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SBI 証券 米国株スクリーナー 

操作マニュアル 

1. 概要 
1.1 米国株スクリーナーについて 
SBI 証券米国株スクリーナーは、指定した条件に該当する米国株式銘柄を簡単に検索することができます。スク

リーニングの詳しい知識がなくてもランキング形式の表示により、手軽にスクリーニングの機能を利用すること

ができます。また、スクリーニングの細かい条件を指定したい場合でも、リフィニティブが保有する財務、コン

センサス予想、テクニカル分析の項目を利用した検索をすることができます。 
 
本文書では、米国株スクリーナーの機能、操作方法、画面遷移について記載しております。 

1.2 推奨動作環境 
米国株スクリーナーを快適にご利用いただくために、以下動作環境を推奨いたします。 

 Windows Mac 

1. OS Windows 8.1 

Windows 10 

Mac OS X 10.6以上 

2. メモリ 2GB 2GB 

3. ハードディスク 40GB *2 40GB *2 

4. Cookie 有効 有効 

5. Javascript 有効 有効 

*1Windows XP/Vista/7はサポートがマイクロソフトにより終了した為、サポートリストから削除しました。 

*2 スクリーナーのWEB アプリ自体で使用するディスクの空き容量ではありません。通常の PC稼働上望まれる一般的な空

きディスク容量です。40GB以下の空き容量でもアプリケーションは稼働します。 
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2． 基本画面と基本操作 
米国株スクリーナーの初期表示は、最初に開いた段階ですべての銘柄が表示されます。基本操作として、表示さ

れている銘柄に対してユーザが条件を設定しながら該当銘柄を絞り込み、スクリーニングを行います。 

画面レイアウト 

 

 

2.1 画面上部 
SBI 証券によりあらかじめ設定されたプリセット条件およびユーザによる設定が保存された検索条件より簡単に

スクリーナーが実行できます。 

① SBI おすすめスクリーナー（プリセット条件） 

SBI 証券によりカスタマイズされた条件が保存されています。 

SBI 証券おすすめスクリーナーのボックスをクリックするだけで、テーマに沿った検索条件、検索結果が即

座に表示されます。 
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SBI 証券おすすめスクリーナー（2014 年 12 月 1 日現在） 

 
②  My スクリーナー（ユーザ保存条件） 

ユーザにより設定された検索条件を、最大 7 セットまで保存できます。条件名を設定することもできます。

また、不要になったユーザ保存条件は、[リセット]＞[My スクリーナー保存]で上書きが可能です。 

③ 保存スクリーナーのショートカット 

My スクリーナーの一覧および SBI 証券おすすめスクリーナーの一覧をワンクリックで表示できます。 

2.2 条件指定メニュー 
画面左の条件設定メニューより検索条件を選択して、検索値を設定することができます。スクリーニングを行な

うには大きく分けてふたつの設定方法があります。 

1)投資金額、業種、市場、規模等、検索値の設定のみ指定する設定方法。（下記④から⑧の項目を設定しま

す。） 
2)財務、コンセンサス予想、テクニカル分析等、詳細な条件を設定する方法。（下記⑨で条件を設定します。） 

④  市場 
選択可能な市場がボタンで表示されます。ボタンのオン・オフによって市場を選択します。選択の有無によ

って検索結果と該当銘柄数はその都度動的に更新されます。 

⑤  銘柄属性 
チェックボックスのオン・オフによって銘柄属性を選択します。選択の有無によって検索結果と該当銘柄数

はその都度動的に更新されます。 

⑥  規模 
大型・中型・小型株がボタンで表示されます。ボタンのオン・オフによって規模を選択します。選択の有無

によって検索結果と該当銘柄数はその都度動的に更新されます。 

⑦  指数採用銘柄 
チェックボックスのオン・オフによって各指数採用銘柄から検索します。選択の有無によって検索結果と

該当銘柄数はその都度動的に更新されます。 

⑧  業種 

[業種選択]をクリックすると業種選択のポップアップウィンドウが現れます。各業種ボタンのオン・オフに

よって業種を選択します。[全業種を選択する]のチェックボックスをクリックすることによって、全業種を

選択する、あるいは全業種の選択を外すことができます。 
 

⑨ 詳細検索項目 

[＋検索条件を追加]をクリックすると詳細検索項目のポップアップウィンドウが現れます。検索条件を設定

したい項目をクリックすると、詳細検索項目のボックスに追加されます。 
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追加されたボックス上でさらに詳細な条件を指定することができます。また、検索条件の選択や設定値の変

更によって検索結果と該当銘柄数はその都度動的に更新されます。 
詳細検索項目は最大 8 項目まで設定可能です。設定した項目を削除する場合はボックス右上の×をクリック

します。 

詳細検索項目の操作および各検索条件の内容については[3.2 詳細検索]（P.11 ）をご参照ください。 

 

2.3 検索結果画面 
スクリーナーの結果が一覧で表示されます。 

⑩ 検索結果 
設定された検索条件により検索結果と該当銘柄数が動的に更新されます。市場などの条件指定を変更、検索

項目の数値を変更、検索項目を追加して設定した場合など、常に指定を変えるとともに検索結果は変化しま

す。また、該当銘柄数が 30 を超える場合は次のページに表示されます。 
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⑪ 検索結果 -銘柄一覧- 

検索結果の銘柄一覧は銘柄コード順に表示されます。銘柄コードの表示順は、[コード]をクリックして昇順・降

順を変更することができます。 

 

 
銘柄コードと同様に、各検索項目の項目名をクリックすることで、検索結果の値による表示順を変更することが

できます。 
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⑫ 検索結果 –売買画面リンク- 

各銘柄名の欄にある[買]または[売]をクリックすることで、SBI 証券の個別銘柄の売買画面へリンクしま

す。 

 
⑬ 検索結果 –My スクリーナーへ保存- 

要望通りの設定になった時点で、右上の[保存]あるいは[新規保存]で My スクリーナーに保存することがで

きます。新規保存の場合は設定の名前を指定することができます。既存の My スクリーナーの場合は上書き

保存されます。（SBI 証券おすすめスクリーナーは変更することはできません。） 

 
 

また、既存の[SBI おすすめスクリーナー]を基に変更した検索条件を保存する場合は[My スクリーナーに保

存]で、名前を付けて保存します。 
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3. 検索条件の設定 

3.1 基本検索 
基本検索では、市場や業種等の銘柄属性を指定して検索します。基本検索条件および設定可能なオプションにつ

いて下記をご参照ください。検索結果は条件を選択した段階で動的に更新されます。 

3.1.1 市場 

 

 

3.1.2 銘柄属性 

 

 

3.1.3 規模 

 

 

 

 

選択可能な市場がボタンで表示されます。 
また、各ボタンにおいて得られる銘柄数が表示

されます。ボタンのオン・オフによって、結果

は動的に更新されます。 

個別株あるいは ETF のチェックボックスで、表示・非

表示が選択できます。チェックのオン・オフによって、

結果は動的に更新されます。 

銘柄の規模がボタンで表示されます。ボタンのオン・オ

フによって、結果は動的に更新されます。 
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3.1.4 指数採用銘柄 

 

 

3.1.5 業種 

 

 

 

 

 

 

各指数採用銘柄に検索対象として絞り込みます。 
チェックボックスのオン・オフによって、結果は動的に

更新されます。 

[業種選択]をクリックするとセクターマップがポップア

ップウィンドウで表示されます。セクターマップの業種

別ボタンのいずれかを選択すると、選択した業種が検索

対象となります。業種は複数選択が可能です。ボタンの

オン・オフによって、結果は動的に更新されます。 
尚、業種はトムソン・ロイター・ビジネス・カテゴリー

の全 28 業種が採用されています。 
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3.2 詳細検索 
この章では、詳細検索条件および設定可能なオプションについて記述します。 
詳細検索には、初期設定はありません。[+検索条件を追加]をクリックし詳細条件画面より条件を追加します。

詳細条件は、最大 8 項目まで追加可能です。 

3.2.1 詳細検索項目の表示 

詳細検索項目を設定するには、画面左の詳細検索ボックス[+詳細条件を追加]をクリックして詳細検索項目のポ

ップアップウィンドウを表示させ、選択したい項目をクリックして検索ボックスに検索項目を追加します。 

  

尚、各検索項目の項目名の上にマウスポインタを乗せると、その項目の更新頻度と内容が表示されます。 
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3.2.2 データ分布の棒グラフで値の範囲を設定 
詳細検索項目ボックスには、対象銘柄で有効な値の最小値と最高値が数値と棒グラフで示されています。このデ

ータ分布の棒グラフを見ながら左右のスライダーを移動させると、最小値と最大値が変更されます。この範囲内

に当てはまる銘柄が検索結果に反映されます。 

画面中央の検索結果の銘柄一覧は、検索条件の範囲を変更する都度、反映されて銘柄と件数が変わります。件数

や銘柄を見ながらスライダーを移動させて微調整することができます。 

 

3.2.3 数値で検索範囲を指定 
データ分布の棒グラフの他に、最小値と最高値の数値を入力して検索範囲を指定することもできます。数値のボ

ックスの数字をダブルクリックしてカーソルを表示させ、キーボードから直接数値を入力します。 

画面中央の検索結果の銘柄一覧は、検索条件の数値を変更する都度、反映されて銘柄と件数が変わります。件数

や銘柄を見ながら数値を変えて微調整することができます。 
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3.2.4 対象期間の選択 
一定の期間の変化率や乖離率を表す詳細検索項目には、対象期間を選択するプルダウンが表示されます。プルダ

ウンのボックスをクリックすると有効な対象期間が表示されますので、選択したい期間をクリックで選びます。 

画面中央の検索結果の銘柄一覧は、対象期間を変更する都度、反映されて銘柄と件数が変わります。件数や銘柄

を見ながら数値を変えて微調整することができます。 

 

3.2.5 テクニカル分析のシグナルの表示 

ゴールデンクロス/デッドクロス、一目均衡雲抜け上/下等の、結果を該当するかしないかで表示するテクニカル

分析では、数値の指定や棒グラフの表示がなく設定は不要です。（DMI など一部の項目では買いシグナル・売り

シグナル等、選択肢が設けられている項目があります。）該当する場合は検索結果の銘柄欄に○で示されます。 
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4. 検索条件の詳細 
この章では各詳細検索条件の説明、算出方法、更新頻度および選択可能なオプションについて記述します。対象

期の欄に期間の記述がある場合は、詳細検索条件ボックスのプルダウンから選択することができます。 

4.1 財務 
 条件 対象期 説明 

実績 PER(株価収益率)(倍)   

【22 時 45 分頃から 8 時 45 分で随時更新】【実績】 

株価【前営業日終値】÷ 1 株当たり純利益（EPS）【直前会計年度末】 

 

1 株当たり純利益が 0 以下の場合は算出しません。 

1 株当たり純利益（EPS）:純利益【直前会計年度末】÷ 発行済株式数（自己株を除く）

【直前会計年度末】 

発行済株式数（自己株を除く）：普通株主に帰属する株式数【直前会計年度末】 

純利益：非経常的な一時費用・収益等を含めない税引き後利益 

一般的に PER が低いと株価が割安であると判断されます。 

実績 PBR(株価純資産倍率)(倍) 
  

【22 時 45 分頃から 8 時 45 分で随時更新】【実績】 

株価【前営業日終値】÷ 1 株当たり純資産【直前会計年度末】 

 

純資産が負の場合は算出しません。 

1 株当たり純資産（BPS）:純資産【直前会計年度末】÷ 発行済株式数（自己株を除く）

【直前会計年度末】 

発行済株式数（自己株を除く）：普通株主に帰属する株式数【直前会計年度末】 

一般的に PBR が低いと株価が割安であると判断されます。 

実績配当利回り(%)   

【22 時 45 分頃から 8 時 45 分で随時更新】【実績】 

1 株当たり配当金【直近 1 年間実績配当金】÷ 株価【前営業日終値】× 100 

 

配当金が 0 の場合には算出しません。 

株価に対する年間配当金の割合を示す指標です。 

時価総額(100 万ドル)   

【22 時 45 分頃から 8 時 45 分で随時更新】 

株価【前営業日終値】 × 発行済株式数【前営業日】 

 

REIT や ETF などは時価総額を算出しません。 

発行済株式数（自己株を除く）：普通株主に帰属する株式数【前営業日】 

実績 ROE(自己資本利益率)(%)   

【22 時 45 分頃から 8 時 45 分で随時更新】【実績】 

純利益【直前会計年度末】÷ 株主資本【直前会計年度末の期首・期末平均】× 100 

 

純利益【直前会計年度末】を、株主資本【直前会計年度末の期首・期末平均】で割って

算出します。 

一般的に ROE が高いと投下株主資本に対する収益性が高いと判断されます。 

純利益：非経常的な一時費用・収益等を含めない税引き後利益 

株主資本：資本金＋資本剰余金＋利益剰余金＋自己株式＋その他包括利益 
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 条件 対象期 説明 

実績 ROA（総資産純利益率）（％）   

【22 時 45 分頃から 8 時 45 分で随時更新】【実績】 

純利益【直前会計年度末】÷ 総資産【直前会計年度末】× 100 

 

純利益の総資産に対する比率で、一般的に効率性、収益性を判断する指標です。 

純利益：非経常的な一時費用・収益等を含めない税引き後利益 

実績 PER（株価収益率）変化率（％） 

1 年前 【22 時 45 分頃から 8 時 45 分で随時更新】【実績】 

(PER【直前会計年度末】- PER【過去対象期】) ÷ PER【過去対象期】 × 100 

 

過去対象期を選択可 

現在と過去の PER の変化率を表します。 

PER【直前会計年度末】：株価【前営業日終値】÷ EPS【直前会計年度末】 

PER【過去対象期】：株価【決算月月末終値】÷ EPS【過去対象期】 

EPS（1 株当たり純利益）：純利益÷発行済株式数（期中平均株式数を使用） 

決算月月末終値：対象となる通期決算年度の決算月、月次株価終値 

純利益：非経常的な一時費用・収益等を含めない税引き後利益 

発行済株式数（自己株を除く）： 普通株主に帰属する株式数 

一般的に PER が低いと株価が割安であると判断されます。 

3 年前 

5 年前 

実績 PBR（株価純資産倍率）変化率

（％） 

1 年前 【22 時 45 分頃から 8 時 45 分で随時更新】【実績】 

(PBR【直前会計年度末】- PBR【過去基準対象期】) ÷ PBR【過去基準対象期】× 100 

 

該当期間の純資産が負の場合には表示しません。 

過去対象期を選択可 

現在と過去の PBR の変化率を表します。 

PBR【直前会計年度末】：株価【前営業日終値】÷ BPS【直前会計年度末】 

PBR【過去対象期】：株価【決算月月末終値】÷ BPS【過去対象期】 

BPS：1 株当たり純資産 

発行済株式数（自己株を除く）：普通株主に帰属する株式数 

3 年前 

5 年前 

実績益利回り（％）   

【22 時 45 分頃から 8 時 45 分で随時更新】【実績】 

1÷PER x 100 

 

1 株当たりの純利益（EPS) を株価で割ることで算出されます。 

株価収益率(PER)の逆数(1 ÷ PER)で、一般的に益利回りが高いほど株価が割安と判断さ

れます。 

PER:株価【前営業日終値】÷ EPS【直前会計年度末】 

EPS（1 株当たり純利益）：純利益【直前会計年度末】÷ 発行済株式数（期中平均株式

数を使用） 

純利益：非経常的な一時費用・収益等を含めない税引き後利益 

発行済株式数（自己株を除く）： 普通株主に帰属する株式数 

自己資本比率（％）   

【22 時 45 分頃から 8 時 45 分で随時更新】 

株主資本（「純資産の部」の中の「株主資本」）【直前会計年度末】÷ 総資産【直前会

計年度末】×100 

 

総資産の中に占める自己資本の割合を表し、資本構成の安全性を測る指標です。 
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 条件 対象期 説明 

株主資本：資本金＋資本剰余金＋利益剰余金＋自己株式＋その他包括利益 

有利子負債比率（％）   

【22 時 45 分頃から 8 時 45 分で随時更新】 

有利子負債【直前会計年度末】÷ 株主資本【直前会計年度末】× 100 

 

株主資本と有利子負債の比率を表したもので、資金繰りの安全性を測る指標です。 

株主資本：資本金＋資本剰余金＋利益剰余金＋自己株式+その他包括利益 

流動比率（％）   

【22 時 45 分頃から 8 時 45 分で随時更新】 

流動資産【直前会計年度末】÷ 流動負債【直前会計年度末】X 100 

 

流動資産と流動負債の比率を表したもので、短期の負債に対する財務の安全性を測る指

標です。 

流動資産：1 年以内に資産にできるもの 

流動負債：短期間に支払期限が到来する負債 

当座比率（％）   

【22 時 45 分頃から 8 時 45 分で随時更新】 

当座資産【直前会計年度末】÷ 流動負債【直前会計年度末】× 100 

 

当座資産と流動負債の比率を表したもので、短期の負債に対する財務の安全性を測る指

標です。 

当座資産＝現金・預金＋受取手形＋売掛金＋有価証券－貸倒引当金：直前会計年度末 

流動負債：短期間に支払期限が到来する負債 

実績 PSR（株価売上高倍率）（倍）   

【22 時 45 分頃から 8 時 45 分で随時更新】【実績】 

株価【前営業日終値】÷ 1 株当たり売上高【直前会計年度末】× 100 

一般的に新興成長銘柄の株価水準を測るのによく用いられる指標です。 

実績 PCFR（株価キャッシュフロー倍

率）（倍） 
  

【22 時 45 分頃から 8 時 45 分で随時更新】【実績】 

株価【前営業日終値】÷ 1 株当たりキャッシュフロー【直前会計年度】× 100 

 

一般的に PCFR が低いと株価が割安であると判断されます。 

1 株当たりキャッシュフロー【直前会計年度末】：（純利益【直前会計年度末】+ 減価

償却費【直前会計年度末】）÷ 発行済株式数（自己株を除く）【直前会計年度末】 

発行済株式数（自己株を除く）：普通株主に帰属する株式数【直前会計年度末】 

実績売上高変化率（％） 

前年度比 

【22 時 45 分頃から 8 時 45 分で随時更新】【実績】 

(売上高【直前会計年度末】- 売上高【過去対象期】)÷売上高【過去対象期】×100 

 

現在と過去の売上高の変化率を表します。 

3 年前 

年度比 

5 年前 

年度比 

前年同 

四半期比 

売上高営業利益率・変化率（％） 

 

  

  

【22 時 45 分頃から 8 時 45 分で随時更新】【実績】 

(売上高営業利益率【直前会計年度末】- 売上高営業利益率【過去対象期】) ÷ 売上高営

業利益率【過去対象期】 × 100 
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 条件 対象期 説明 

 

過去対象期を選択可 

現在と過去の売上高営業利益率の変化率を表します。 

経常利益成長率（％）  

【22 時 45 分頃から 8 時 45 分で随時更新】【実績】 

(経常利益【直前会計年度末】- 経常利益【過去基準対象期】) ÷ 経常利益【過去対象

期】 × 100 

 

過去対象期を選択可 

現在と過去の経常利益の変化率を表します。 

実績配当利回り変化率（％） 

5 営業日前 【22 時 45 分頃から 8 時 45 分で随時更新】【実績】 

(配当利回り【直前会計年度末】-  配当利回り【過去対象期】) ÷ 配当利回り【過去対象

期】× 100 

 

直前会計年度末に配当金がなかった場合、または過去の該当期間に配当金がなかった場

合には算出しません。 

基準対象期を選択可 

現在と過去の配当利回りの変化率を表します。 

配当利回り【直前会計年度末】： 配当金【直前会計年度末】÷ 株価【前営業日終値】 

配当利回り【過去対象期】： 配当金【過去対象期】÷ 株価【決算月月末株価終値】 

決算月月末終値： 対象となる通期決算年度の決算月、月次株価終値 

20 営業日

前 

3 ヶ月前 

6 ヶ月前 

1 年前 

3 年前 

5 年前 

 
 

4.2 コンセンサス情報 
条件 対象期 説明 

予想売上高当期純利益率 (%)   

【22時 45分頃から 8時 45分で随時更新】【コンセンサス予想】 
予想当期純利益 ÷ 予想売上高 × 100 
 
予想値は、I/B/E/S 業績予想を使用しています。 
I/B/E/S 業績予想とは、複数の証券アナリストによる業績予想を集計したコンセンサス予

想となります。 

予想 EPS(FFOPS)長期成長率 (%)   

【22時 45分頃から 8時 45分で随時更新】【コンセンサス予想】 
予想 EPS(FFOPS)長期成長率：予想 EPS を基にアナリストが算出（FFOPS の場合
は、1株当たり営業活動資金） 
 
予想 EPS長期成長率は 3年から 5年間の期間を想定して算出されており、年平均成
長率（CAGR）に基づいております。 
予想 EPS（1株当たり純利益）：予想純利益 ÷ 発行済株式（予想アナリスト定義
によります） 
FFOPS (Funds From Operations Per Share)：1株当たり営業活動資金
（ETF、REIT に使用） 
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当期純利益（FFOPS の場合は、営業活動資金）を発行済株式数（FFOPS の場合
は、発行済口数）で割ることで算出します。 
予想値は、I/B/E/S 業績予想を使用しています。 
I/B/E/S 業績予想とは、複数の証券アナリストによる業績予想を集計したコンセンサス予
想となります。 

予想 PER(株価収益率) (倍)   

【22時 45分頃から 8時 45分で随時更新】【コンセンサス予想】 
株価【前営業日終値】÷ 予想 1株当たり純利益 
 
一般的に PER が低いと株価が割安であると判断されます。 
予想値は、I/B/E/S 業績予想を使用しています。 
I/B/E/S 業績予想とは、複数の証券アナリストによる業績予想を集計したコンセンサス予
想となります。 

予想売上高変化率(%)   

【22時 45分頃から 8時 45分で随時更新】【コンセンサス予想】 
（予想売上高【当期会計年度】－ 売上高【直前会計年度末】）÷ 売上高【直前会
計年度末】× 100 
 
予想売上高と売上高【直前会計年度末】の変化率を表します。 
予想値は、I/B/E/S 業績予想を使用しています。 
I/B/E/S 業績予想とは、複数の証券アナリストによる業績予想を集計したコンセンサス予
想となります。 

予想配当利回り (%)   

【22時 45分頃から 8時 45分で随時更新】【コンセンサス予想】 
当期予想配当金 ÷ 株価【前営業日終値】× 100 (対前年度) 
 
株価に対する当期予想年間配当金の割合を示す指標です。 
予想値は、I/B/E/S 業績予想を使用しています。 
I/B/E/S 業績予想とは、複数の証券アナリストによる業績予想を集計したコンセンサス予
想となります。 

予想売上高予想値変化率(%) 

1週前 【22時 45分頃から 8時 45分で随時更新】【コンセンサス予想】 
（予想売上高【当期会計年度】（現在値）－予想売上高【当期会計年度】（指定
期間前回値））÷ 予想売上高【当期会計年度】（指定期間前回値）× 100 
 
当期予想売上高と指定期間（1週間前、1 ヶ月前、3 ヶ月前、6 ヶ月前、12 ヶ月前）
の前回予想値との比較となります。 
予想値は、I/B/E/S 業績予想を使用しています。 
I/B/E/S 業績予想とは、複数の証券アナリストによる業績予想を集計したコンセンサス予

想となります。 

1 ヶ月前 

3 ヶ月前 

6 ヶ月前 
12 ヶ月前 
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4.3 株価関連 
条件 対象期 説明 

株価騰落率(%)   
【15分毎更新】 
前日比株価騰落率(%) 
前日比÷前営業日終値×100 

株価移動平均乖離率(%) 

5営業日前 【15分毎更新】 
(株価【15分間毎】-過去の株価の平均値)÷過去の株価の平均値 
 
選択期間において株価移動平均線から株価がどのくらい乖離したかをパーセンテージ表示
したものです。 

25営業日
前 

75営業日
前 

52週安値更新 

前日 

【15分毎更新】 
選択した期間内において、52週安値を更新した銘柄を表示します。 

5営業日前 

20営業日
前 

3 ヶ月前 

６ヶ月前 

52週高値更新 

前日 

【15分毎更新】 
選択した期間内において、52週高値を更新した銘柄を表示します。 

5営業日前 

20営業日
前 

3 ヶ月前 

６ヶ月前 

52週安値からの上昇率(%)   
【15分毎更新】 
(株価【15分間毎】-年間最安値)÷52週安値×100 
株価が 52週安値からどのくらい上昇したかをパーセンテージ表示したものです。 

52週高値からの下落率(%)   
【15分毎更新】 
(株価【15分間毎】-年間最高値)÷52週高値×100 
株価が 52週高値からどのくらい下落したかをパーセンテージ表示したものです。 

値上がり率（％） 

前日 

【15分毎更新】 
(株価【15分間毎】-株価【過】)÷株価【過】×100 
 
値上がり率が 0 よりも大きい、値上がり上位の銘柄を表示します。 

5営業日前 

20営業日
前 

3 ヶ月前 

6 ヶ月前 

1年前 

3年前 

5年前 

値下がり率（％） 
前日 【15分毎更新】 

(株価【15分間毎】-株価【過去の時点】)÷株価【過去の時点】×100 5営業日前 
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条件 対象期 説明 
20営業日

前 
 
値下がり率が 0 よりも小さい、値下がり上位の銘柄を表示します。 

3 ヶ月前 

6 ヶ月前 

1年前 

3年前 

5年前 

出来高 6日÷25日倍率(倍)   

【前日終値】 
過去 6日間平均出来高÷過去 25日間平均出来高 
 
例：過去 25日間平均出来高と直近 6日間平均出来高の比率を算出し、1 より大きい
と 25日間の平均出来高と比較し、直近 6日間の平均出来高が増えていることを表す。 

出来高騰落率(%)   
【15分毎更新】 
前取引日の出来高に対し、取引中の積算した出来高の割合を倍率で表

示したものです。 
 

 

4.4 テクニカル分析 
条件 対象期 説明 

短期ゴールデンクロス   
【15分毎更新】 
前日に株価の加重曲線(5日)が加重曲線(25日)を上抜けた銘柄を表示します。 
一般的にゴールデンクロスは「買いサイン」と呼ばれています。 

中期ゴールデンクロス   
【15分毎更新】 
前日に株価の加重曲線(75日)が加重曲線(100日)を上抜けた銘柄を表示します。 
一般的にゴールデンクロスは「買いサイン」と呼ばれています。 

短期デッドクロス   

【15分毎更新】 
前日に株価の短期加重曲線(5日)が中期加重曲線(25日)を下抜けた銘柄を表示しま
す。 
一般的にデッドクロスは「売りサイン」と呼ばれています。 

中期デッドクロス   

【15分毎更新】 
前日に株価の短期加重曲線(75日)が中期加重曲線(100日)を下抜けた銘柄を表示
します。 
一般的にデッドクロスは「売りサイン」と呼ばれています。 

短期一目均衡雲抜け上   
【15分毎更新】 
25日移動平均線が一目均衡表の雲を上に抜けた銘柄を表します。 
相場が上昇トレンドにあることを表しています。 

中期一目均衡雲抜け上   
【15分毎更新】 
75日移動平均線が一目均衡表の雲を上に抜けた銘柄を表します。 
相場が上昇トレンドにあることを表しています。 

短期一目均衡雲抜け下   
【15分毎更新】 
25日移動平均線が一目均衡表の雲を上に抜けた銘柄を表します。 
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条件 対象期 説明 
相場が下降トレンドにあることを表しています。 

中期一目均衡雲抜け下   
【15分毎更新】 
75日移動平均線が一目均衡表の雲を下に抜けた銘柄を表します。 
相場が下降トレンドにあることを表しています。 

新値３本足（買いシグナル）   
【前日株価終値】 
新値３本足（買いシグナル）は３本足が陽転した状況を表します。 

新値３本足（売りシグナル）   
【前日株価終値】 
新値３本足（売りシグナルは）は３本足が陰転した状況を表します。 

ボリンジャーブレイクアウト（強気相場）   
【15分毎更新】 
ボリンジャーブレイクアウト(強気相場)は株価の勢いが強気に変化したことを示します。 

ボリンジャーブレイクアウト（弱気相場）   
【15分毎更新】 
ボリンジャーブレイクアウト(弱気相場)は株価の勢いが弱気に変化したことを示します。 

過去 14日 RSI   
【15 分毎更新】過去の一定期間内の変動幅における上昇分の割合を表します。株価動
向の予測の材料として用います。 

ファストストキャスティクス  

【15分毎更新】【過去 14営業日】 
過去における高値・安値に対して、当日終値がどのような位置にあるのかを数値化したもの
で、%K=短期線、%D=中期線、%SD=長期線の 3本の線を使って売買サインを探り
ます。先行する％Ｋラインが遅行する％Ｄラインを下から上へ抜くと、買いシグナルを表しま
す。 
先行する％D ラインを遅行する％K ラインが下回ると売りシグナルを表します。 
買いシグナル：ファストストキャスティクス <= 20 
売りシグナル：ファストストキャスティクス >= 80 

スローストキャスティクス   

【15分毎更新】【3日移動平均】 
スローストキャスティクスはファストストキャスティクスを基に計算しており、％Ｄと％Ｄの移動
平均となる％ＳＤを利用したテクニカル指標です。 
過去における高値・安値に対して、当日終値がどのような位置にあるのかを数値化したもの
で、%K=短期線、%D=中期線、%SD=長期線の 3本の線を使って売買サインを探り
ます。ファストストキャスティクスは値動きが激しい分ダマシが多くなるので、スローストキャスティ
クスを併用して買われすぎや売られすぎを判断します。 
買いシグナル：スローストキャスティクス <= 20 
売りシグナル：スローストキャスティクス >= 80 

DMI 

日足 

【15分毎更新】 
トレンドの方向性に注目した指標である一定期間内の値動きの方向を数値で表していま
す。 
プラスの方向性・上昇に向かう変動制の強さを示す 
＋DI と、マイナスの方向性・下落に向かう変動制の強さを示す－DI から算出されます。 
＋DI が－DI を上抜いた時＝買いシグナル 
＋DI が－DI を下抜いた時＝売りシグナル 
買いシグナル／売りシグナルから選択します。 

週足 

RCI   

【15分毎更新】 
トレンドの方向や転換点を見るための指標で、「時間」と「株価の順位」についての相関関
係を算出しています。 
RCI の値が-100 から-80 の範囲にあれば売られすぎのため買いシグナルとみなします。 
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条件 対象期 説明 
また RCI の値が+80 から+100 の範囲にあれば買われすぎのため売りシグナルとみなしま
す。 
買いシグナル／売りシグナルから選択します。 

サイコロジカルライン  

【15分毎更新】 
過去 14日のうち株価が値上がりした割合を表します。 
株価動向の予測の材料として用いられます。 
(過去 14営業日のうち値上がりした日数) ÷ 14 

MACD交差（強気相場）   

【15分毎更新】 
売買のタイミングを測る指標で、短期平均の値から長期平均の値を引いた差である
MACDが、MACDの値を一定期間分平均したものであるシグナルを下から上に抜けた時
に、ゴールデンクロスで買いシグナルを表します。 
MACD：12日終値指数移動平均－26日終値指数移動平均 
シグナル：9日・MACD移動平均買いシグナル 

MACD交差（弱気相場）   

【15分毎更新】 
売買のタイミングを測る指標で、短期平均の値から長期平均の値を引いた差である
MACDが、MACDの値を一定期間分平均したものであるシグナルを上から下に抜けた時
に、デッドクロスで売りシグナルを表します。 
MACD：12日終値指数移動平均－26日終値指数移動平均 
シグナル：9日・MACD移動平均売りシグナル 
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＜免責事項・注意事項＞ 

■本情報は、リフィニティブ社からの情報の提供を受けており、お客さまは、当社の画面に表示されている本情報をお客様自身のた
めにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲
渡または使用させることはできません。  
■リフィニティブ社では、自社の信用の持てるデータを基に、計算・加工を施し配信しています。データメンテナンスには万全を期して
おりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。従いまして、これらの情報
によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。  
■リフィニティブ社のその他のサービスに関する詳細をお知りになりたい場合は、リフィニティブのパブリック・ウェブサイ
ト （http://www.refinitiv.com/）をご覧ください。  
■本サイトは、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に当
たっての意思決定、最終判断はお客様ご自身の裁量でお願いします。  
■スクリーナーについて、データメンテナンスには万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果
を保証するものでもございません。従いまして、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一
切の責任を負いません。  
 
商号等 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 
登録番号 関東財務局長（金商）第44号 
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 
 

- END   - 
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