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今週の予定 

 国内 海外 

11/28 

(月) 

インフラメンテナンス国民会議設立総会 

バドミントン全日本総合選手権(～4日) 

ユネスコ無形文化遺産保護条約第 11 回

政府間委員会(～2日） 

29 

(火) 

表面科学学術講演会 

ZMP(7316)仮条件決定 

スクエニ(9684)ファイナルファンタジーXV発売 

[米]7－9月期 GDP改定値(22:30) 

[米]9 月 S&P コアロジック CS 住宅価格

指数(23:00) 

30 

(水) 

10月鉱工業生産(8:50) 

日本分子生物学会(～12/2) 

レジャー＆サービス産業展/レジャーホテルフエ

ア(～30日） 

[欧]11月消費者物価指数(19:00)  

[米]11月 ADP雇用統計(22:15) 

[米]10月 PCEコア(22:30) 

OPEC総会 

12/1 

(木) 

Fintech Japan2016(～2日） 

日銀櫻井審議委員 滋賀県金融経済懇談会にお

ける挨拶 

壱番屋（7630）9年ぶりにポークカレーを値上げ 

[中]11月製造業 PMI(10:00) 

[中]11月非製造業 PMI(10:00)  

[中]11月財新製造業 PMI(10:45)  

[米]11月 ISM製造業景況指数(24:00) 

2(金) 第 1回国際コインランドリーEXPO 

ミシュランガイド東京 2016発売 

[米]11月雇用統計(22:30) 

東宝アニメ「君の名は」中国で公開 

3(土) 日本糖尿病性腎症研究会(～4日） 香港 国際中小企業 EXPO最終日 

4 

(日) 

JR留萌線留萌－増毛間最終運行日 

福岡国際マラソン 

[伊]憲法改正の是非を問う国民投票 

オーストリア大統領選 

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 17,800～18,600円      TOPIX 1,420～1,480 

＊期待材料 円安 企業業績の底打ち  

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

3 月期決算企業の 2Q 累計決算は、想定以上に底堅い内容であった。日経平均株価の予想 EPS は

百貨店、海運 3 社等の下方修正を受けて 11 月 1日に 1,158 円まで低下したものの、その後は好決

算を発表したソフトバンク、トヨタ、三菱商事等の業績見通しの引き上げを受けて、11月 22日現

在では 1,180円まで戻っている。また、日経平均採用銘柄の通期経常利益予想の合計額も、EPSと

同様に下げ止まった状態にある。昨年央以降、通期経常利益予想の合計額が下方トレンドに転じる

中、予想 PERも 14から 16.5 倍程度の推移から、13から 15.5倍程度へと下方シフトし、業績と PER

両要因による株価調整局面が継続してきた。直近、業績下方修正懸念が後退した事で PER水準が上

方に回帰しているのが、現在の株価上昇の主因であろう。加えて、米国大統領選後に急速に進んだ

円安局面が定着するようだと、来期業績にも強気の見方が大勢を占めるようになり、株価の本格的

な上昇局面への転換も期待される。とはいえ、今週は 30 日に OPEC 総会、12 月 2 日に米国の雇用

統計、12 月 4 日にイタリアでの憲法改正の是非を問う国民投票、オーストリアの大統領選と、今

後を見通すうえでの重要イベントが目白押しであり、これらイベントの結果を見極めるために、買

い一巡の局面が訪れる可能性が高い。仮に、OPEC 総会で減産への具体的な枠組みで協調出来ない

ようであれば原油安につながり、資源国、新興国経済リスクが懸念される。また、米国の雇用統計

が想定外の失速を示す内容であれば、米国の 12 月利上げとドル高への期待が低下するであろう。

さらに、イタリアの国民投票やオーストリアの大統領選の結果如何によっては、欧州の政治混迷化

への懸念が高まり、有事の円買いと株安転換という事態もあり得る。(11月 24 日現在、多功 毅) 
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今週の参考銘柄 

TOWA(6315)  東証 1部   

半導体を衝撃や温度、湿度などから守るために、樹脂を使って周囲を固め保護をする半導体樹

脂封止装置の世界トップシェア企業。隅々まで均一に樹脂を行き渡らせ安定した成形をすること

で品質が安定し、樹脂などの材料削減、歩留まり向上、基板の大型化にも寄与することから、同

社の独自技術であるコンプレッション方式の封止装置に対して、ハイエンドパッケージの成形に

不可欠な装置として市場からの評価が向上しており、採用が拡大している。 

上期決算は前年同期比 21.2%増収、54.9%営業増益。中国スマートフォンメーカー向けに指紋認

証センサーに使う封止装置の伸びが牽引し、1Q に大きく受注が拡大。指紋認証では大半のシェア

を獲得しており、市場拡大とともに装置の需要が拡大している。下期は指紋認証向け封止装置の

受注一服を見込んでいるが、より薄い封止ができるように性能を高めた新製品を来春投入予定。

中国での半導体設備投資急増に備えて、中国蘇州工場の増築工事が 12 月に完了予定。3D NAND 向

けの業績貢献はまだないが、来期に向けて 3D NAND の生産数量増に伴い、サムスン向けなどで販

売増が期待される。上期の受注高は前年同期比 36.4%増加し、受注残は 87.7億円と前年同期の 45.8

億円に対して豊富に抱えていることから、通期計画は上方修正されることが見込まれる。 

IoTインフラ構築に向けたセンサーやマイコンの需要増、ビッグデータ処理用のデータセンタ拡

大に伴う 3D NAND の需要増、自動車の電子化による車載向け半導体の需要増、スマートフォンの

普及拡大などにより、封止装置の需要は今後数年にわたって拡大することが見込まれる。 

 

 

株価(11/24) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 21,204 23.5% 22,186 4.6% 23,500 5.9% 売買単位 株

営業利益 1,671 265.6% 1,940 16.1% 2,100 8.2% PER(予想) 倍

経常利益 2,316 247.7% 2,057 -11.2% 2,100 2.1% PBR(実績) 倍

当期純利益 2,095 268.8% 1,790 -14.6% 1,900 6.1% ROE(実績) %

EPS(円) 83.8 71.6 75.9 配当利回り(予想) %

配当金(円) 10.0 10.0 10.0 担当

100

機械

　　　15年3月期 　　　16年3月期 　　　17年3月期(予) 1,268

松本　直志

16.7

1.5

8.5

0.8
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(11/24) 

売買単位 

コメント 

東京応化工業 

(4186) 

東証 1部 

3,810円 

100株 

1Q は低調に推移したが、2Q に入り順調に回復傾向となり、期初計画を上回る営

業利益で着地し、通期も増額修正。下期の営業利益は期初予想をほぼ据え置いた

形だが、装置事業の見通しを引き下げる一方、材料事業の見通しを引き上げてい

る。高密度実装材料と KrFレジストが高成長を遂げている。高密度実装材料はハ

イエンドスマホの AP 向けに採用された事や MEMS 材料向けに、KrF レジストは

3DNAND向けに拡大しており、今後も成長の加速が見込まれる。(多功 毅) 

ローツェ 

(6323) 

東証 1部 

1,705円 

100株 

上期決算は前年同期比 22.9%増収、129.7%営業増益。サムスン向けガラス基板搬

送機の売上計上が下期にずれたため売上計画は未達だが、売上拡大に伴うベトナ

ム工場の稼働率向上と計画的な生産により利益を確保出来たことで、利益計画は

大幅に上振れ。TSMC 向けウエハ搬送機やサムスン向け液晶ガラス基板搬送機の

受注が伸びたことで、通期計画を上方修正。売上拡大に対応するためベトナムで

新工場を建設。主要顧客のサムスン、TSMC の設備投資が続き、来期に向けても

業績は拡大基調が続くものと思われる。(松本 直志) 

ハーモニッ
ク・ドライブ・
システムズ 

(6324) 

東証 JASDAQ 

2,833円 

100株 

上期決算は前年同期比 4.5%増収、0.7%営業減益。中国は円高や工作機械の在庫

調整に伴い不調だったが、ドイツは大型ロボット向け、小型ロボット向け共に好

調。半導体、FPD 用搬送ロボット向けの需要も拡大。8 月以降受注環境が改善し

ており、年明けは新型スマートフォン向け投資拡大の恩恵を受けることが見込ま

れる。産業用ロボットでは従来の自動車向けの他に、人と共に働く小型ロボット

市場が拡大。外食や化粧品、医薬品、食品製造など自動車以外の分野へロボット

の導入が拡大しており、中長期的な業績拡大が期待される。(松本 直志) 

ダイキン 

(6367) 

東証 1部 

10,645円 

100株 

2Q 決算は円高による影響を、各国での拡販効果とコストダウン効果でカバーし

計画を上回る営業利益で着地。下期の為替前提を 1 ドル 100 円(従来 110 円)、1

ユーロ 110 円(同 125円)としたうえで、拡販効果や値上げ効果等の増益要因を見

込み、通期営業利益計画を上方修正。各地域で順調に採算改善が進んでいる。東

南アジア市場は、今後も当社の成長を牽引する事が見込まれる。中長期的な利益

成長局面の継続を期待する。(多功 毅) 

トヨタ 

(7203) 

東証 1部 

6,588円 

100株 

2Q 決算は、円高の影響で大幅減益決算だが、台数・車種構成の改善、順調に進

むコスト低減効果で計画対比では順調な決算。下期の為替レートは 1Q 時点で見

直した 1ドル 100円、１ユーロ 110円を据え置いた上で、台数計画は、軽自動車

が低迷する国内、乗用車セグメントが不振の北米、資源価格下落の影響を受ける

中近東等を中心に引き下げたが、コスト削減効果や円高デメリットの計画比での

低減等を見込み、通期営業利益計画を上方修正。修正後計画も保守的内容と思わ

れ、再増額に期待したい。(多功 毅) 

東祥 

(8920) 

東証 1部 

4,885円 

100株 

スポーツクラブの店舗数増と既存店舗の会員数増が牽引し、上期決算は前年同期

比 11.0%増収、14.2%営業増益。特に、7－9 月期はリオオリンピックもあり前年

同期比 12.9%増収、18.2%営業増益と高成長。上期の既存スポーツジムの会員数

は、リオオリンピック効果もあり前年同期比 5.1%増。新規入会者の 90%以上が未

経験者または今は通っていない人で、初心者が続けやすい自社開発の運動プログ

ラムなどが人気になっている。店舗網が手薄な関東での出店を強化することで、

現在 69店を展開するスポーツジムを 200店以上に拡大させる方針。(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 


