⾼利益率の推移
（表）
通常は、直近5四半期分の数値が表⽰された状態になっています。
表下の「∨」をタップすると、更に過去に遡った数値が表⽰されます。
会計基準、変則決算の表記は「通期業績推移」と同様です。

1⽇2回、
18：00頃、23：00頃更新

最⼤過去5期分のキャッシュフローの推移をグラフと表で確認できます。
通常は、直近5四半期分の数値が表⽰された状態になっています。
表下の「∨」をタップすると、更に過去に遡った数値が表⽰されます。
会計基準、変則決算の表記は「通期業績推移」と同様です。

1⽇2回、
18：00頃、23：00頃更新

銘柄⽐較 -

銘柄分析

財務分析

通気業績推移

四半期業績推移

キャッシュフロー推移

株価指標

予想PER推移

予想PBR推移


