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今週の予定 

 国内 海外 

11/21 

(月) 

10月貿易収支(8:50) 

日本バイオマテリアル学会(～22日) 

安倍首相 アルゼンチン訪問 

欧州議会本会議(～24日） 

22(火) WASHハウス(6537)上場 

ロシア 極東旅行セミナー 

[米]10月中古住宅販売件数(24:00) 

パキスタン 国際防衛展示会 (～25日） 

23(水) 休場(勤労感謝の日) 

日本人工臓器学会(～25日） 

[欧]11月ユーロ圏製造業 PMI(18:00)  

[米]10月耐久財受注(22:30) 

24(木) 11月日経日本製造業 PMI(9:30) 

日本エイズ学会(～26日） 

日本ダイカスト会議・展示会(～26日） 

[独]11月 IFO企業景況感指数(18:00) 

[米]休場(感謝祭) 

第 18回 EUウクライナ首脳会議 

25(金) 10月全国消費者物価指数(8:30) [米]ブラックフライデー 

26(土) デザインフェスタ(～27日） AFCチャンピオンズリーグ決勝 

27(日) 第 3回地域おこし協力隊全国サミット 

青森市長選 

スイス 脱原発を問う国民投票 

[仏]中道・右派の大統領候補予備選第二回投票 

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 17,700～18,200円      TOPIX 1,410～1,460 

＊期待材料 円安 政府・日銀の政策対応 製造業の景況感改善 IoT 社会の実現  

＊不安材料 円高 トランプリスク 地政学的リスク 原油安 中国経済の成長鈍化    

トランプ氏が大統領選で勝利したことに伴い、金融株やインフラ投資関連株などが大幅に上昇し

ており、日経平均株価は 18,000 円台乗せが期待される展開になっている。トランプ氏の政策運営

には不透明感が強く、ボラティリティの高い相場展開が見込まれる。ただ、日米欧中の製造業の景

況感を示す経済指標は、9月に揃って拡大を示す水準まで改善しており、世界経済の底打ち反転が

期待される状況にある。国内では中国など海外経済が持ち直し、7－9 月期の実質 GDP 成長率は 13

年 1－9月期以来になる 3四半期連続のプラス成長となった。10月の景気ウォッチャー調査は、足

元の景況感を示す現状判断 DI、先行きの景況感を示す先行き判断 DI ともに 16 年 1 月以来の水準

まで改善している。経済対策の効果や昨年の暖冬の反動による秋冬消費の回復、円高一服による製

造業の景況改善などが期待され、国内景気にも明るい兆しが見え始めている。4－9 月期企業決算

では、製造業の業績に底打ち反転の動きが出ており、17 年度は円高進行一服に伴い増益に転じる

企業が多くなることが見込まれる。IoT社会の実現に向けて 3D NANDやセンサーなどの半導体の需

要が急増することで、17 年度も半導体関連企業の業績は好調に推移することが見込まれる。東京

エレクトロン、日立国際電気といった前工程企業に加え、ディスコや TOWA といった後工程企業も

半導体需要拡大の恩恵を受けるものと思われる。IoTインフラの整備が進むことで、業務の効率化

やビジネスを発展させるため、ビッグデータや AI を活用する動きが強まるものと思われ、情報通

信企業の業績拡大も期待される。特に富士通はスマートフォン、PCなどから ITソリューション事

業に経営資源を集中させる構造改革の成果が出始めており、17 年度は業績が好転する可能性が高

い。FA、ロボットなど設備投資関連株も IoTの導入による恩恵が大きい業種であり、円高進行の一

服や中国などでの自動化投資の拡大により 17 年度の増益転換確度は高い。トランプリスクが警戒

され株式市場が軟調に推移するような局面では、17 年度に向けて業績拡大が期待される銘柄中心

に押し目を狙って行くのが良いと思われる。(11月 17日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄 

日本電産(6594)  東証一部   

2Q累計決算は、円高による影響が前年同期比で107億円の営業減益要因となったが、車載及び家

電・商業・産業製品グループの収益性改善が順調に進んでおり、また、市場が縮小傾向のHDDも2Q

については堅調に推移した事も貢献し、同94億円の営業増益での着地となった。下期の為替前提

を1ドル100円(従来105円)、１ユーロ110円(同115円)と円高方向に修正したうえで、2Q累計決算が

計画を上回った事等を踏まえて、通期利益計画の上方修正を発表。車載及び家電・商業・産業用

の業績拡大に加えて、全セグメントで想定以上に収益性の改善が進んでおり、通期計画の再増額

が期待される。 

中期的な観点では、車載用部品の成長性とM&A戦略に期待している。車載では、既にトップシェ

アを有する電動パワステ(EPS)用モータにおいて、さらなるシェア拡大が見込まれる。また、EPS

用モータでの高い実績を背景に、他の車載用の中核部品でも電動化ニーズを取り込む事が見込ま

れる。M&Aについても、複数の大型案件の交渉が進展している模様で、エマソンから買収したモー

タ・ドライブ事業に続く案件の発表が待たれる。 

2Qの決算説明会では、元シャープ社長の片山副会長の下で進められる、生産性改善活動の成果

が紹介された。一部の工場ではIoTを活用し自動化を進めた事で、大幅な省人化を成し遂げている。

今後は先行して導入した自動化工場のノウハウを他の工場にも順次移転する計画で、収益性の改

善が加速する事が期待される。短期、中長期の両観点で注目したい。 

 

株価(8/25) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 1,028,385 17.5% 1,178,290 14.6% 1,200,000 1.8% 売買単位 株

営業利益 110,939 30.7% 117,662 6.1% 135,000 14.7% PER(予想) 倍

税前利益 107,092 26.8% 117,164 9.4% 133,000 13.5% PBR(実績) 倍

当期純利益 76,015 35.1% 89,945 18.3% 100,000 11.2% ROE(実績) %

EPS(円) 271.6 303.0 337.2 配当利回り(予想) %

配当金(円) 70.0 80.0 85.0 担当

100

電気機器

　　　15年3月期 　　　16年3月期 　　　17年3月期(予) 10,460
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(11/17) 

売買単位 

コメント 

森永乳業 
(2264) 

東証 1部 

795円 

1,000株 

上期決算は前年同期比 2.4%減収、54.6%営業増益。アイス、ヨーグルト、チーズ

の販売数量増や商品数削減、コスト削減、販促費効率化、円高などによる原燃料

価格の低下が進み上期の最高益を更新。健康意識への高まりからヨーグルト市場

が成長しており、約 282 億円をかけて機能性ヨーグルトの生産能力を拡大し、

2020年度にヨーグルト事業の売上高を 15年度比 1.5倍に拡大させる方針。ヨー

グルトの販売増やコスト削減、商品ミックス改善などにより、利益率はまだ改善

余地があると思われる。(松本 直志) 

扶桑化学 

(4368) 

東証 1部 

2,590円 

100株 

2Q 決算は、計画を上回る営業利益で着地。果実酸を主軸とするライフサイエン

ス事業、超高純度コロイダルシリカを主軸とする電子材料事業ともに好調に推

移。ライフサイエンス事業は、出荷が堅調に推移するうえコスト削減が寄与。電

子材料事業は半導体業界の好調に加えて、微細化進展に伴い CMP工程での他材料

からの置き換えが引き続き進展している。通期計画についても上方修正を発表し

ているが、再増額の可能性が高いものと思われる。(多功 毅) 

ディスコ 

(6146) 

東証 1部 

12,760円 

100株 

上期決算は前年同期比 2.0%減収、16.1%営業減益。円高に加えて電子部品向け精

密加工装置が低調だったことで減収、減益になったが、7月からメモリの生産が

活発化したことで設備の稼働率が上昇し、消耗品の販売数量が大幅に拡大し装置

の販売も持ち直している。メモリ向け受注の引き合いが落ちつきつつあるため、

3Qの受注は 2Q比減少、4Qは慎重に 3Q比横ばいを想定し通期は前年比 3.8%減収、

16.3%営業減益計画。来期に向けては 3D NAND の投資活発化、生産拡大に伴い半

導体向け精密加工装置、消耗品の売上拡大が期待される。(松本 直志) 

TOWA 
(6315) 

東証 1部 

1,327円 

100株 

上期決算は前年同期比 21.2%増収、54.9%営業増益となり、会社計画を大幅上ブ

レ達成。中国系スマートフォン向けに、指紋認証用センサーに使う封止装置の販

売が拡大。中国ではハイエンド化が進み新規の取引先が増え、同社の封止装置の

需要が拡大している。上期決算が計画を上振れたことや 2Q末の受注残を 87.7億

円と豊富に抱えていることから、据え置かれている今期計画は上方修正されるこ

とが見込まれる。来期についても、3D NANDの投資拡大や IoT時代到来に伴う半

導体需要の拡大を追い風に、封止装置の販売拡大が期待される。(松本 直志) 

伊藤忠商事 
(8001) 

東証 1部 

1,474.5円 

100株 

前年にあった一過性利益の反動で減益決算ではあるが、食料品事業を中心に全般

的に業績は好調に推移している。通期純利益計画に対する進捗率は 58%であり、

伊藤忠の利益構造が比較的下期型である事を踏まえると、上ブレの可能性が高い

ものと思われる。特に、食料、金属、化学等が通期計画の上ブレ要因となる事が

見込まれる。社長は、中計の来期純利益の 4,000億円計画について、各事業セグ

メントの収益体質改善が着実に進んでおり、達成に自信を示している。(多功 

毅) 

三菱商事 

(8058) 

東証 1部 

2,403.5円 

100株 

2Q 決算は、非資源事業が低調に推移した事や船舶事業で減損損失発生の影響を

受けたが、豪州原料炭事業の市況上昇とコスト削減効果、鮭鱒養殖事業の市況改

善効果等が大きく貢献し、前年同期の純利益を上回ると共に、通期計画について

も上方修正を発表。原料炭事業の市況前提については公表していないが、足元の

水準より保守的な前提としている模様。原料炭市況は、一段と騰勢を強めており、

通期計画の上ブレ確度は高いものと思われる。(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 


