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今週の予定 

 国内 海外 

8/15(月) 4－6月期 GDP(8:50) 

全国戦没者追悼式 

[米]ニューヨーク連銀製造業景気指数(21:30) 

聖母被昇天祭 

16(火) サツドラ HD(3544)上場 

7月首都圏マンション販売戸数 

京都五山の送り火 

女子大生の日 

[独]8月 ZEW調査(18:00) 

[米]7月住宅着工件数(21:30) 

[米]7月消費者物価指数(21:30) 

[米]7月鉱工業生産(22:15) 

17(水) ドンキホーテ HD(7532)決算(15:00) 

7月の訪日外国人数(16:00) 

[英]雇用統計(17:30) 

[米]FOMC議事要旨 

18(木) 7月貿易収支(8:50) ユーロ圏消費者物価指数(18:00) 

19(金) 6月全産業活動指数 [加]7月消費者物価指数(21:30) 

20(土) 神宮外苑花火大会 蚊の日 

21(日) 夏の甲子園決勝 リオオリンピック閉幕式 

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  16,100～17,000円      TOPIX 1,280～1,340 

＊期待材料 円安 政府・日銀の政策対応  

＊不安材料 円高 地政学的リスク 中国経済の成長鈍化 原油価格の下落  

2 日に閣議決定された日本の経済対策における 16 年度第 2 次補正予算案での真水の規模は 4 兆

円と、新規に国債を発行する程の規模でもないため、9月に予定されている日銀金融政策決定会合

で量的金融緩和の拡大が実施される可能性は低い。現状の政府・日銀の施策では、日本の期待イン

フレ率を高めて実質金利を引き下げることは難しいものと思われ、円安ドル高が進むには米国経済

が順調に拡大し、FRB による利上げ観測が高まり米国の金利が上昇する必要がある。7 月の米国雇

用統計の内容は良好なものになっており、先週はやや円安方向の動きが出たことで、外需輸出銘柄

など円安メリット株が選好される動きがあった。今後も米国経済が順調に推移していけば、円安ド

ル高が進行し外需輸出銘柄中心に日経平均株価が上昇していく展開が期待される。また、着実な需

要増加が見込まれる半導体や有機 EL、電池関連銘柄では 16 年 4－6 月期決算において、為替動向

に左右されず業績拡大を示す企業が多くなっており注目される。今回は半導体関連銘柄について詳

述したい。スマートフォンの高機能化により 10 ナノ世代の最先端半導体の需要が拡大しており、

台湾の TSMC(半導体受託生産企業の世界最大手)が前倒しで設備投資を進めたことで、東京エレク

トロンの 4－6 月期受注は 2007 年 4－6 月期以来の高水準に拡大。データ量の爆発的な拡大に伴い

データセンターの需要が高まる中で、高速化や低消費電力化のために記憶媒体として 3D NAND型フ

ラッシュメモリへの需要が強まっており、日立国際電気の 1Q 受注高は会社計画上回って着地。サ

ムスン、東芝などメモリメーカーは 2017 年に向けて、一段と 3D NAND 向け設備投資を拡大させる

ことが見込まれている。また、様々な電子機器がインターネットにつながる IoT社会の実現に向け

て、センサなどの半導体の需要が今後、爆発的に増加することが見込まれており、政府による産業

育成政策も追い風に、中国では幅広い世代の半導体への投資が拡大している。好調な事業環境を背

景にアドバンテストは通期計画を、日立ハイテク、SCREEN HDは上期計画を上方修正しており、半

導体関連企業の業績は今後も好調に推移することが見込まれる。(8月 10日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄 

三菱商事(8058)  東証一部   

1Q 決算における純利益は 1,008 億円となり、通期計画の 2,500 億円に対する進捗率は約 40%と

高進捗なスタート。なお、1Q の純利益には事業売却や再編に伴う一過性損益が 320 億円寄与して

おり、同影響を除く実態ベースの純利益は 688 億円となっている。なお、会社側は 2Q 以降にも

一過性利益の計上を 200 億円予定しているとの事である。一過性利益 200 億円を除く残り 2Q か

ら 4Q の予想平均四半期利益は約 430 億円である事から、1Q 決算は一過性利益影響を控除後の評

価としても通期計画に対して好決算と評価出来るものである。 

 特に計画に対して好調に推移しているのが金属事業である。豪州原料炭事業を担う MDP 社が

市況の改善に加えて、これまで取り組んできた徹底的なコスト削減効果により黒字転換を果たし

ている。原料炭市況は昨年末をボトムに反転した後は、足元でも騰勢が継続しており、今後の MDP

社の黒字定着の可能性が高まっている。他にも、近年積極的に投資を行ってきた鮭養殖事業、海

外発電事業、アジアでの自動車関連事業を中心に総じて利益トレンドは改善傾向となっている。

市況下落の影響を受けて LNG 関連ビジネスの収益体質は落ち込んでいるものの、他の事業の改善

によりカバー可能な範囲であり、通期計画の増額修正の可能性が高いものと考えている。 

 今期からスタートした 3 ヵ年中期経営計画の期間中は、年間 60 円配当をベースとし、業績拡大

に合わせて増配を行っていく方針である。1Q 決算は、来期以降の利益成長と増配の継続への期待

を高める決算であったと評価する。 

株価(8/10) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

収益 7,669,489 0.4% 6,925,582 -9.7% ― ― 売買単位 株

税引前利益 574,722 8.0% -92,823 ― ― ― PER(予想) 倍

PBR(実績) 倍

ROE(実績) %

EPS(円) 246.4 -93.7 157.8 配当利回り(予想) %

配当金(円) 70.0 50.0 60.0 担当

100

卸売業
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400,574 10.9% -149,395

株価 8月10日 2,058 円
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説明会より 
 
銘柄 

(コード) 

市場 

株価(8/10) 

売買単位 

コメント 

日立国際電気 
(6756) 

東証 1部 

1,764円 

100株 

前年に半導体製造装置事業で大口案件があった反動で、1Q 決算は前年同期比

29.8%減収、調整後営業利益は 94.2%減少したが、会社計画は上回って着地。1Q

の半導体製造装置の受注は、TSMC の投資前倒しや 3D NAND 向け投資が想定以上

に活発化し、会社想定を上回って推移。東芝からは 3D NAND の量産に向けて、試

験製造用装置の受注が入っており、サムスンは年末からの投資再開が見込まれて

いる。他のメモリメーカーも 3D NAND向け投資を拡大させるものと思われ、年末

から来期に向けて半導体製造装置事業の業績拡大が期待される。(松本 直志) 

トヨタ 
(7203) 

東証 1部 

5,944円 

100株 

1Q はドル 108 円、ユーロ 122 円推移となったことに伴う円高影響、熊本震災に

よる生産影響等を受けた事を踏まえると好決算といえる内容。2Q 以降について

は、コスト削減計画を積み増すが、為替前提をドル 100 円、ユーロ 110 円へと

見直した事による為替デメリットの影響が大きく、通期営業利益計画を 1,000 億

円下方修正。為替は引き続きリスクだが、1Q に対して台当り利益貢献額を通期

では慎重に見ている点、例年、原価低減効果が期の進行に伴い計画以上に発現す

る点等を踏まえると、一段の下ブレリスクは小さものと思われる。(多功 毅) 

マツダ 

(7261) 

東証 1部 

1,567.0円 

100株 

円高影響を受ける中、高採算車の拡販効果、コスト削減効果等により前年並みの

営業利益で着地。通期についてはドル 110 円、ユーロ 125 円前提を基にした計

画を据え置き。会社側はドル 102 円、ユーロ 115 円、その他通貨も足元の水準

を前提とすると、為替要因で営業利益は 300 億円程度の下ブレ要因となるとして

いるが、想定以上の車種構成の改善傾向やコスト削減効果を踏まえると、為替に

よる 300 億円の減益要因はある程度相殺可能と思われる。(多功 毅) 

富士重工 

(7270) 

東証 1部 

3,812円 

100株 

1Q 決算は前年同期比 327 億円の営業減益だが、タカタ製エアバックに関するリ

コール費用や円高要因を除く実態ベースの業績は引き続き好調に推移している。

2Q 以降の為替は 105 円で据え置いたうえで、リコール費用を 300 億円追加計上

した事で通期営業利益を 200 億円下方修正。特に高収益車が好調に推移している

事、大幅刷新した新型インプレッサの投入効果、米国での能力増強効果を踏まえ

ると、今後も為替を除くベースでは好調な業績推移が見込まれる。(多功 毅) 

SCREEN HD 

(7735) 

東証 1部 

1,154円 

1,000株 

半導体製造装置での収益性改善施策の成果や FPD製造装置の受注好調により、1Q

決算は前年同期比 10.9%増収、55.2%営業増益。ファウンドリからの前倒しもあ

り 1Q の半導体製造装置の受注高は前年同期比 28.9%増、前四半期比でも 2.1%増

と過去 3年で最高の受注額になった。FPD製造装置も 3四半期連続で 100億円程

度の受注を獲得し活況で、2Q以降も液晶向けに加えて、有機 EL関連の引き合い

が堅調に推移する見込み。好調な受注環境に加えて、収益構造改革の進展による

利益率改善余地もあり、通期計画の上振れ達成が期待される。(松本 直志) 

東京 
エレクトロン 

(8035) 

東証 1部 

8,665円 

100株 

1Q決算は前年同期比 5.0%減収、27.0%営業減益。装置納入タイミングの端境期に

あり、減収減益になったが期初想定通りの推移。1Q の半導体製造装置の受注は

前倒しもあり、前四半期比 5.1%増加の 1,974 億円となり、ファウンドリ向け受

注額は過去最高を更新。モバイルの高機能化により、10 ナノ世代の先端ロジッ

ク半導体の需要が拡大。中国では IoT 化に向けて、28 ナノ世代以前の旧型製造

装置への投資も拡大。3D NAND/DRAM 向け投資も堅調に推移しており、2Q 以降の

業績挽回が見込まれる。(松本 直志) 
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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 


