
鉱業 鉄鋼 精密機器 保険業

1605 ＩＮＰＥＸ 1,360.0 2.0 0.15% -8.79% 5401 日本製鉄 2,187.0 -55.0 -2.45% -3.23% 4543 テルモ 4,112.0 -127.0 -3.00% -9.69% 7181 かんぽ生命保険 2,145.0 -111.0 -4.92% -1.47%

建設業 5411 ＪＦＥホールディングス1,419.0 -55.0 -3.73% -3.60% 7701 島津製作所 3,705.0 -100.0 -2.63% -10.62% 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス5,827.0 -219.0 -3.62% -3.27%

1801 大成建設 4,080.0 -105.0 -2.51% -3.55% 5486 日立金属 2,171.0 -2.0 -0.09% 2.45% 7733 オリンパス 2,799.5 -17.5 -0.62% -9.58% 8725 ＭＳ＆ＡＤ 3,974.0 -172.0 -4.15% -4.36%

1802 大林組 950.0 -20.0 -2.06% -1.55% 非鉄金属 7741 ＨＯＹＡ 13,555.0 -550.0 -3.90% -9.90% 8750 第一生命ＨＬＤＧＳ2,344.5 -100.0 -4.09% -1.37%

1803 清水建設 727.0 -17.0 -2.28% -4.09% 5713 住友鉱山 4,094.0 -51.0 -1.23% -4.19% 7747 朝日インテック 2,253.0 -56.0 -2.43% -7.55% 8766 東京海上ＨＤ 7,653.0 -262.0 -3.31% -1.67%

1812 鹿島建設 1,405.0 -8.0 -0.57% -5.26% 5802 住友電工 1,525.5 -77.0 -4.80% -7.26% その他製品 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス1,452.0 -85.0 -5.53% -3.65%

1878 大東建託 14,010.0 -400.0 -2.78% -2.10% 金属製品 7832 バンダイナムコＨＬＤＧＳ9,446.0 -249.0 -2.57% -6.15% その他金融業

1925 大和ハウス 3,004.0 -52.0 -1.70% -3.00% 3436 ＳＵＭＣＯ 1,774.0 -67.0 -3.64% -8.27% 7911 凸版印刷 2,131.0 -106.0 -4.74% -5.75% 8591 オリックス 2,125.0 -104.5 -4.69% -6.86%

1928 積水ハウス 2,420.0 -1.0 -0.04% -3.83% 5938 ＬＩＸＩＬ 2,165.0 -60.0 -2.70% -8.96% 7912 大日本印刷 2,917.0 0.0 0.00% -2.25% 8593 三菱ＨＣキャピタル 661.0 -20.0 -2.94% -1.93%

食料品 機械 7951 ヤマハ 4,815.0 -225.0 -4.46% -10.00% 8697 日本取引所グループ1,957.5 -69.5 -3.43% -6.43%

2002 日清製粉Ｇ本社1,420.0 -2.0 -0.14% -7.85% 6146 ディスコ 33,450.0 -700.0 -2.05% -3.46% 7974 任天堂 59,490.0 -1,830.0 -2.98% 1.67% サービス業

2267 ヤクルト 8,060.0 -50.0 -0.62% 0.37% 6273 ＳＭＣ 60,640.0 -1,930.0 -3.08% -9.84% 情報・通信業 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールデ1,565.0 -34.0 -2.13% -6.85%

2269 明治ホールディングス6,320.0 -10.0 -0.16% -2.47% 6301 小松製作所 2,663.0 6.5 0.24% -7.89% 3626 ＴＩＳ 3,820.0 -195.0 -4.86% -10.43% 2181 パーソルホールディングス2,630.0 -90.0 -3.31% -6.57%

2502 アサヒグループホールディン4,603.0 -42.0 -0.90% -0.95% 6305 日立建機 2,727.0 -150.0 -5.21% -5.90% 3635 コーエーテクモＨＤ4,600.0 -40.0 -0.86% -0.65% 2371 カカクコム 2,461.0 -48.0 -1.91% -2.50%

2503 キリンＨＤ 2,237.0 -9.0 -0.40% 0.54% 6326 クボタ 1,998.0 -25.0 -1.24% -7.69% 3659 ネクソン 2,480.0 -42.0 -1.67% -12.95% 2413 エムスリー 4,053.0 -160.0 -3.80% -6.03% 2%以上上昇 1 銘柄 0.42%

2587 サントリー食品インター5,050.0 -20.0 -0.39% -0.20% 6367 ダイキン工業 22,565.0 -325.0 -1.42% -9.74% 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ9,900.0 -100.0 -1.00% -8.33% 2433 博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ1,011.0 -65.0 -6.04% -17.80% 1~2%上昇 5 銘柄 2.10%

2593 伊藤園 5,730.0 -70.0 -1.21% -3.54% 6370 栗田工業 5,220.0 -150.0 -2.79% -4.57% 4307 野村総合研究所 3,500.0 -35.0 -0.99% -5.41% 4324 電通グループ 4,060.0 -65.0 -1.58% -4.81% 0~1%上昇 16 銘柄 6.72%

2801 キッコーマン 8,060.0 0.0 0.00% -6.82% 6383 ダイフク 6,850.0 -250.0 -3.52% -13.07% 4684 オービック 19,380.0 -160.0 -0.82% -6.38% 4661 オリエンタルランド19,700.0 -330.0 -1.65% 0.43% 変わらず 4 銘柄 1.68%

2802 味の素 3,889.0 -43.0 -1.09% -0.49% 6465 ホシザキ 3,885.0 -5.0 -0.13% -1.65% 4689 Ｚホールディングス 388.9 -9.3 -2.34% -5.56% 4732 ユー・エス・エス 2,356.0 -47.0 -1.96% -2.64% 0~1%下落 51 銘柄 21.43%

2897 日清食品ＨＤ 9,840.0 70.0 0.72% -0.40% 6586 マキタ 2,905.0 -77.0 -2.58% -10.28% 4704 トレンドマイクロ 7,610.0 -140.0 -1.81% -9.19% 4751 サイバーエージェント1,218.0 -23.0 -1.85% -8.14% 1~2%下落 43 銘柄 18.07%

2914 日本たばこ産業 2,345.5 -53.5 -2.23% -1.86% 7011 三菱重工業 4,869.0 107.0 2.25% -8.18% 4716 日本オラクル 7,480.0 -100.0 -1.32% -9.88% 4755 楽天グループ 641.0 -2.0 -0.31% -2.29% 2%を超える下落118 銘柄 49.58%

繊維製品 電気機器 4739 伊藤忠テクノソリュー3,320.0 -65.0 -1.92% -6.08% 6098 リクルートホールディングス4,078.0 -127.0 -3.02% -11.37% 238 銘柄

3402 東レ 723.2 -44.8 -5.83% -9.78% 4062 イビデン 4,270.0 -120.0 -2.73% -5.01% 4768 大塚商会 4,375.0 -20.0 -0.46% -5.71% 6178 日本郵政 967.1 -25.1 -2.53% -0.30%

パルプ・紙 6448 ブラザー工業 2,500.0 -90.0 -3.47% -4.43% 9432 日本電信電話 3,888.0 21.0 0.54% -1.02% 9735 セコム 8,294.0 -60.0 -0.72% -4.53%

3861 王子ホールディングス539.0 -10.0 -1.82% -3.75% 6479 ミネベアミツミ 2,299.0 -24.0 -1.03% -5.74% 9433 ＫＤＤＩ 4,305.0 25.0 0.58% -1.64% 不動産業

化学 6501 日立 6,303.0 -264.0 -4.02% -9.79% 9434 ソフトバンク 1,487.0 -5.0 -0.34% -2.52% 3003 ヒューリック 1,058.0 -29.0 -2.67% -1.49% 日本株式指数

3407 旭化成 965.5 -36.0 -3.59% -7.03% 6502 東芝 5,171.0 -26.0 -0.50% 3.34% 9435 光通信 17,350.0 -100.0 -0.57% -1.25% 3231 野村不動産ＨＬＤＧＳ3,415.0 -115.0 -3.26% -1.87%

4005 住友化学 514.0 0.0 0.00% -7.55% 6503 三菱電機 1,321.0 -1.0 -0.08% -5.74% 9602 東宝 5,110.0 -20.0 -0.39% -4.31% 3288 オープンハウスグループ4,965.0 -115.0 -2.26% -7.54% 22/09/26 現在値 比較 （％）

4021 日産化学 6,440.0 -240.0 -3.59% -8.52% 6504 富士電機 5,420.0 -340.0 -5.90% -8.91% 9613 ＮＴＴデータ 1,847.0 -10.0 -0.54% -6.39% 3291 飯田ＧＨＤ 2,037.0 -55.0 -2.63% -5.83% N225 日経225指数 26,431.55 -722.28 -2.66%

4042 東ソー 1,622.0 -8.0 -0.49% -12.65% 6506 安川電機 4,315.0 -45.0 -1.03% -6.70% 9684 スクウェア・エニックス・ＨＤ6,140.0 -100.0 -1.60% -0.32% 8801 三井不動産 2,798.0 -22.0 -0.78% -0.92% TREIT 東証REIT指数 1,977.33 -39.69 -1.97%

4063 信越化学 14,820.0 -750.0 -4.82% -9.52% 6594 日本電産 8,760.0 -277.0 -3.07% -5.29% 9697 カプコン 3,610.0 -35.0 -0.96% -2.43% 8802 三菱地所 1,918.0 0.0 0.00% 0.60% TOPX TOPIX 1,864.28 -51.84 -2.71%

4091 日本酸素ＨＬＤＧＳ2,297.0 -119.0 -4.93% -10.62% 6645 オムロン 6,694.0 -170.0 -2.48% -8.25% 9719 ＳＣＳＫ 2,158.0 -57.0 -2.57% -6.94% 8830 住友不動産 3,330.0 -31.0 -0.92% -3.48% MTHR マザーズ指数 693.98 -18.52 -2.60%

4183 三井化学 2,887.0 -133.0 -4.40% -8.49% 6701 日本電気 4,715.0 -45.0 -0.95% -7.55% 9766 コナミグループ 6,730.0 -40.0 -0.59% -6.14% 陸運業 NT 日経TOPIX倍率 14.1779 0.0066 0.05%

4185 ＪＳＲ 2,870.0 -97.0 -3.27% -8.89% 6702 富士通 15,325.0 -430.0 -2.73% -7.15% 9984 ソフトバンクグループ5,066.0 -277.0 -5.18% -7.87% 9001 東武鉄道 3,370.0 -25.0 -0.74% 2.43% TT J-REIT TOPIX倍率1.0606 0.0080 0.76%

4188 三菱ケミカルグループ677.8 -30.0 -4.24% -8.02% 6723 ルネサスエレクトロニクス1,243.0 -62.0 -4.75% -5.26% 卸売業 9005 東急 1,687.0 12.0 0.72% 1.93% MT マザーズ・TOPIX倍率0.3723 0.0004 0.11%

4204 積水化学 1,805.0 -67.0 -3.58% -6.48% 6724 セイコーエプソン 2,014.0 -95.0 -4.50% -5.27% 3038 神戸物産 3,310.0 -55.0 -1.63% -3.64% 9007 小田急電鉄 1,843.0 -21.0 -1.13% 0.77%

4452 花王 5,866.0 -162.0 -2.69% -1.77% 6752 パナソニックホールディンク1,046.0 -5.5 -0.52% -7.64% 8001 伊藤忠 3,597.0 -169.0 -4.49% -5.27% 9008 京王電鉄 5,210.0 -80.0 -1.51% -0.95% 米国株式指数

4612 日本ペイントＨＯＬＤ1,006.0 -26.0 -2.52% -7.37% 6753 シャープ 898.0 -5.0 -0.55% -5.27% 8002 丸紅 1,324.5 -75.5 -5.39% -5.60% 9009 京成電鉄 3,950.0 -45.0 -1.13% 5.19%

4901 富士フイルムＨＬＤＧＳ6,542.0 -214.0 -3.17% -7.81% 6758 ソニーグループ 9,682.0 -388.0 -3.85% -10.14% 8015 豊田通商 4,635.0 -250.0 -5.12% -5.79% 9020 東日本旅客鉄道7,567.0 -48.0 -0.63% 6.65% 22/09/23 現在値 比較 （％）

4911 資生堂 4,936.0 -10.0 -0.20% -0.86% 6762 ＴＤＫ 4,680.0 -240.0 -4.88% -6.59% 8031 三井物産 3,091.0 -162.0 -4.98% -3.59% 9021 西日本旅客鉄道5,644.0 -39.0 -0.69% 5.14% DJI DJI30 29,590.41 -486.27 -1.62%

4922 コーセー 14,040.0 -60.0 -0.43% 4.85% 6806 ヒロセ電機 19,490.0 -640.0 -3.18% -4.04% 8053 住友商事 1,845.0 -102.0 -5.24% -5.09% 9022 東海旅客鉄道 16,880.0 -25.0 -0.15% 3.46% GSPC S&P500 3,693.23 -64.76 -1.72%

4967 小林製薬 8,270.0 90.0 1.10% 1.22% 6841 横河電機 2,243.0 -10.0 -0.44% -8.41% 8058 三菱商事 4,119.0 -232.0 -5.33% -5.85% 9041 近鉄グループＨＬＤＧＳ4,775.0 -65.0 -1.34% 2.80% IXIC Nasdaq Comp10,867.93 -198.88 -1.80%

6988 日東電工 7,980.0 -370.0 -4.43% -11.92% 6845 アズビル 3,830.0 -160.0 -4.01% -3.40% 9962 ミスミグループ本社3,170.0 -105.0 -3.21% -6.76% 9042 阪急阪神ＨＬＤＧＳ4,325.0 -30.0 -0.69% 2.73% RUSS Russell 2000 1,679.59 -42.72 -2.48%

8113 ユニ・チヤ－ム 4,615.0 -71.0 -1.52% -3.37% 6857 アドバンテスト 7,060.0 -290.0 -3.95% -7.83% 小売業 9147 ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳ7,240.0 -100.0 -1.36% -4.11% DWRTF DJ US Select REIT258.60 -3.11 -1.19%

医薬品 6861 キーエンス 49,360.0 -570.0 -1.14% -7.91% 2702 日本マクドナルドＨＬＤＧ5,000.0 5.0 0.10% 1.52% 9064 ヤマトホールディングス2,152.0 9.0 0.42% -1.87% ST S&P500 TOPIX 倍率1.9810 -0.0347 -1.72%

4151 協和キリン 3,125.0 -40.0 -1.26% -2.80% 6869 シスメックス 7,637.0 -357.0 -4.47% -7.87% 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ2,153.0 -24.0 -1.10% -8.96% 9143 ＳＧホールディングス2,018.0 -49.0 -2.37% -8.69% IT Nasdaq TOPIX 倍率5.8296 -0.1067 -1.80%

4502 武田薬品 3,740.0 -49.0 -1.29% -3.73% 6920 レーザーテック 16,605.0 -500.0 -2.92% -12.40% 3092 ＺＯＺＯ 2,987.0 37.0 1.25% -0.40% 海運業

4503 アステラス製薬 1,889.0 -15.5 -0.81% -5.53% 6954 ファナック 21,200.0 -380.0 -1.76% -7.65% 3141 ウエルシアＨＤ 2,996.0 31.0 1.05% 1.94% 9101 日本郵船 9,360.0 -250.0 -2.60% -3.90%

4507 塩野義製薬 6,769.0 -8.0 -0.12% -1.04% 6963 ローム 9,960.0 -470.0 -4.51% -9.45% 3382 セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ5,855.0 -59.0 -1.00% -0.58% 9104 商船三井 3,185.0 -100.0 -3.04% -3.92% 参考 米国株式市場上場　MSCI 日本株 Index ETF

4516 日本新薬 7,100.0 -110.0 -1.53% -6.21% 6965 浜松ホトニクス 6,110.0 -180.0 -2.86% -0.65% 7532 パンパシフィックＨＤ2,610.0 15.0 0.58% -0.31% 空運業 EWJ ishares MSCI Japan Index Fund

4519 中外製薬 3,418.0 15.0 0.44% -5.00% 6971 京セラ 7,666.0 -177.0 -2.26% -2.62% 8267 イオン 2,644.5 -20.5 -0.77% -1.20% 9201 日本航空 2,628.0 -44.0 -1.65% 2.62% 終値 50.04

4523 エーザイ 5,733.0 -104.0 -1.78% -1.10% 6981 村田製作所 7,001.0 -243.0 -3.35% -6.48% 9843 ニトリホールディングス12,550.0 35.0 0.28% -0.24% 9202 ＡＮＡホールディングス2,719.0 -32.5 -1.18% 2.18% 前日終値 51.07

4528 小野薬品 3,261.0 -59.0 -1.78% -3.23% 7276 小糸製作所 4,145.0 -310.0 -6.96% -16.35% 9983 ファーストリテイリング80,600.0 -680.0 -0.84% -3.02% 電気・ガス業 前日比較(%) -2.02%

4568 第一三共 3,995.0 -50.0 -1.24% -6.88% 7751 キヤノン 3,201.0 -76.0 -2.32% -2.73% 銀行業 9501 東京電力ＨＤ 465.0 -3.0 -0.64% -7.55%

石油・石炭製品 7752 リコー 1,053.0 -47.0 -4.27% -2.77% 7182 ゆうちょ銀行 1,019.0 -16.0 -1.55% -0.29% 9502 中部電力 1,370.0 -10.0 -0.72% -2.70% 出来高(株） 5,641,135

5019 出光興産 3,210.0 -5.0 -0.16% -6.28% 8035 東京エレクトロン38,700.0 -1,710.0 -4.23% -8.83% 7186 コンコルディア・フィナンシャル455.0 -5.0 -1.09% 2.25% 9503 関西電力 1,256.0 -28.0 -2.18% -5.49% 出来高概算

5020 ＥＮＥＯＳホールディングス477.9 -28.5 -5.63% -6.42% 輸送用機器 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ687.2 -36.3 -5.02% -5.38% 9531 東京瓦斯 2,479.0 -89.0 -3.47% -3.65% $1=144円換算

ゴム製品 6201 豊田自動織機 7,040.0 -250.0 -3.43% -9.28% 8308 りそなホールディングス527.0 -13.8 -2.55% -1.35% 9532 大阪瓦斯 2,210.0 -71.0 -3.11% -3.58%

5108 ブリヂストン 4,823.0 11.0 0.23% -8.17% 6902 デンソー 7,049.0 -274.0 -3.74% -5.27% 8309 三井住友トラストＨＤ4,165.0 -29.0 -0.69% -3.12% J-REIT

ガラス・土石製品 7201 日産自動車 490.5 -29.7 -5.71% -9.98% 8316 三井住友フィナンシャルＧ4,210.0 -142.0 -3.26% -1.77% 3281 ＧＬＰ投資法人160,100 -4,700.0 -2.85% -3.32%

5201 ＡＧＣ 4,530.0 30.0 0.67% -7.08% 7202 いすゞ自動車 1,696.0 15.0 0.89% -4.07% 8331 千葉銀行 765.0 -17.0 -2.17% 1.59% 3283 日本プロロジスリート316,000 -11,500.0 -3.51% -8.67%

5332 ＴＯＴＯ 4,745.0 -35.0 -0.73% -1.96% 7203 トヨタ自動車 1,963.0 -65.0 -3.21% -5.65% 8355 静岡銀行 843.0 -16.0 -1.86% 5.11% 3462 野村不動産マスターＦ163,100 -4,400.0 -2.63% -1.69%

5333 日本碍子 1,869.0 -101.0 -5.13% -7.29% 7259 アイシン 3,840.0 -165.0 -4.12% -8.35% 8411 みずほフィナンシャルＧ1,613.5 -47.5 -2.86% -1.31% 8951 日本ビルファンド 659,000 -15,000.0 -2.23% -3.94%

7261 マツダ 1,122.0 18.0 1.63% -8.33% 証券、商品先物取引業 8952 ジャパンリアルエステイト623,000 -21,000.0 -3.26% -3.41%

7267 本田技研 3,302.0 -174.0 -5.01% -9.78% 8473 ＳＢＩホールディングス2,557.0 -97.0 -3.65% -4.27% 8953 日本都市ファンド108,000 -2,200.0 -2.00% 0.19%

7269 スズキ 4,688.0 10.0 0.21% -6.65% 8601 大和証券Ｇ本社 580.1 -22.5 -3.73% -5.07% 8984 大和ハウスリート 309,500 -6,000.0 -1.90% -1.75%

7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,392.5 46.5 1.98% -8.25% 8604 野村ホールディングス488.7 -13.6 -2.71% -2.40%

7272 ヤマハ発動機 2,734.0 4.0 0.15% -6.88%

7309 シマノ 23,580.0 -70.0 -0.30% -6.22%

406.5 (億円）

22/09/26 3:03 PM

前日比

前日比

MSCI Japan Index 採用　全238銘柄ヒートマップシート

凡例：左手から

証券コード

株式発行体名称

現在値（通常は、大引引値）

変動幅

変動率（％）

10 モーメンタム: 10営業日前終値比較（％）
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