米国
本誌は、投資パフォーマンスの上で
も株主還元の面でも日本株を上回る魅
力を持った米国株情報を、より多くの

見方
の
使い方
略研究にと、幅広くご活用いただける
ことを願っています。
『米国会社四季報』は年2回、4月・10月の発売です。

方々に伝えるために創刊されました。
本誌の企業データは、世界の機関投
資家や運用会社などに金融・投資デー
タを発信する大手金融情報プロバイダ

掲載対象、掲載区分と掲載順

ーであるS&P Global Market Inteligence

米国の証券取引所に上場している米

（以下、S&Pグローバル）から、また、

国を本拠とする企業のうち、以下の観

株価は世界的な金融情報サービス会社

点で編集部が選定。節税その他の理由

であるインタラクティブ・データから、

で本社は米国外にある企業も含む。今

それぞれ提供を受けています。

号より米国預託証券（ADR…American

本誌編集部では、これら英文の基礎

Depositary Receipt）として米国主要

データをできるだけ和訳し、企業概況

取引所に上場している米国外の有力銘

等の記事部分も追加調査して独自の内

柄も掲載。ADR は米国外企業の株式

容とするなど、使い慣れた日本語で企

を信託銀行などの預託期間に預け、こ

業の現況をさっとつかんでいただくた

れを担保に発行される証券で、通常の

めの加工を施しています。誌面や採録

米国現物株と同様に売買できる。

項目は創刊 80 年を数える投資バイブ
ル『会社四季報』に近づけ、長年培わ
れた企業・財務データの編集ノウハウ
を盛り込みました。
親しまれた体裁で、投資に必要な情
報を密にコンパクトに収録した、日本
には類を見ない本格的な米国企業デー
タブックです。有望投資先の発掘のみ
ならず、国境を越えた取引先や競合企
業の調査、世界最先端企業の財務・戦
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個別銘柄編

● S&P500指数採用銘柄─ 468

※日本からは取引できないREIT（不動産投資信
託）除く全社
※S&P500は米国の証券取引所に上場している
代表的な500銘柄の株価指数
●

2014年以降にIPO（新規公開）を
行った新興銘柄─ 16

※再上場、スピンオフ（分社）含む
※うち6社はS&P500銘柄

● 有名ブランドなど日本で知名度が高

い、または米国株式市場で話題の
有力企業など─154
合計 632社

このうち、S&P100 クラスの優良大

■誌面上のブロック配置

型企業、大型 IPO 銘柄、成長期待の高

A

いベンチャー企業の中から、編集部が

B

特に注目したい企業を「注目企業」と
C

して１社１ページで収録。
※S&P100はS&P500のサブ指数で、
ブルーチップと
呼ばれる大型優良株100銘柄の株価指数

E

「注目企業」
、これに続く「有力・成
長企業」
（１社1/2ページ掲載）とも、
業種別、売上高の高い順に収録。デー

D

L

G

F

タの「・・」は不明または開示なし、
「―」は 0 または項目なし。

I

H
J

掲載項目について
【社名・ティッカーコード】

A

K

ブロック

英文社名は正式社名。日本語社名は
日本の証券会社などで一般に用いられ
ている名称を採録したが、発音や日本

業が上場している米国の主要取引所。

法人の表記などを勘案して編集部で付

記載の略称については 521 ページ参

与したものもある。網掛け部分はティ

照。
【従業員】は、直近決算期時点の

ッカーコード（ティッカーシンボル）

パートタイマーを含めた全従業員数。

で、日本の証券コードにあたる。１社

【URL】は各社のウェブサイト。
【代表

で複数銘柄が上場しているグーグル

者】は CEO（最高経営責任者）を原則

（GOOG、GOOGL）や バ ー ク シ ャ ー・

とし、
「年間現金報酬」としてカッコ

ハサウェイ（BRK.A、BRK.B）などは、

内の会計年度における代表者の現金報

流通株数の多いほうを採録。
【創業】

酬額を記載した。

は設立・創業年。【上場】は上場年月。
【決算】は決算月。
【住所 ･ 上場市場 ･ 代表者等】

B

ブロック

【企業概況・業績概況】

C

ブロック

【企業概況】は事業内容や事業規模、
業界での地位や事業展開などの各社の

【本社】は原則として、各社が米国

特色、
【業績概況】は各社の直近の業

証券取引委員会（SEC）へ提出する財

績動向や業績見通しを簡潔にまとめた

務報告書の表紙に記載された本社住

もの、ここで記載された「コンセンサ

所。最後に州名（外国会社は国名）を

ス予想」とは、S&Pグローバルが集計

和文で付した。
【上場市場】は当該企

したアナリスト予想を指す（ K ブロッ

7

の値。株価は、実績が直近決算期末時

ク【業績】欄参照）
。
【株価チャート・株価・株価指標】

D

ブロック

株価チャートは 2016 年９月（３月
は 15 日まで）まで 60 カ月分の月足チ
ャート。株式分割やスピンオフがあっ

の終値を用いている。株数は希薄化後
の期中平均株式数を用いている。
【ライバル企業・同業種の日本企業】

E

ブロック

た場合は遡及修正している。株価は９

【ライバル企業】は S&Pグローバル

月 12 日までの値で作成。折れ線グラ

が設定された競合企業・類似企業を参

フの実線は 12 カ月移動平均線、点線

考に、直接的な競合関係にある企業を

は 24 カ月移動平均線。棒グラフは月

選定した。
【同業種の日本企業】は、

間出来高（単位 100 万株）
。横軸年表

当該企業と類似の業態とみなされる日

示の下に表示している「ROE」
（自己

本企業を選定した。

資本利益率）はその年の本決算期のも
の。純利益÷自己資本（期首と期末
の平均）で計算され、自己資本を使っ

【主な日本法人・採用インデックス等】

F

ブロック

【主な日本法人】
は『外資系企業総覧』

てどれだけ効率的に利益を上げられた

（小社刊）などを参考に、当該企業の

かを判断する指標。変則決算の場合は

日本における現地法人や日本支社で調

「･・」、自己資本がマイナス（債務超過）

べがついたものを掲載。
【主要顧客】

の場合は「―」、その年に本決算を迎

は S&Pグローバル調べによる各社の主

えていない場合は空白を表示。

な販売・サービス提供先。複数の顧客

【株価】は直近３カ月の月次の高値

の属性のなかから、米国政府・政府機

と安値。【株価指標】の「PER」は株

関、日本企業、日本以外の上場企業、

価収益率、「PBR」は株価純資産（株

非上場企業の順に優先して掲載。
【採

主 資 本 ）倍 率。PER は 株 価 ÷ １ 株 当

用インデックス】は当該企業が構成銘

たり利益（EPS）で計算され、利益水

柄になっている S&P、ダウ、ラッセル

準に対する株価の割安度、割高度を判

など代表的な株価指数。採録指数は以

断する指標。PBR は株価÷１株当た

下。ダウ30（NYダウ工業株30種平均）、

り株主資本（BPS）で計算され、資産

ダウ輸送 20（NY ダウ輸送株 20 種平

価値に対する株価の割安度、割高度を

均）
、ダウ公共 15（NY ダウ公共株 15

判断する指標。単位は注目企業以外も

種平均）
、S&P100、S&P500、S&P 中

「倍」。「予想配当利回り」は１株当た

型 400（S&P 中型株＝ミッドキャップ

り配当（DPS）÷株価で計算され、株

400 種）
、S&P 小型 600（S&P 小型株

式投資金額に対して配当金でどれくら

＝スモールキャップ 600 種）
、S&Pグ

いのリターンが期待できるかを示す。

ローバル 100、ラッセル 1000、ラッ

予想と実績の本決算期を〈 〉内に示し、

セル 2000、ナスダック 100。

計算に用いた EPS、BPS、DPS は同期
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点の終値、予想は 2016 年９月 12 日

【S&P 格付】は、S&P による自国通

■ S&P 長期発行体格付け
AAA
AA

債務者がその金融債務を履行する能力が極めて高い
債務者がその金融債務を履行する能力が非常に高く、最上位の格付けとの差は小さい

A

債務者がその金融債務を履行する能力は高いが、上位2つの格付けに比べ、事業環境や経済状況
の悪化の影響をやや受けやすい

BBB

債務者がその金融債務を履行する能力は適切であるが、事業環境や経済環境の悪化によって債務
履行能力が低下する可能性がより高い

BB

債務者は短期的により低い格付けの債務者ほど脆弱ではないが、高い不確実性や、事業環境、金融
情勢、または経済状況の悪化に対する脆弱性を有しており、状況によってはその金融債務を期日通
りに履行する能力が不十分となる可能性がある

B

債務者は現時点ではその金融債務を履行する能力を有しているが、
「BB」に格付けされた債務者
よりも脆弱である。事業環境、金融情勢、または経済状況が悪化した場合には債務を履行する能力
や意思が損なわれやすい

CCC

債務者は現時点で脆弱であり、その金融債務の履行は、良好な事業環境、金融情勢、および経済状
況に依存している

CC
R
SD、D

債務者は現時点で非常に脆弱である
財務上の問題が理由で規制当局の監督下に置かれている債務者に付与される格付け
債務者の金融債務の少なくとも一部（格付けの有無を問わない）が履行されないことを示す

※AAからCCCまでの格付けには、
プラス
（＋）
記号またはマイナス
（−）
記号が付与されることがあり、
格付けの中での
相対的な強さを表す。
※免責事項の詳細は以下を参照。www.standardandpoors.com/regulatory-affairs/main/jp/jp/

貨建て長期発行体格付。格付記号の詳

複数銘柄が上場している場合は、株価

細は上表のとおり。

に対応する株式数からそれぞれ算出し

【監査法人】は原則として直近決算

【テーマ・ブランド・発行済株式数等】

て合算。
【同業種内順位】は同業種（左
右の枠外記載の分類クラス）での時価

期における会計監査人。
G

ブロック

【テーマ】は、投資のきっかけとな
るテーマを編集部が選定し、各社に当
てはまるものを採録したもの。
【ブラ
ンド】は、各社の主要なブランド。ジ

総額、売上高（営業収益）順位。【同
業種内時価総額１位】は同業種での１
位企業。当該企業が１位の場合は「―」
で表示。
【財務・キャッシュフロー・指標等】

H

ブロック

ャンルや読み方などを（ ）で付した

【財務】の項目は貸借対照表におけ

ものもある。【発行済株式数】は直近

る財務項目で、
〈 〉内の決算期時点の

決算期末時点（注目企業は〈 〉内に

値。
「 予 」は CIQ Estimates に よ る 予

記載）
、自己株式分を除く。株式分割、

想（
【業績】欄参照）
。
「総資産」は資

株式配当等を調整した値。【時価総額】

産 の 合 計 額。「 自 己 資 本 」（Total

は 2016 年９月 12 日時点で、株価終

Common Equity）は自社に帰属する

値に発行済株式数を掛けて計算され、

（非支配持分を含んでいない）普通株、

市場から見た企業規模を表す。１社で

種類株などの株主資本合計。
「自己資

9

本比率」は自己資本÷総資産で計算

「予」は予想値。
「ROE」はブロック D

され、総資本のうち返済の必要のない

参 照。
「ROA」
（ 総 資 産 利 益 率 ）は

自己資本の占める割合で、経営の安定

EBIT ÷総資産（期首・期末の平均）

性を示す指標。
「１株株主資本」
（BPS）

で計算され、総資産を使ってどれだけ

は、株主資本÷発行済株式数。
「非支

利益を上げたかを示す。
「設備投資」

配持分」は、従来、少数株主持分と呼

は工場や機械など、固定資産への投資

ばれていたもので、子会社の純資産の

額。
「減価償却」は過去の設備投資額

うち親会社（自社）以外の株主に帰属

を期間配分したその期の費用化額。
「研

する部分を指す。「有利子負債」は、

究開発費」は新製品の開発等に支出さ

短期長期の借入金、社債、キャピタル

れた費用を示す。

リースなど、利払いが発生する負債の
合計額。

【株主・事業構成】

I

ブロック

【キャッシュフロー】は、キャッシ

【株主構成】は、
〈 〉内の決算期時

ュフロー計算書に記載された、１会計

点における株主の属性を、機関投資家、

年度に出入りした現金の流れを示す。

事業会社、個人・役員、政府・公的機

「営業 CF」は営業活動で生じた現金、

関、ESOPs［従業員持株］、公益財団

「投資 CF」は資産の取得や売却で増減

法人、
その他一般株主などに分類して、

した現金、
「財務 CF」は資金の調達や

持株比率を集計したもの。
【株主】は、

返済により増減した現金の額を示す。

親会社に遡った実質的な株主名とその

「現金同等物」は前述３種類の活動の

持株比率を、上位から順に収録。
【事

結果、決算期末に残った現金の額。

業構成】は各社の設定した事業セグメ

「フリー CF」は事業活動によって得
たキャッシュから事業を継続するため
の資金を差し引いたもので、利払いや
債務の償還、配当や自己株消却、新た

高】は地域別の売上高比率。
【業績チャート】

J

ブロック

な投資などの原資となる。営業 CF か

棒グラフは売上高または営業収益

ら投資 CF を差し引いて求める簡便値

（左目盛）、折れ線グラフは希薄化後１

も含め、支払利息を控除しないベース
（Unlevered Free Cash Flow）でもおお
よその水準は計れるが、本誌では支払
利息を控除した Levered Cash Flow を
採用した。
事業の拡張や株主還元など、

株益（EPS、右目盛）。それぞれ【業績】
欄の数値から作成。
【業績】

K

ブロック

損益計算書における財務項目。決算

純粋な企業価値の向上に使えるキャッ

期の「予」は予想数字で、
S&Pグローバル

シュがどれだけあるかを示し、投資家

のコンセンサス予想（CIQ Estimates）
。

の関心がより高いからである。

世界約 700 社の証券会社や調査会社

【指標等】は〈 〉内の決算期時点で、
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ントごとの売上高比率、
【地域別売上

に所属するアナリストにより提供され

財務データの標準化について
S&Pグローバルでは、会計基準の異なる企

業間または時系列の比較・分析ができるよう
に、可能な限り業績項目の標準化を行ってい

る。本誌も基本的にこの数値を採録している
ため、各社の開示資料と異なることがある。

たとえば 、
「売上高」
（ S a l e s ）に は 会 社 に

よってライセンス 料 など付 帯 的 な 収 入 を 加
える場合があるが、S&Pグローバルでは主た

る業 務 の 収 入 に 限 定し、
「営 業 収 益」
（T o t a l
Revenue）の項目名に統一している。

また、利益項目についても、米国会計基準

（U S G A A P）を日本 の 会 計 基 準と比 べると、
経常利益という概念がない、日本では特別損

失に計上される一時的な構造改革費用（リスト

ラ費用）を販売費および一般管理費に含める

ことがあるなどの違いがある。

S & Pグ ロー バ ルで はこうした 非 経 常 的 な

費用を除いた、統一的な基準による経常利益

相 当 項目や 営 業 利 益 相 当 項目を設 定してい

る業績予想を集計したもの。
「売上高（営業収益）
」は企業が本業
から得た収益。11 ページ囲みのよう

る。この標準化概念により、S&Pグローバルが

「会社の本業から毎期継続的に発生する利益」
（営 業 利 益に相 当）と定 義 づ けている項目が
「EBIT」である。

米国では一般にEBIT（支払金利前税引前利

益）
と営業利益は同義に扱われ、S&Pグローバ
ルでも同じ値を収録している。

ただし、その他の一部項目については編集

部の判断で、S&Pグローバルによる標準化項

目そのままでなく、各社の公表ベースの値や
加工データを採録したものもある。
決算期の表示について
日本企業では３月決算会社であれば、決算

期末日は毎年３月末日と決まっている。ところ
が、米国企業ではある期（年度、四半期）では

４月２日というように翌月にずれ込むことがあ

る。本誌ではそのようなケースでも、決算期は

３月として
【業績】をはじめとした決算期表示を

している。

期利益。「純利益」は法人税支払い後
の当期利益で、当期における最終的な
利益を示す。

に S&Pグローバルでは売上高相当項目

「基本１株益」（Basic EPS）は、純

を Total Revenue（営業収益）として

利益÷期中平均の発行済株式数で計

統一している。だが、本誌では日本の

算される。１社で複数銘柄が上場して

読者がつかみやすいよう、業績に金融

いる場合は、流通株数の多い銘柄を基

フォーマットを適用する会社のみ「営

準に、交換比率を適用して算出。「希

業収益」とし、その他は「売上高」の

薄化後１株益」（Diluted EPS）は、普

項目名で表示した。

通株式に転換可能な種類株（希薄化効

「営業利益」は会社の収益力を見る

果を有する潜在株式）を発行している

うえでの基本指標。「EBIT」は営業 利

場合などに、すべて普通株式に転換さ

益と同義（11 ページ囲み参照）だが、

れたと仮定して株式数を算出して計算

多くの金融業では利息の発生源を本業

した１株当たり利益。米国では種類株

か否かで分けることが難しいと思われ

の発行が非常に活発なため、市場が注

るため、EBIT（支払金利前税引前利益）

目するのは希薄化後１株益である。優

の項目名で予想値のみ表示した。

先株配当額等を差し引いた後の純利益

「税前利益」は法人税支払い前の当

で算出。「１株配」は１株当たり配当
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金の年間合計額で、
「−」は無配の意。

可能な 251 銘柄を対象とし、運用会

予想配当金には特別配当金を含み、実

社別に、連動金融商品（株式、債券、

績配当金には特別配を含まない。

商品など）、投資地域、セクター等で

【四半期】収録項目も同様で、
「希１
株益」は希薄化後１株益。
【欄外業種】

分類して順に収録した。
【特色】は主たる投資先など、各銘

L

柄の運用の特徴を簡潔に記載。
【投資

ブロック

地域】は投資先市場の国や地域で、
「グ

S&P GMI による業種分類で、米国

ローバル」は投資先が世界全体にわた

で一般的に用いられている業種分類に

ることを意味する。
【ベンチマーク】

準拠している。

は当該 ETF の運用の目標。
「分配金」
は直近実績。
「分配利回り」は 2016

ＥＴＦ（上場投資信託）編

年９月12日の取引値で計算。
「経費率」
とは、投資信託の計算期間にファンド

ETF は Exchange Traded Fund の 略

に計上された経費が、期末時点でのフ

で、証券取引所で上場株式と同じよう

ァンドの純資産総額に占める割合。経

に売買できる指数連動型投資信託のこ

費には、信託報酬、有価証券の売買委

と。S&P500 インデックスなど何らか

託手数料、補完費用などが含まれる。

の指標を目標（ベンチマーク）に運用

【資産】は運用会社各社の公表資料よ

される。運用会社は裏付けとなる現物

り取得した運用資産。【時価総額】は

資産（ベンチマークの指数を構成する

2016 年９月 12 日時点の値。
【取引値】

銘柄）を保有している。

は 2016 年１月〜９月 12 日までの高値

米国市場に上場しており日本で購入
● S&P長期発行体格付けについて

と安値。単位は US ドル。

本誌は、
スタンダード＆プアーズのような信用格付

保証も行いません。第三者たる内容提供者は、格

機関から得た格付等、第三者から入手した情報を

付等かかる内容の利用に関しても、直接、間接、

含んでいることがあります。その形態を問わず、第

付随的、懲戒的、補償的、懲罰的、特別若しく

三者から得た内容の複製や配布は、当該第三者

は結果的に生じた損害、費用、経費、弁護士費

の事前の書面による許可のない限り禁止されていま

用または損失（逸失利益若しくは収益および機会

す。第三者たる内容提供者は、格付等の情報に

費用または過失により生じた損失を含みます。）に

ついての正確性、完全性、適時性または入手可

ついて、いかなる責任も負いません。信用格付は

能性を保証するものではなく、
理由の如何を問わず、 意見の表明であり、事実の表明でも、また証券の
過失その他による誤り若しくは脱漏またはかかる内容

購入、保有または売却を勧奨するものでもありませ

を利用して得られた結果についての責任を負いませ

ん。信用格付は、証券の適格性や証券が投資目

ん。第三者たる内容提供者は、市場性または特定

的に合致していることを示すものではなく、
投資助言

の目的や利用への適合性についての保証を含め
（こ

として依拠されるべきものではありません。

れらに限られません。
）
、明示黙示を問わずいかなる
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