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今週の予定 

 国内 海外 

2/6 

(月) 

12月毎月勤労統計(9:00) 

トヨタ(7203)決算発表(16:00) 

EU外相理事会 

[独]12月製造業新規受注 

7 

(火) 

九州電力(9508)川内原発の安全性などを議論

する専門家委員会 第二回会合 

[中]1月財新サービス業 PMI(10:45) 

[米]12月貿易収支(22:30) 

8(水) 1月景気ウォッチャー調査 

ソフトバンク G（9984）決算発表(15:00) 

[韓]セミコン・コリア(～10日) 

シリア内戦問題に関するジュネーブ協議 

9(木) 12月機械受注(8:50) 

1月マネーストック(8:50) 

1月工作機械受注(15:00) 

[米]シカゴ自動車ショー(～20日) 

ニューヨーク・ファッション・ウィーク

(～17日) 

10(金) ジャパンアミューズメントエキスポ（～12日） 日米首脳会談(～11日予定) 

11(土) 建国記念の日 イラン イスラム革命記念日 

12(日) 沖縄県浦添市長選 [独]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 18,600～19,200円      TOPIX 1,490～1,540 

＊期待材料 IoT社会の実現 IoT、AI活用による生産性改善 日本経済のデフレ脱却 

＊不安材料 トランプリスク 地政学的リスク 中国経済の成長鈍化 新興国経済の動向  

難民や「テロ懸念国」の市民の入国を制限する大統領令や円安批判などトランプ政権に株式、為

替市場は翻弄されているが、保護主義的な政策を強めてアメリカ経済を失速させるようなことがあ

れば、トランプ米大統領が重要視する雇用創出はできなくなる。為替に関しても、有言実行のトラ

ンプ米大統領が減税や公共投資など自身の公約に取り組めば、米国経済が過熱することで FRBによ

る金利引き上げがもたらされ、ドル高が進むのは自然の流れであり、米国経済が堅調に推移してい

れば口先介入でドル安に誘導するには限界があるものと思われる。その米国経済だが、1日に発表

された 1 月の ISM 製造業景況指数は 56.0 になり 5 ヵ月連続で上昇し、14 年 11 月以来の高水準と

なった。1月の ADP雇用統計ではサービス業や製造業など幅広い業種で雇用が拡大し、米国経済の

先行きに企業は自信を深めている様子が示されている。日中欧の製造業の景況感も改善基調が継続

しており、FRBが利上げを進める環境は整っている。トランプ政権の口先介入に今のところ為替市

場は敏感に反応しているものの、早晩、その効果は薄れてくることが見込まれる。 

10－12 月期決算発表が本格化しており、FA・ロボット、半導体関連企業は期待通り好決算を発

表している。安川電機の 10－12月期決算は、前年同期比 5.0%営業減益と 7－9月期の 15.1%営業減

益から減益幅が縮小。中国を中心にスマートフォンや自動車関連で旺盛な設備投資需要があり、10

－12 月期の受注は、モーションコントロール事業で 5 四半期ぶりにプラス転換。ロボット事業も

効率化投資の拡大に伴い、前年同期比 5.0%増と 4 四半期ぶりにプラス転換している。東京エレク

トロンは、サーバ向けにメモリの需要が増加していることで 3D NAND の受注が急増し、10－12 月

期の半導体製造装置の受注は、07 年 1－3 月を超えて過去最高を更新。3D NAND の需要増大が牽引

し、来期に向けても業績拡大基調が継続することが見込まれる。今週は 10 日に日米首脳会談が予

定されており、トランプ政権の保護主義政策などに対する警戒感から、円高・株安が進むことが懸

念されるが、そのような局面では半導体や FA・ロボットなど好業績銘柄中心に選別物色を進めた

い。(2月 2日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄 

信越化学工業(4063)  東証一部  

株価(2/2) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 1,255,543 7.7% 1,279,807 1.9% 1,180,000 -7.8% 売買単位 株

営業利益 185,329 6.6% 208,525 12.5% 225,000 7.9% PER(予想) 倍

経常利益 198,025 9.6% 220,005 11.1% 230,000 4.5% PBR(実績) 倍

当期純利益 128,606 13.2% 148,840 15.7% 160,000 7.5% ROE(実績) %

EPS(円) 302.1 349.5 375.6 配当利回り(予想) %

配当金(円) 100.0 110.0 120.0 担当 多功　毅
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　　　15年3月期 　　　16年3月期 　　　17年3月期(予) 9,725

16 年 3 月期の営業利益 2,085 億円におけるセグメント別構成比は、ハイブリッド車向けレア・

アースマグネットや半導体用フォトレジスト、マスクブランクス等を製造する電子・機能材料事

業：24.7%、半導体シリコン事業：22.5%、塩ビ・化成品事業：21.4%、シリコーン事業：19.9%、

機能性化学品事業：8.7%、加工・商事・技術サービス事業：2.7%となっている。 

3Q(10-12 月)決算は、円高の影響を受けた事で前年同期比 6.3%減収となっているが、全セグメ

ントで増益を達成しており同 12.4%営業増益（同 65 億円増）の好決算となった。特に増益幅が大

きかったのは、顧客の半導体業界が活況を呈する半導体シリコン事業と米国での生産能力増強効

果が寄与した塩ビ・化成品事業であり、それぞれ 30 億円と 15 億円の増益となっている。通期計

画を据え置いた結果、4Qの業績計画は 3Q比 16.6%減収、25.7%営業減益、前年比で 15.2%減収、4.8%

営業減益となっている。4Q については為替の円安転換効果に加えて、海外半導体メーカー向けの

300㎜ウエハーの値上げ効果も寄与する事が見込まれ、会社計画は超過達成の可能性が高い。来期

についても、4月以降に日系顧客向けの 300㎜ウエハーの値上げが見込まれ、また、200㎜ウエハ

ーについても値上げ交渉中であり、引き続き半導体シリコン事業が業績を牽引する事が見込まれ

る。また、米国のトランプ大統領が計画する積極的なインフラ投資が実行されれば、当社が圧倒

的な強みを有する米国塩ビ事業に恩恵をもたらす事で、一段と利益水準が拡大する可能性もある。

今期業績の上ブレ着地と来期の増益継続が期待される。 

 

株価 2月2日 9,725 円 週足
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(2/2) 
売買単位 

コメント 

サカタのタネ 
(1377) 

東証 1部 

3,215円 

100株 

円高により 24 億円の減収影響がありながらブロッコリー、トマト、ホウレンソ

ウ、メロンなど野菜種子の販売が伸び、上期決算は前年同期比 1.2%増収、12.2%

営業増益。野菜種子の販売は、北米ではブロッコリー、キャベツ、ホウレンソウ、

メロンなどが好調でドルベースで前年同期比 21.9%増収。アジアもブロッコリー、

ホウレンソウなどが好調で、ドルベースで前年同期比 20.2%増収。円安転換や野

菜種子の販売好調に伴い、通期計画を上方修正。下期の為替は 1ドル＝110円、

1ユーロ＝115円を想定している。(松本 直志) 

住友化学 
（4005） 

東証 1部 

604円 

1,000株 

円高影響やメチオニン市況低迷の影響を大きく受けるが、石化事業の改善や北米

での薬品の拡販、スマホ向けタッチセンサーパネルの出荷増等により、業績は改

善傾向にある。会社側は、3Q 決算については堅調に推移したが、通期計画につ

いては 4Q に構造改革費用の計上を予定するために据え置いたとしたうえで、石

化市況、為替等が現状レベルから大きく変動しなければ超過達成が見込まれると

している。(多功 毅) 

不二越 

(6474) 

東証 1部 

564円 

1,000株 

16 年 11 月期決算は前年比 3.2%減収、41.2%営業減益。円高で売上 110 億円、営

業利益 50 億円のマイナス影響があったが、ロボットの売上拡大が牽引し海外売

上は為替影響を除いて前年比 6.8%増加。中長期的な成長に向けて人員と設備投

資を進めたことで減益幅が大きくなった。今期は前年比 8.8%増収、43.6%営業増

益計画。注力するロボットが前年比 33.9%増収と大きく伸び、ベアリングは 8.4%

増、油圧も 8.3%増の計画。売上増に伴う操業度の改善とコストダウンで大幅増

益計画。為替は 1ドル＝110円、1ユーロ＝120円を想定している。(松本 直志) 

TDK 
（6762） 

東証 1部 

7,760円 

100株 

スマートフォン向け高周波部品、HDD用ヘッド、スマートフォン以外にも用途が

拡大している二次電池事業の成長により、高い利益成長を遂げている。事業譲渡

に伴う一過性利益の計上もあり、通期利益計画を上方修正。修正後の業績計画に

ついても保守的と思われ、再上ブレに期待。来期は事業譲渡に伴う減益要因が生

じるが、構造改革によるコスト削減効果、二次電池の成長継続等、円安効果の寄

与により、高いレベルの利益水準が維持されるものと思われる。(多功 毅) 

アドバン 
テスト 

(6857) 

東証 1部 

2,147円 

100株 

3Q累計決算は前年同期比 7.5%減収、43.9%営業増益。韓国でメモリテスタの需要

が大きく伸び、受注拡大と円安に伴い通期計画を上方修正。3D NANDの量産拡大

を背景に、大手メモリメーカーの投資が積極化しており、得意のハイエンドテス

タの需要が拡大。DRAM も供給能力増強、大容量化、高品質化に伴い受注環境は

良好。リーマンショック以降低迷してきた、メモリ向けハイエンドテスタに復活

の兆しが出ており、来年 9月頃まではメモリテスタの受注好調が続く見込みで、

来期に向けても業績拡大基調が継続するものと思われる。(松本 直志) 

三菱自動車 
（7211） 

東証 1部 

676円 

100株 

燃費不正問題の影響から脱し、業績は V字回復しつつある。前回の下方修正後の

下期営業利益 40 億円の計画に対して、3Q だけで 84 億円の営業利益を計上。為

替の円安転換もあるが、不正問題に絡む販売影響の緩和、コスト削減の強化等が

貢献。今回の決算を受けて通期業績予想を上方修正。4Qについては営業利益 242

億円を計画。来期以降も日産とのシナジー効果の本格発現、販売台数の反転、為

替の好転等により業績改善が進む可能性が高いものと思われる。(多功 毅) 
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いつもあなたのそばで 頼れる金融機関です 

■ ■ ■ 山和
やまわ
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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 


