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今週の予定 

 国内 海外 

11/14 

(月) 

7－9月期 GDP(8:50) 

ドイツ連邦共和国大統領訪日(～18日） 

黒田日銀総裁 名古屋での経済界代表者

との懇談における挨拶 

[中]10月鉱工業生産(11:00)  

[中]10月小売売上高(11:00)  

[中]10月固定資産投資(11:00) 

[米]ロサンゼルスモーターショー(～27日） 

15(火) 七五三 

サッカーWカップ予選サウジアラビア戦 

[独]11月 ZEW調査(19:00) 

[米]10月小売売上高(22:30) 

16(水) 10月の訪日外客数(16:00) 

Japan VR Summit2 

IoTテクノロジー2016(～18日） 

[英]10失業率(18:30) 

[米]10月卸売物価指数(22:30) 

[米]10月鉱工業生産(23:15) 

17(木) JIMTOF2016(～22 日)  

日本救急医学会総会(～19日） 

日本商工会議所臨時会員総会 

安倍首相、ニューヨークでトランプ氏と会談 

[米]10月住宅着工件数(22:30) 

[米]10月消費者物価指数(22:30) 

18(金) 任天堂(7974)ポケモン サン・ムーン発売 [露]10月失業率(22:00) 

19(土) セガフェス(～20 日) 

日立初のロボット掃除機発売 

APEC首脳会議(～20日) 

APEC開催中に日露首脳会談開催 

20(日) 免疫細胞治療フォーラム [仏]中道・右派の大統領候補第一回予備選 

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 17,000～18,000円      TOPIX 1,340～1,430 

＊期待材料 テクニカル的な上値抵抗帯抜け後の株価急騰 円安 想定より底堅い企業決算  

＊不安材料 トランプリスクの顕在化 OPEC総会 欧州の政治リスク 地政学的リスク  

トランプ氏の米大統領選での当選が確実視されると、先行きへの強い不透明感から 9日の日経平

均株価は急落した。その後にトランプ氏が行った勝利宣言において、国民間の和解や海外との関係

に関して穏健な態度を示した事で安心感が広がり、また、同氏が主張する大幅減税やインフラ投資

拡大への期待感から米国株は上昇し、翌日の日経平均株価は前日の下げを一日で取り戻す大幅高と

なった。テクニカル的には 4 月につけた戻り高値の 17,572 円を終値で抜けてくれば、昨年の高値

を追う展開が期待される。しかしながら、今回の勝利宣言の内容だけで、トランプ大統領誕生に伴

うリスクが払拭されたと考えるのは時期尚早であろう。例えば、中国の為替操作国への認定が指示

された場合は、中国との貿易戦争勃発への懸念が高まろう。また、NAFTA 見直し、TPP 撤回が実施

されれば関係国の大きな反発を招く事は必至であるし、先行き不透明感から設備投資の抑制が懸念

される。同盟関係の大幅な見直しにつながる要求等も実行に移されれば、地政学的リスクが極端に

高まる事が想定される。かねて訴えていた強硬な移民政策を実現させようとすれば、議会を抑える

共和党との関係悪化が見込まれる。公約の大幅減税とインフラ投資の拡大についても、財源問題に

焦点が当たる局面が早晩訪れる事が予想される。これら懸念に対しては、副大統領候補のペンス氏、

司法長官候補とされるジュリアーニ元 NY 市長、国防長官候補とされるフリン氏等がトランプ氏の

政策を現実路線に修正させるとの楽観的な見方もあるが、現実路線をとれば支持層から強烈な反発

を招くことが確実だ。これらリスク要因が実際に顕在化するのは、1 月 20 日の大統領就任式以降

となろうが、トランプ氏が自説を固持する姿勢を示した場合や、暴言、醜聞が伝われば、就任前に

もリスクオフの流れが生じる可能性もある。(11月 10日現在、多功 毅) 
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今週の参考銘柄 

富士通(6702)  東証一部   

上期決算は前年同期比7.0%減収、営業黒字に転換。円高により1,200億円ほど売上が減少したも

のの、国内ITサービス事業が好調に推移したことやコストダウンにより営業利益は前年同期比383

億円改善。円高は半導体・電子部品ではマイナスになるが、ハードウェアやPC、スマートフォン(ス

マホ)ではプラスになるため、損益への影響はほぼフラット。ソリューション/SI事業は国内の伸

びが牽引し、昨年に続き過去最高の売上を更新。製造業や流通、通信キャリアなどで幅広くIT投

資が拡大しており、オリンピックに向けて堅調に推移する見込み。円高によるドル建て部材のコ

ストダウンと費用削減により、スマホ・PC部門は黒字転換。通期計画は円高に伴い売上を下方修

正したが、円高で部材購入費用が減るため利益計画は据え置いている。 

収益力向上を目指して、スマホ、PC、半導体・電子部品では他社との連携などあらゆる選択肢

を検討し構造改革を断行。ITソリューションに経営資源を集中させ、17年度～18年度に営業利益

率5%の達成を目指している。ITソリューションでは、300を超える実証プロジェクトや外部アライ

アンス等を通じて、ビッグデータと解析ノウハウを蓄積しIoT基盤を強化。AI専門人材を 2018年

度までに 1,500名へ増強し、AIを活用して富士通の事業全体の自動化を進め、得られた知見を顧

客へ提供するなどテクノロジーの強化を進めることで、将来的に営業利益率を10%へ高めていく方

針。構造改革によるコスト改善や事業構造改革費用の減少に伴い、来期の増益確度は高いと思わ

れる。加えて、AI、IoTなどデジタル革新に伴いITソリューション事業に対する需要増大が見込ま

れ、売上成長と収益力向上により業績拡大が期待される。 

株価(11/10) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上収益 4,753,210 -0.2% 4,739,294 -0.3% 4,500,000 -5.0% 売買単位 株

営業利益 178,628 21.3% 120,612 -32.5% 120,000 -0.5% PER(予想) 倍

税引前利益 198,864 23.4% 131,822 -33.7% 未定 ― PBR(実績) 倍

当期純利益 140,024 23.7% 86,763 -38.0% 85,000 -2.0% ROE(実績) %

EPS(円) 67.7 41.9 41.1 配当利回り(予想) %

配当金(円) 8.0 8.0 8.0 担当 松本　直志

15.4
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株価 11月10日 631 円 週足
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説明会より 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(11/10) 

売買単位 

コメント 

寿スピリッツ 

(2222) 

東証 1部 

2,858円 

100株 

上期決算は前年同期比 22.2%増収、13.4%営業増益となり売上、利益ともに会社

計画を超過。明治 HD からミルフィーユなど洋菓子の製造販売を行うフランセを

取得したことや、主要国内国際線空港でお土産用お菓子、首都圏でプレミアムス

イーツの販売も拡大。付加価値向上に伴う値上げや製造ラインの生産効率改善な

どにより、売上総利益率は前年同期から 0.8ポイント改善。フランセはコスト削

減、生産効率の改善、運送の効率化など構造改革施策の成果で順調に損益が改善

している模様で、通期計画も上ブレ達成が期待される。(松本 直志) 

ニチレイ 
(2871) 

東証 1部 

2,204円 

100株 

上期決算は前年同期比 1.8%増収、54.6%営業増益。チャーハンなど冷凍食品や中

食向けチキン加工品の販売が拡大。販売数量増に伴い国内工場の稼働率が向上

し、生産性が改善したことや円高も追い風にコスト削減が進んだことで、通期利

益計画を上方修正。下期は広告宣伝費の増強や天候不順による野菜の調達コスト

増などにより慎重な計画になっているが、冷凍食品、チキン加工品などの加工食

品の販売は好調に推移するものと思われ、通期計画の更なる上ブレが期待され

る。(松本 直志) 

GMO 

ペイメント 
ゲートウェイ 

(3769) 

東証 1部 

4,700円 

100株 

16 年 9 月期通期決算は前年比 34.1%増収、28.3%営業増益。決済代行事業の売上

が前年比 20%増程度成長したことや金融関連事業の売上が同 163%増と急拡大し、

これまで投資してきた成果の刈り取りが進んでいる。今期は M&Aにより売上が拡

大し前年比 54.9%増収、31.2%営業増益計画。M&Aの効果を除くと前年比 26.1%増

収、30.1%営業増益計画。11月 2日からゾゾタウンに後払いサービスの導入を開

始し大変好調な初動になっている。2020 年前後に営業利益 100 億円の達成を目

指す中期目標に向けて、事業基盤が整いつつある。(松本 直志) 

TDK 
(6762) 

東証 1部 

7,130円 

100株 

円高影響に加えて、引き続き HDD市場落ち込みの影響を受けているが、想定比で

HDD市場が堅調に推移した事に加えて、採算改善の進む受動部品事業及び成長著

しい二次電池事業が牽引し、2Q 決算は前年同期比 2.8%営業減益に留まった。下

期の為替前提を 1ドル 100円(従来 110円)に変更したうえで、好調な上期決算を

踏まえて通期業績計画を上方修正。下期は M&Aに係る一過性費用等が収益の圧迫

要因になるとするが、為替リスクを除けば修正後の通期計画は上ブレの可能性が

高いものと思われる。(多功 毅) 

日東電工 

(6988) 

東証 1部 

7,262円 

100株 

1Q 時の北米スマホメーカー向けの不振に加えて、円高による収益圧迫要因が大

きく 2Q決算は未達での着地。また、下期の為替前提を１ドル 105円(従来 110円)

と見直した事に伴う円高影響の発現に加えて、注力する核酸医薬事業の先行投資

費用積み増しを織り込み、通期計画も下方修正。下方修正を発表しながらも、増

配を発表したのはポジティブ。配当性向よりも、積み上がるキャッシュを考慮し

たとしている。中長期的には核酸医薬の成長が期待される。(多功 毅) 

富士重工 

(7270) 

東証 1部 

3,805円 

100株 

2Q 決算は、計画以上の円高影響や品質関連コストの発生があったが、北米での

拡販効果でカバーし計画を上回る着地。一方、通期計画は下期の為替前提を 1 ド

ル 100 円と円高方向に見直した事を主因に下方修正を発表。為替は引き続きリス

ク要因だが、当社製品への北米での力強い需要動向、生産能力の増強効果、大幅

に刷新した新型インプレッサ投入効果等を踏まえると、今回の修正計画は保守的

と思われ、上ブレ着地が期待される。(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 


