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会社四季報とは？

『会社四季報』は企業の特
色や注目材料、業績、財務内
容、株価の動きをコンパクト
にまとめた季刊雑誌（３、６、
９、12月刊）です。掲載対象
は原則として株式を自由に売
買できる証券取引所に上場し
ている会社に限られます。 

3分でわかる四季報

徹底活用術

どんな会社（①、②）を
誰が所有し（⑦）、
誰が経営を任され（⑧）、
短期・中期業績はどうなのか（③、④）、
前号比で利益をどれくらい修正しているか（⑤）、
配当はいくらなのか（⑥）、
安全なのか（⑨）、
株式市場はどう見ているのか（⑩、⑪）、
株価は割安なのか、割高なのか（⑫）。
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四季報を12ブロックで読み解く
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1. コンパクトな企業データブック
全上場企業を網羅しています。企業情報収集の定番として、株式投資の情報源のみならず、取引先の

調査やマーケティング、就職情報として広く活用されています。“会社辞典”の代名詞的な存在です。

2. 株式投資のバイブル、証券界のインフラ
株式投資といえば、まずは『会社四季報』から。1936年の創刊以来、一貫して読者の立場から編集し、

「株式投資のバイブル」として親しまれています。歴史的な知名度と情報の信頼性で他の類似誌を圧倒し
ています。

3. 独自の連結２期業績予想
四季報記者の徹底取材により、会社寄りでも証券会社寄りでもない中立的・客観的な予想に定評があ

ります。特に先を見通した２期予想、連結時代に重要視される営業利益予想を追求しています。 
個人投資家だけでなく証券会社・金融関係のプロからも圧倒的な信頼を得ています。類似誌を押さえ

て75％前後の市場占有率を誇ります。
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四季報を12ブロックで読み解く

まず、❶、❷でその会社が何をやっているかを知ります。次いで、❸記事、❹業績数字でその企業が
どこで利益を出しているかを確認します。営業利益は企業が本業で生み出す利益、これに受取利息、配
当金から支払利息を引いた金融収支などを加えたものが経常利益。ここまでが企業の日常（経常）的な活
動から生み出された成果です。ここから土地の売却益や減損など、非日常的な損益（特別損益）を加え、
税金などを差し引いたものが当期利益（四季報では「純利益」）です。 

❹の業績欄で「予」が付いている業績予想は東洋経済の独自の判断によるもので、会社発表予想と異
なることがあります。四季報の担当記者が全社取材し予想します。ここで大事なのは、前号に比べ、ど
れだけ業績予想を修正したかということです。営業利益の修正幅が一目でわかるように矢印を使って記
号化しています（❺）。特に　は30％以上増額修正した会社で要注目です。配当の実績と予想の「実額」
は【配当】欄に掲載（❻）。【業績】欄の＊は株式分割等を考慮し、１株益、配当を修正している場合です。
過去の流れを確認してください。 
企業を所有しているのは誰か（❼株主）、経営を委任されているのは誰か（❽役員）も重要です。 

企業の安全性を知りたい場合は、❾財務欄と�格付が参考になります。財務欄の自己資本比率は、安
全性を示す指標で、一般的にはこの比率が高いほど、安全性が高いといえます。現金の出入りを示す【キ
ャッシュフロー】も参考になります。特に営業キャッシュフローが長期にわたってマイナス（▲）の場合
は、要注意です。【格付】は専門の信用格付け会社が、安全性を簡単な記号で表したものです。 

企業の効率性を見たい場合は、❾の【指標等】が参考になります。効率性とはいかに少ないおカネで、
多くの儲けを生み出しているかを示す指標です。ここではＲＯＡ（総資産利益率）とＲＯＥ（自己資本利
益率）を掲載。いずれの数値も高いほうが効率がよいということになります。企業の将来性や方向性を見
るには、❾の設備投資や研究開発と❸の記事がヒントになります。積極的に事業を展開している企業は、
設備投資や研究開発費を増やします。数値と記事を読み合わせれば、企業の未来が見えてきます。 

�と�で株価の動きを確認できます。企業業績は、株価を決める重要な要素ですが、最終的には株の
売り、買いの人が、どれくらいいるかで、株価は決まります。�の株価で過去の高値・安値、出来高が
わかります。これで、現在の株価水準が歴史的に見てどのような位置にあるかを確認できます。欄外に
はチャート（�）を示しています。チャートは株価の勢いや方向性を判断するときに使われます。�の
【株価指標】で株価が割安か割高か判断できます。今期、来期の予想ＰＥＲ（株価収益率）とＰＢＲ（株価
純資産倍率）で株価の水準を確認しましょう。低いほど割安です。株価と最低購入額も参考にしてくだ
さい。 

�の【資本異動】欄は増資、減資など企業のファイナンスの歴史を表しています。株式分割などの年月
は、いつの株主に新株を付与したかという割当年月でなく、実際の新株発行年月を表しています。原則、
予想のみが割当年月（東洋経済の独自予想）です。

誌面は大きく12の欄に区分されます。❶業種、❷社名・事業内容・本社住所等、
❸記事、❹業績、❺業績修正変化記号、❻配当、❼株主、❽役員・連結会社、❾財
務、�資本異動・株価・格付、�株価チャート、�株価指標です。 
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みなさんは『会社四季報』（以下、四季報）と、類似の企業情報誌とどこが違うの？　同じじゃないの？
と思っていませんか。本の形や大きさは似ていますが、中身には大きな「差」があります。この差を知る
ことが、四季報を使いこなすための第一歩となるのです。ここでは、四季報の特色を5つ紹介しましょう。

会社四季報のココがすごい！

徹底活用術 2

1. 全上場企業を担当の記者が完全２期予想 
いま上場企業は約3550社あります。その全社に対して四季報は担当記者をつけています。決算発表

や新製品発表、工場取材、社長をはじめとした幹部への取材などを通じて日常的に会社を取材し続けて
います。 
証券会社でもアナリストがカバーしているのは大手を中心に500社程度と言われています。つまり証
券アナリストは、3000社以上の上場企業をカバーできていないのです。全上場企業をカバーしているの
は、東洋経済と日本経済新聞社の２社くらいでしょう。 

2. 業績の完全２期予想は四季報だけ 
四季報の最大の特徴は会社の業績２期予想と、ファイナンス予想を行っている点です。競合のＮ誌は
基本的には１期予想で、２期目はアナリストの予想を使ったりしています。しかし全社ではありません。
アナリストは全社をカバーしていないので予想数字がないのです。
どうして２期目の予想が大事なのでしょうか。例えば、秋になると株式市場は来期業績を注目し始め
ます。14年３月期のＰＥＲが25倍、15年３月期が10倍だとすると、株価は15年３月期業績を織り込む
方向に進みます。
その時、役に立つのが四季報なのです。欄外の株価指標には、２期分の予想ＰＥＲを掲載してあります。

3. 投資家が注目する四季報の上方修正 
四季報が発売になると読者のみなさんがまずチェックするのが上方修正企業です。前号に比べて予想
営業利益を増やしたかどうか欄外の記号で確かめられます。　が30％以上の増額修正企業です。
中でも要注目は四季報記者が独自増額した企業です。会社が予想を据え置いた場合でも、四季報は独

自に利益予想を増減させることがあります。四季報は季刊の“雑誌”です。記者の予想、編集部の判断を
重ね合わせ予想を作っています。発売日に株価が上昇するいわゆる「四季報相場」になる企業はそうした
独自上方修正企業が多いようです。 
たとえば、次の図表の瑞光（6279）をご覧ください。2012年12月14日に発売された13年新春号で、

四季報は13年２月期予想営業利益を24.6億円としました。会社側のこの時点での予想営業利益は18.1
億円でした。四季報では会社側の予想を過小だと判断し、独自の予想数字を練り上げたのです。そし
て、12月21日には会社側が、13年２月期の予想営業利益を27.5億円に引き上げました。会社側の予想
が、四季報予想を追いかけてきたわけで、四季報の独自予想の的確さを裏付けたと言えます。
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４. 高シェアが読者の利益を生む 
こうした結果が読者の支持となって現れています。シェアは75％と圧倒的なものになっています。 
ここで重要なのが、シェアが高いことは読者の利益につながるという点です。ま、ビールならばシェ
アよりも自分の好みを優先する人も多いでしょう。ところが、株式投資ではそうはいきません。「株は美
人投票だ」とケインズが言ったように、自分が誰を美人と思うかより、みんなが票を入れそうな企業を探
し出さなければならないからです。 
周りの空気を読まずに自分だけで動くのは決して得策ではありません。市場参加者の多くが頼りにす

る情報をいち早く入手することが成功につながります。 
ちなみに海外で日本企業の業績予想といえば四季報予想のことを言い、年金ファンドや海外マネーも
四季報予想を参考にしています。実際の市場参加者が見る企業情報という観点からするとシェアは75％
よりはるかに高率なのです。

四季報の各号の特徴をマスターしておくと便利です。 
３月期決算は４～５月に発表されます。６月発売の「夏号」は前３月期決算の結果を収載、新しい期の
期初の予想が載る号です。投資家の注目が特に高い号と言えます。
第１四半期（４～６月期）の結果をもとに修正をかけるのが９月発売の「秋号」。四季報の独自予想が際

だつ号です。 
９月中間決算を受けて今期、来期の予想を修正するのが12月発売の「新春号」。３月期決算の場合、２
期目（来期）の予想に注目が集まります。 
「春号」（３月発売）は、12月期の本決算と３月期の第３四半期（４～12月期）発表を受けて制作します。 

5. 年４回の特徴を知っておこう 

13 年新春号で四季報は13 年２月期予
想営業利益を24.6億円としました。
予想営業利益を18.1億円と発表してい
た会社側は、その後、27.5億円まで予
想を引き上げました。
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会社四季報の発行は年４回。
３月（春号）、６月（夏号）、９月（秋号）、12 月（新春号）の中旬に発売されています。

４〜６月の第１四半期業績が出揃うの
が８月半ば。秋号での記者の作業は、
新年度がスタートして３カ月間の実績
を踏まえ、為替や市況など前提条件に
変化はないか、期初に立てた予想数字
に狂いが生じ始めていないかなどの確
認が中心になります。期初計画達成が
早くも怪しくなってきた会社も現れ始
め、四季報独自の「サプライズ予想」
が徐々に増えてきます。

【秋号】

第３四半期決算が出揃うのは２月半
ば。本決算まであと３カ月分が残って
いますが、カレンダーの上ではあと１
カ月で新年度を迎えてしまいます。春
号での記者の視点も、着地点がほぼ見
えている今期ではなく、来期の動向に
移ります。業績欄のコメントも半分
以上が来期に関するものとなり、「見
出し語」（先頭の【　】の部分）も来
期の業績を象徴した言葉になっていま
す。来期の有望株を先回り買いするに
は打って付けの号といえるでしょう。

【春号】

事業年度の折り返し地点を過ぎ、そろ
そろ通期の着地点がどのあたりになる
のかが見通せるようになります。記者
にとっては腕の見せどころ。大胆な上
振れ予想、下振れ予想が随所に出てき
ます。新春号は年間を通して最もサプ
ライズ銘柄を発掘しやすい号といって
よいでしょう。

【新春号】

上場企業の約７割は３月期決算会社で
す。決算は毎年５月半ばまでに出揃い、
多くの場合は、実績と同時に新年度の
業績予想も発表します。「夏号」の特
長は３月実績を完全収録しているこ
と。記者は取材を通して会社側の計画
が甘すぎたり堅すぎたりしないかを吟
味し、前期実績との比較を中心にコメ
ントしています。

【夏号】
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FAQ
読者の皆様から、よくお問い合せをいただく質問と、それに対する回答を掲載しています。

発売時期、掲載会社

会社四季報は１年に何回刊行されているのですか。Q
会社四季報は年４回の発売です。発売月は 12 月（１集・新春号）、３月（２集・春号）、６月（３
集・夏号）、９月（４集・秋号）となっています。

A

どのような会社が掲載されているのですか。Q
会社四季報に掲載しているのは上場会社です。有名な会社であっても、非上場の会社は掲載
していません。

A

見たい会社を探すには、どうすればよいのですか。 Q
社名がわかれば、巻頭の「社名索引」で探すことができます。
　また、会社四季報では証券コード順に会社が掲載されていますので、見たい会社の証券
コードがわかれば、すぐに探すことができます。証券コードとは、上場会社すべてに割り振
られている４ケタの数字のことです。
　社名の一部しかわからない、証券コードがわからない、という場合には、本サイトの左カ
ラム上の「企業検索＆株価情報」（または、画面左上の記事検索）から検索することが可能です。

A

見方・使い方

はじめて買ったので、どこから読めばよいのかわかりません。 Q
会社四季報は企業情報の宝庫であり、いろいろな読み方、使い方があります。そのなかで、
会社四季報として力を入れているのが業績予想です。今期および来期の２期予想と、業績予
想の解説記事には、特に注目してください。
　前号から業績予想が上方修正されたのか、下方修正されたのかも重要な情報です。これに
ついては、欄外にある「予想営業益の前号比マーク」が便利です。
　簡単な見方・使い方については、本サイトの「会社四季報とは？　３分でわかる四季報」を
ご覧ください。

A

配当金の見方について教えてください。 Q
会社四季報では、通期の「１株配」のところには年間配当を、中間の「１株配」のところには
中間配当を記載しています。たとえば、通期の配当が 10 円、中間期の配当が５円となって
いる場合、年間配当 10 円＝中間配当５円＋期末配当５円、となります。中間配当をもらう
権利がなくなった（「権利落ち」といいます）後に株式を購入した場合、期末配当の５円しか
もらえませんので、ご注意ください。
　なお、会社四季報に掲載している「配当利回り」は、年間配当をもとに算出しています。 

A
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いつまでの決算実績が載っていますか。 Q
３月期決算会社でいえば、６月発売の３集・夏号に、原則として本決算実績が反映されてい
ます。また、12 月発売の１集・新春号には、原則として９月期中間決算の実績が反映されて
います。

A

会社四季報の業績予想と、会社が公表している業績予想が違うのですが。 Q
会社四季報の業績予想は、すべて独自予想です。担当記者が各企業を取材したうえで、独自
に判断した業績見通しを掲載しています。したがって、会社予想と違う場合も少なくありま
せん。
　同様に、株式分割などのファイナンス予想も独自判断によるものです。 

A

業績予想

発売後の最新情報を入手するにはどうすればよいでしょうか。 Q
東洋経済オンラインでは、「マネー（会員限定）」欄で毎日「四季報速報」を配信しています。
左カラムメニューのマネー「四季報速報」からご覧頂けます。アドバンスト会員は最新の業
績予想もご覧頂けます。また、弊社刊行物である『週刊東洋経済』の「『会社四季報』最新情報」
欄にも四季報速報の情報を一部ピックアップして掲載しています。 

A

会社四季報のデータを使って、自分なりに銘柄をスクリーニングしたいのですが。Q
会社四季報と同時に、『会社四季報ＣＤ－ＲＯＭ』が発売されます。ＣＤ－ＲＯＭ版では、ユー
ザーが条件を設定し、独自に銘柄をスクリーニングすることができます。 

A

関連商品、最新情報

自分が買った株式の株価見通しについて知りたいのですが。 Q
会社四季報編集部では、個別銘柄の株価見通しについてはお答えしておりません。A

その他


