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今週の予定 

 国内 海外 

7/25(月) 6月貿易収支(8:50) 

JSR(4185)決算(15:00) 

[独]7月 IFO企業景況感指数(17:00) 

[米]民主党党大会(～28日) 

26(火) エムスリー(2413)決算(15:00) 

信越化学(4063)決算(15:00) 

キヤノン(7751)決算(15:00) 

シマノ(7309)決算(15:30) 

オリックス(8591)決算(15:30) 

[米]5 月 S&P/ケース・シラー住宅価格指

数(22:00) 

[米]7月消費者信頼感指数(23:00) 

[米]6月新築住宅販売件数(23:00) 

[米]FOMC(～27日) 

27(水) 任天堂(7974)決算(16:00) [米]6月耐久財受注(21:30) 

28(木) 日銀金融政策決定会合(～29日) 

村田製作所(6981)決算(15:00) 

[独]7月消費者物価指数 

[欧]消費者信頼感確定値 

29(金) 

 

決算発表集中日 

6月全国 CPI(8:30) 

6月鉱工業生産(8:50) 

[欧]4－6月期 GDP速報値(18:00) 

[欧]7月消費者物価指数(18:00) 

[米]4－6月期 GDP速報値(21:30) 

30(土) 隅田川花火大会 国際オリンピック委員会理事会(～31

日) 

31(日) 東京都知事選挙 [米]全米プロゴルフ選手権最終日 

出所はロイター、ブルームバーグ、新聞各紙より、時刻は日本時間(予定) 

＊日経平均  16,200～17,100円      TOPIX 1,290～1,360 

＊期待材料 国内外の政策対応 成長戦略の加速 企業ガバナンス改革  

＊不安材料 国内政策対応の不発 英国の EU 離脱問題の余波 地政学的リスク  

経済対策の事業規模に関して参院選の公示前は 5兆～10兆円とする報道が多かったが、その後、

英国の EU離脱問題を受けての世界的な金融市場の混乱を背景に 10兆円超との報道が主流となり、

ついに、21日には毎日、産経、読売新聞がそれぞれ 1面で 20兆円規模とする方向で調整に入った

と報じるに至った。しかし、各紙の報道によると、20兆円の内訳は、国と地方自治体の追加支出、

いわゆる真水部分は 3兆円に留まり、他に財政投融資で 6兆円、政府系金融機関の融資が 5兆円、

国からの補助金等に合わせて民間が投じると見込まれる金額が 6 兆円の計 20 兆円程度との事で、

20 兆円の見出し程の経済的なインパクトは無いし、自民党の二階総務会長や藤井内閣官房参与が

主張していた 20兆円の内容とも異なる。各紙報道の真水部分の規模は、菅官房長官が 16日のブル

ームバーグのインタビューで語っていた、経済対策はやるとしながらも赤字国債は発行しないとの

説明とも整合性が付き、確度は高いものと思われる。経済対策が大型の国債発行を伴わない事を踏

まえると、今週開かれる日銀の金融政策決定会合では、いわゆる狭義のヘリコプターマネーが導入

される可能性は低く、また、足元では落ち着きを見せている英国の EU 離脱問題が再波乱を引き起

こした場合に備えて、数少ない貴重な弾を残す必要性から、広義のヘリコプターマネー拡大の可能

性も低いのではないか。財政、金融政策が不発となれば、期待先行で上昇してきた株式市場にも負

の影響を与える事が想定される。一方で、21 日の各紙の報道では、与党内からは歳出、事業規模

について積み増しの声があるともしており、流動的な面も残る。また、党三役、内閣改造を控えた

タイミングで、財政規律派の谷垣幹事長が自転車事故でケガをした事を受け、後任に積極財政派の

二階氏、安倍氏に忠実な(とされる)岸田外務大臣を推す声もあり、党内の財政支出を巡る議論に影

響を与える可能もあり、今後の人事にも注視したい。 (7月 21日現在、多功 毅) 
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今週の参考銘柄 

東京エレクトロン(8035)  東証一部

3D－NANDや微細化投資向けに主力の半導体製造装置事業の伸びが牽引し、16 年度は前年比 7.5%

増収、6.2%営業増益計画。FPD 製造装置事業も、中小型向け設備投資の拡大により前年比 9.7%増

収計画。TV 向け有機 EL パネル市場の拡大を見込み、有機 EL パネル製造用インクジェット描画装

置の開発を進めている。2020 年 3 月期までの中期経営計画では、世界の半導体設備投資市場(15

年度は 315億ドル)が 300 億ドルの場合、売上 7,200億円、営業利益 1,440億円、世界の半導体設

備投資が 370 億ドルの場合、売上 9,000 億円、営業利益 2,250 億円の達成を目指している。先端

微細加工技術や新構造、新材料、次世代メモリ、先端パッケージング技術など多岐にわたる高度

な技術が求められており、革新的技術を創出することで成長を続ける方針。注力分野のエッチン

グ装置、ALD装置、洗浄装置では装置採用のための技術認定が着実に進展している。保守・メンテ

ナンスなどフィールドソリューションでは、2020 年 3 月期に売上 2,000 億円超(2016 年 3 月期は

1,850 億円)を目指す。iPhone6 のような最先端製品でも旧世代装置で作ったセンサーなどの半導

体が搭載されており、旧世代の製品に対する保守、部品供給、アップグレードなどのフィールド

ソリューションの売上拡大が見込まれる。 

全ての物がインターネットにつながる IoT 時代の到来に伴い、半導体の需要が大きく拡大する

ことが見込まれる。成膜、エッチング、洗浄、塗布などの製造技術を幅広く持つことを強みに、

半導体製造装置のシェアアップやフィールドソリューションの売上増大が期待される。 

 

株価(7/21) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 613,124 0.2% 663,948 8.3% 714,000 7.5% 売買単位 株

営業利益 88,113 173.6% 116,788 32.5% 124,000 6.2% PER(予想) 倍

経常利益 92,949 161.9% 119,399 28.5% 124,000 3.9% PBR(実績) 倍

当期純利益 71,888 ━ 77,891 8.4% 85,000 9.1% ROE(実績) %

EPS(円) 401 461 514 配当利回り(予想) %

配当金(円) 143 237 260 担当 松本　直志
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(7/21) 
売買単位 

コメント 

ウェルシアHD 

(3141) 

東証 1部 

6,550円 

100株 

1Q は連結化した CFS のシステム統合コストや販促方法転換による一時的な売り

上げの落ち込みがあったが、既存のウェルシアの調剤併設率向上、24 時間営業

店の拡大等による拡販効果が想定以上で、計画を大きく上回るスタート。2Q か

らは CFSの特殊コストの剥落効果もあり引き続き好決算が期待される。統合後の

CFSは、当初はコスト面のシナジー発現が見込まれるが、過去にグループ化した

企業の例を見ると、販促方法統合一年後くらいからは売上面でもメリットが見ら

れる事から、来期以降の本格貢献が期待される。(多功 毅) 

エイチーム 

(3662) 

東証 1部 

1,966円 

100株 

16 年 7 月期 3Q 累計決算は前年比 43.9%増収、10.9%営業減益だが、2－4 月期は

前年比 40.2%増収、29.2%営業増益と好調に推移。引っ越し価格比較サイトが繁

忙期だったことから、過去最高の四半期売上・営業利益を達成。6月に配信を開

始した新作スマートフォン向けゲームの「ヴァルキリーコネクト」が売上ランキ

ングで好調なスタートとなっており、売上ランキングでトップ 30 位程度をキー

プ出来れば、来期業績に大きく貢献することが見込まれる。(松本 直志) 

ダイト 

(4577) 

東証 1部 

2,611円 

100株 

前期決算は、政府のジェネリック普及策を追い風に原薬や製剤の販売は堅調に推

移するが、円安に伴う原価率の悪化や工場の火災事故発生による工場の稼働停止

影響を受けて営業利益は横ばいに留まる。今期については新工場稼働による償却

費の増加や研究開発費の増加を見込むものの、工場トラブル要因による悪景況の

剥落、ジェネリック向けに拡販効果を見込み前年同期比 4.8％増収、4.1%営業増

益を計画。(多功 毅) 

イトクロ 

(6049) 

東証マザーズ 

3,055円 

100株 

16年 10月期上期決算は、「塾ナビ」など教育口コミメディアが牽引し前年比 32.8%

増収、51.1%営業増益。通期営業利益計画に対する進捗率は 68.7%と順調で計画

超過達成が見込まれる。口コミストックの増大に伴い訪問者数が増え、塾に対す

る資料請求が増加し成果報酬が拡大。塾などは主に折り込み広告で集客を行って

いたが、折り込みチラシを見る年齢層が高齢化しており、集客効果が減退してい

ることで、広告媒体のネットシフトが進んでおり、今後も業績拡大が見込まれる。

(松本 直志) 

不二越 

(6474) 

東証 1部 

343円 

1,000株 

上期決算は前年比 1.1%減収、33.4%営業減益。中長期的な成長に向けて人員増強

と設備投資を拡大したことや円高の影響で、営業利益は前年比大きく減少。ロボ

ット事業を中核事業とすべく、生産能力増強を急ピッチで進めている。小型ロボ

ットで大型契約が中国、米国で進んでおり、ロボット事業は通期で前年比 17.5%

増収計画。ロボットを活用した自動化需要が増大しており、ロボット事業の売上

高を 16年度計画の 250億円から 20年度に 1,600億円へ飛躍的に増大させる方針。

(松本 直志) 

エンプラス 

(6961) 

東証 1部 

2,614円 

100株 

1Q 決算は最大の稼ぎ頭であったオプト事業が、独占的に供給していた韓国メー

カーが複数購買をスタートさせた事に伴う数量減影響を大きく受けた事に加え

て、半導体機器では北米メーカー向けの減少、熊本震災で被災した日系顧客向け

の落ち込み、さらには円高も影響し前年同期比 21.1%減収、64.8%営業減益。通

期では、単価を引き下げた事で韓国メーカー向けのオプトの出荷が 7月以降に回

復している事や新規顧客の開拓効果が下期から本格的に寄与する事、半導体機器

も 2Qから回復が見込まれる事から、計画を据え置き。(多功 毅) 
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本店営業部 (03)3668-5412  〒103-0026 中央区日本橋兜町 1-8 

金 町 支 店 (03)3600-6681  〒125-0041  葛飾区東金町 1-22-9 

高円寺支店 (03)3311-1171  〒166-0003 杉並区高円寺南 3-58-25 

大岡山支店 (03)5754-5523  〒145-0062  大田区北千束 3-28-1 

  パークホームズ大岡山ラヴィアンコート 1F 

巣 鴨 支 店 (03)3918-6311  〒170-0002  豊島区巣鴨 3-33-2 

上板橋支店 (03)3935-0311  〒174-0071  板橋区常盤台 4-22-12 

深 川 支 店 (03)5600-7891  〒135-0005  江東区高橋 11-1 

茂 原 支 店 (0475)25-1151  〒297-0023  茂原市千代田町 1-6茂原サンヴェルプラザ 1F 

○金融商品取引法に基づく表示事項 

◇商号：山和証券株式会社  金融商品取引業者：関東財務局長(金商)第 190 号 

 加入協会：日本証券業協会 

◇ご投資にかかる手数料の概要およびリスクについて 

 ・国内上場株式等を購入する場合は、約定代金に対して最大 1.1772%(ただし約定代金 230,000

円以下の場合は最大 2,700 円)の委託手数料をいただきます。 

・国内上場株式等は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、発行会社の

信用状況の悪化等により投資元本を割り込むおそれがあります。商品ごとに手数料等及びリ

スクは異なりますので当該商品の契約締結前交付書面をよくお読みください。 

 

○山和証券免責事項 

 ・本アナリストレポートは、投資の参考となる情報提供を目的としたものであり、特定の有価

証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。投資の最終決

定は投資家ご自身の判断と責任でおねがいします。 

 ・本アナリストレポートの全部もしくは一部を引用または複製、転送等により使用することを

禁じます。 

                                                               発行 山和証券調査室 


