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今週の予定 

 国内 海外 

2/13 

(月) 

10－12月期 GDP(8:50) 

NISAの日 

欧州議会本会議(～16日) 

第 19回東アフリカ共同体首脳会合 

14(火) 東芝(6502)決算発表 

イーコマース EXPO 2017(～15日) 

[独]2月 ZEW調査(19:00) 

[米]イエレン議長 議会証言(～15日) 

15(水) アサヒ(2502) 決算発表(15:00) 

国際ナノテクノロジー総合展 (～17日) 

スーパーマーケット・トレードショー(～17日) 

メディカルジャパン 2017 

地球環境とエネルギーの調和展（～17日） 

三次元表面加飾技術展 2017（～17日） 

[米]1月消費者物価指数(22:30) 

[米]1月小売売上高(22:30) 

[米]1月鉱工業生産(23:15) 

[米]トランプ大統領とイスラエル ネタ

ニヤフ首相会談 

NATO国防相理事会(～16日) 

16(木) 川崎国際環境技術展 2017（～17日） 

日本痛風・核酸代謝学会総会（～17日） 

[米]1月住宅着工件数(22:30) 

[独]G20外相会合(～17日) 

17(金) ブリヂストン（5108）決算発表(15:00) [独]ミュンヘン安全保障会議(～19日) 

18(土) 日本カプセル内視鏡学会学術集会(～19日) 

サッカー 富士ゼロックス・スーパー杯 

APEC高級実務者会合 関連シンポジウム

（～3月 3日） 

19(日) 札幌冬季アジア大会開幕（～26日） [米]NBAオールスター2017 

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 18,650～19,700円      TOPIX 1,490～1,580 

＊期待材料 円安 業績見通しの改善 マクロ経済の改善 諸外国に比べ安定する国内政治情勢 

＊不安材料 トランプリスクの顕在化 新興国、中国からの資本流出 地政学的リスク 

主要企業の決算発表が続いているが、11 月半ばからの円安転換や世界経済の回復を背景に上方

修正優位の展開となっている。8日時点における日経平均採用銘柄の通期予想業績(日経予想だが、

ほぼ会社予想に準じている)の集計値は、経常利益で 33.78 兆円、純利益で 21.41 兆円となってお

り、12 月末段階の業績集計値(1 月 24 日のミツミ電機と大塚 HD の採用銘柄入れ替えを遡及修正し

た集計)との対比では、経常利益で 1.32兆円(4.1％)の上方修正、純利益で 1.08兆円(5.3%)の上方

修正で、日経平均の予想 EPS についても 12 月末の 1,180 円程度から 1,230 円程度へと向上してい

る。業績未発表の企業についても、総じて会社予想に対してアナリストコンセンサスが上回ってい

る事を踏まえると、今後の決算発表を含めても、上方修正企業が多い展開が維持されるものと思わ

れる。ただ、注意が必要なのは 14 日に決算発表と原子力発電事業に関する巨額の損失計上が予定

されている東芝による影響。新聞報道や東芝の業績予想について最悲観視するアナリストの業績予

想を参考に下方修正額を仮に 7,000 億円とすれば、日経平均の予想 EPS で 40 円程度の減額要因と

なる事が見込まれる。とは言え、全般的に見れば業績が上向いている企業が主流である事に加えて、

東芝の損失も減損等の一過性要因が主である事が見込まれ、日本企業の先行き業績の拡大期待は維

持される可能性が高いものと思われる。8 日時点の予想 EPS1,230 円に東芝の 7,000 億円の損失計

上による影響を織り込み EPS1,190 円を前提とし、過去の PER を参考に 14 倍～16.5 倍を当てはめ

ると、想定レンジは 16,660 円から 19,635円。仮に 1-3月の為替水準が 1ドル 110円程度で推移す

るなら、3 月期決算企業の 16 年度通期の為替は 107 円程度での着地となり、円安が加速する局面

では来期の円安効果寄与による業績拡大を織り込む形で、株価上昇が加速する展開も想定される。 

(2月 9日現在、多功 毅) 
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今週の参考銘柄 

東京エレクトロン(8035)  東証一部

半導体製造装置で世界シェア 4 位。半導体の回路形成プロセス(前工程)で成膜、エッチング、

洗浄、コータ/デベロッパなど様々な装置を展開。15年の主要装置の世界シェアは熱処理成膜装置

54%、洗浄装置 24%、エッチング装置 19%、枚葉成膜装置 6%になっている。15年度のセグメント別

売上構成比率は半導体製造装置が 92.3%、FPD 製造装置が 6.7%、その他が 1.0%。主要装置の売上

高比率はプラズマエッチング装置 30%、コータ/デベロッパ 26%、熱処理成膜装置 18%、洗浄装置

11%、枚葉成膜装置 6%、ウェーハプローバ 4%、その他 5%になっている。 

3Q累計決算は前年同期比 7.9%増収、8.5%営業増益。中国のスマートフォンメーカーやデータセ

ンタ向けメモリ需要の増加に伴い、韓国から 3D NAND 向け製造装置の受注が急増。10－12 月期の

半導体製造装置の受注は前四半期比 36.6%増となる 2,671億円へ拡大し、07年 1－3月を超えて過

去最高を更新。3D NAND への移行で事業機会が拡大しており、前四半期比で NAND 向け受注は 2.5

倍、16 年通年でも前年比倍増している。17 年の半導体前工程の設備投資額は、3D NAND 及び先端

ロジック投資の立ち上がりにより、前年比 10%以上の成長を会社側では見込んでいる。NAND はデ

ータセンタ向け SSD 需要が牽引し前年比 20%程度、ロジック/ファウンドリは高性能化、省エネ化

の需要で 5～10%の市場成長見込み。IoT 市場の拡大に伴うデータ量の増大に加えて、データセン

タでの高速処理のため、3D NANDの増産投資が活発に行われることが見込まれる。次世代技術への

投資拡大により、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。 

株価(2/9) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 613,124 0.2% 663,948 8.3% 762,000 14.8% 売買単位 株

営業利益 88,113 173.6% 116,788 32.5% 140,000 19.9% PER(予想) 倍

経常利益 92,949 161.9% 119,399 28.5% 142,000 18.9% PBR(実績) 倍

当期純利益 71,888 ― 77,891 8.4% 100,000 28.4% ROE(実績) %

EPS(円) 401.1 461.1 609.6 配当利回り(予想) %

配当金(円) 143.0 237.0 305.0 担当
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(2/9) 

売買単位 

コメント 

ディスコ 
(6146) 

東証 1部 

16,650円 

100株 

メモリや中国スマートフォン(スマホ)向けローカル OSAT(半導体後工程受託会

社)、電子部品など幅広く装置の引き合いが増加しているうえ、スマホ関連でガ

ラス加工向け装置にスポット的な受注が入り、消耗品も堅調に推移していること

から通期計画を上方修正。1 ドル＝110 円、1 ユーロ 115 円想定で、1－3 月期は

前年同期比 10.1%増収、49.9%営業増益計画。4－6 月期は全般的に装置の需要回

復が続くうえ、特定顧客からメモリ、CPU加工用最先端装置の引き合いがあり、

前年同期比 27.9%増収、67.4%営業増益の計画。(松本 直志) 

マキタ 
（6586） 

東証 1部 

7,440円 

100株 

円高影響を受けて減収となったが、販売は国内外で総じて好調に推移しており、

堅調な決算。3Q までの業績が堅調に推移した事や為替前提を見直した事に伴い

通期予想を増額修正しているが、修正後の 4Q 予想は保守的と思われ、上ブレ着

地が期待される。大きく落ち込んでいたロシア向けも反転傾向であり、市場が堅

調に推移する国内でのシェアアップ効果等を踏まえると、今後についても高水準

の利益を維持する可能性が高いものと思われる。(多功 毅) 

アンリツ 

(6754) 

東証 1部 

832円 

100株 

3Q 累計決算は前年同期比 13.8%減収、67.8%営業減益。スマートフォン関連市場

の投資抑制により計測器の需要が減り前年比大幅に業績が悪化したものの、計測

器の受注は2Qの 128億円に対して 3Qは 149億円となり底打ちの兆候が出ている。

20年の商用化開始に向けて次世代通信規格の 5Gでは、チップセットや端末の開

発が前倒しされている。17年後半から初期ステージの開発用計測器の需要増大、

18－19 年の販売本格化、20 年以降は量産用の計測器の需要増大が見込まれ、今

後の業績改善が期待される。(松本 直志) 

デンソー 
（6902） 

東証 1部 

4,871円 

100株 

3Q 決算は、社内予算に対して営業利益で約 350 億円の上ブレ着地であったとし

ており、内訳は操業度向上効果 120 億円、計画比での円安 90 億円、経費執行の

遅れ 140 億円としている。通期業績を上方修正しているが、4Q の為替前提につ

いては 1ドル 105円で据え置いている事に加えて、販売前提についても保守的な

予想となっており、上ブレの確度は高いものと思われる。積極投資の局面が続い

てきたが、今後は投資回収期に入る事が期待される。(多功 毅) 

日東電工 
（6988） 

東証 1部 

9,201円 

100株 

肝硬変治療薬のライセンス契約に伴う一時金収入が大きく利益に貢献している

が、これを除くベースでも偏光板の価格競争の緩和により収益が大きく改善。イ

ンダストリアルテープも収益改善策が効き、採算性が順調に改善。今回、通期計

画を上方修正しているが、再上ブレが期待される。来期は、偏光板事業の好調継

続、核酸医薬の受託製造の続伸、インダストリアルテープの採算改善に円安効果

も寄与する事で、好調な業績が想定される。(多功 毅) 

SCREEN HD 
(7735) 

東証 1部 

7,540円 

100株 

ファウンドリの微細化投資、3D NANDの積極投資が引き続き好調なうえ、DRAM投

資が動き始めたことも寄与し、3Q 累計決算は前年同期比 14.9%増収、42.4%営業

増益となり通期計画も上方修正。10－12 月期の半導体製造装置の受注は四半期

で過去最高を更新。4Q から来期に向けても 3D NAND のさらなる活況、ファウン

ドリの先端投資の継続が牽引するうえ、DRAM の微細化投資や価格安定に伴う量

産投資も期待され、活況な市場環境の継続が見込まれる。(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 


