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今週の予定 

 国内 海外 

5/29 

(月) 

高分子学会年次大会（～31日） 

キヤノンプラザ大阪 オープン 

[米]休場(メモリアルデー)  

[欧]EU競争担当相理事会(～30日) 

30 

(火) 

4月失業率(8:30) 

小林経済同友会代表幹事会見 

[米]4月 PCEコア(21:30) 

[米]5月消費者信頼感指数(23:00) 

31 

(水) 

4月鉱工業生産(8:50) 

MSCI指数銘柄入れ替え 

榊原経団連会長会見 

[中]5月製造業 PMI(10:00) 

[中]5月非製造業 PMI(10:00) 

[欧]欧州議会本会議(～6月 1日） 

6/1 

(木) 

1－3月期法人企業統計(8:50) 

5月の新車販売台数（自販連・全軽自協） 

東京おもちゃショー2017(～6月 4日） 

郵便料金見直し。はがきは 62円に値上げ 

[中]5月財新製造業 PMI(10:45) 

[米]5月 ADP雇用統計(21:15) 

[米]5月 ISM製造業景況指数(23:00) 

[米]5月の新車販売 

2(金) 住友不動産販売(8870) 東証上場廃止 

日銀原田審議委員 記者会見 

[米]4月貿易収支(21:30) 

[米]5月雇用統計(21:30) 

3(土) 日本小児精神神経学会(～4日) サッカー欧州チャンピオンズリーグ決勝 

4(日) 日本抗加齢医学会総会 習近平中国国家主席 ロシア訪問予定 

出所はロイター、ブルームバーグ、新聞各紙等より、時刻は日本時間(予定) 

＊日経平均 19,600～20,700円      TOPIX 1,560～1,650 

＊期待材料 円安 マクロ経済の改善 業績見通しの改善 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 北朝鮮情勢 欧州政治リスク 円高   

3月期決算企業の新年度業績予想が出揃った。5月 23日時点での日経平均の予想 EPSは 1,398円まで

上昇しており、予想 PERは 14.02倍となっている。アベノミクスが始動して以降の日経平均の予想 PER

は、業績見通しが悪化局面にあった 15 年 10 月から 16 年 11 月頃については概ね 13～15.5 倍程度での

推移となっていたが、現下のように業績見通しが改善する局面においては概ね 14～16.5 倍程度の推移

であった。このことを参考とし、予想 EPS1,398円を前提にすると、PER14倍なら約 19,570円、16.5倍

評価なら 23,070 円程度となる。現状においては、北朝鮮を巡る地政学的リスク、ロシアゲート問題に

端を発し、弾劾の可能性も指摘される米国トランプ政権の先行き不透明感等のリスク要因もあり、短期

的には PERで 16.5倍に評価されるような局面ではないと思われる。一方で、PER14倍と 16.5倍の仲値

である 15.25 倍評価でも 21,320 円程度であり、今後の日経平均は上昇する可能性が高いものと思われ

る。なお、安倍首相は 5 月 19 日に日経ビジネスの独占インタビューに応じている。詳細は日経ビジネ

ス 5 月 29 日号に掲載される予定となっているが、日経ビジネス電子版がインタビューの一部を掲載し

ている。これによると、今後の経済政策については、働き方改革とともに生産性向上と人づくり改革に

一体的に取り組むことを最重点課題に据えるとのことであり、人手不足対応として AI、IoT、ビッグデ

ータを活用して少子高齢化を乗り越える構想「ソサエティー5.0」を、6 月にまとめる新成長戦略の柱

に据えるとしている。また、13年 4月に安倍政権が女性の社会進出促進のために打ち出した 17年度末

の待機児童ゼロ目標の未達成が確実視されるなか、首相は 3月 4日に自民党青年局が開いた会合で、次

なる待機児童解消プランを 6月に設定していくと発言していた。全般的な相場底上げを期待するが、中

でも人手不足問題の解消に貢献する企業の人気化が想定される。(5月 25日現在、多功 毅) 
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富士通(6702)  東証 1部 
  

 

出所：業績に関する数値は決算短信、決算説明会資料、18年 3月期(予)は富士通テンを除く 

ITシステムのコンサルティング、設計、アプリケーション開発などのソリューション/SI、サー

バ、ストレージシステムなどの ITプロダクトを提供するテクノロジーソリューションが主力事業。 

16年度決算は前年同期比 4.8%減収、6.8%営業増益。円高で半導体、電子部品などデバイスビジ

ネスが大幅減益になったが、コスト削減と円高による原材料費の低下でスマートフォン、PC、サ

ーバなどの損益が大きく改善し増益を確保。金融大規模プロジェクトとマイナンバー案件のピー

クアウトがあったものの、製造業・サービス業・通信キャリア向けが拡大し、国内のテクノロジ

ーソリューションは前年同期比 3.0%増収。AI、IoT の導入支援や働き方改革に伴う生産性改善需

要の増大により、国内 IT投資は堅調に推移している。17年度は前年同期比 0.8%減収、57.5%営業

増益計画。ニフティを売却した影響を除くと売上はほぼ前年並み。構造改革費用 420 億円がなく

なることや海外事業の改善、半導体・電子部品の市況改善、コストダウン効果で大幅増益計画。 

30年にわたる AI研究と、スパコンの「京」で培った世界最速クラスのディープラーニング技術

を活用した自社 AIの「Zinrai」には、コールセンターや製造業など向けに約 500件の商談が進ん

でいる。17 年夏には計算の高速化を目指して量子コンピューティングの技術をオプションとして

提供開始予定。18年の導入を目標に、AIの学習高速化を目指して新型プロセッサを開発中。AI専

門人材も現在の 700 人から 18 年までに 1,500 名へ増強する方針。需要増大が見込まれる AI、IoT

ソリューションの強化を進めており、業績拡大のけん引役になることが期待される。 

株価(5/25) 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 4,739,294 -0.3% 4,509,694 -4.8% 4,100,000 -0.8% 売買単位 株

営業利益 120,612 -32.5% 128,861 6.8% 185,000 57.5% PER(予想) 倍

税引前利益 131,822 -33.7% 135,147 2.5% ― ― PBR(実績) 倍

当期利益 86,763 -38.0% 88,489 2.0% 145,000 63.9% ROE(実績) %

EPS(円) 41.9 42.8 70.7 配当利回り(予想) %

配当金(円) 8.0 9.0 11.0 担当 松本　直志

11.5

1.9

10.6

1.4

1,000

電気機器

　　　16年3月期 　　　17年3月期 　　　18年3月期(予) 814.6

株価 5月25日 814.6 円
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(5/25) 
売買単位 

コメント 

アドウェイズ 
(2489) 

東証マザーズ 

536円 

100株 

スマートフォン広告の需要は伸びているが、広告運用の効率化の遅れや他社との

価格競争激化により、16年度の営業利益は前年同期比 54.1%減。今期は広告運用

効率化施策の実施で、前年同期比 77.4%営業増益計画。効率化のためネット広告

の運用を 100%自動化するプラットフォーム「ユニコーン」をリリース。今まで

人手に頼っていた広告の最適化運用を完全自動化するシステムで、ディープラー

ニングにより人間以上の解析、最適化を圧倒的なスピード感で簡単に実行するこ

とができ、利益率改善に寄与することが期待される。(松本 直志) 

SUMCO 
（3436） 

東証 1部 

1,802円 

100株 

半導体用シリコンウエハの値上げが順調に進捗することで、業績拡大が続いてい

る。先行して値上げ局面に入った 300㎜ウエハに続き、200㎜ウエハについても

200㎜を使用する自動車向け半導体の活況や 300㎜ウエハの不足を背景とした一

部半導体の 200㎜シフトを受けて、本格的な値上げが通る可能性が高いものと思

われる。現状では、一部の半導体工場において、ウエハの調達難からラインを止

める向きも出つつあるもよう。今後も値上げ基調の継続が想定される。 

(多功 毅) 

ダブル 
スタンダード 

(3925) 

東証マザーズ 

4,020円 

100株 

16 年度決算は前年同期比 43.9%増収、58.3%営業増益となり過去最高の業績を更

新。業績拡大に伴い本社移転、増員など先行投資を強化したが、業務のシステム

化によるコスト削減が進み大幅増益を達成。不動産や人材業界など顧客企業の業

務データを、分析可能なビッグデータに仕立てるビッグデータ関連事業が前年同

期比 66.3%増収と好調。17年度もビッグデータ関連事業が伸び前年同期比 20.3%

増収、20.6%営業増益計画。(松本 直志) 

ブリヂストン 
（5108） 

東証 1部 

4,760円 

100株 

円高による影響に加えて、原材料価格上昇の影響も受けているが、堅調な交換用

タイヤ需要の取り込み、収益性の高い高インチタイヤの拡販に加えて、鉱山用タ

イヤも回復傾向で、計画対比で順調な決算。2Qについては、1Q以上に原材料価

格上昇が業績圧迫要因になることが見込まれるが、各地域で打ち出した値上げの

浸透、高採算な鉱山用タイヤの回復継続が想定され、会社計画の下ブレリスクは

小さいものと思われる。 (多功 毅) 

日立製作所 

(6501) 

東証 1部 

674.0円 

1,000株 

日立ハイテクの貢献や情報通信事業の構造改革効果により、円高や空調事業、日

立キャピタル・物流譲渡の影響を除いて 16 年度決算は前年同期比 3.0%増収、

13.0%営業増益。17年度も事業再編の影響で減収になるが、収益性改善施策の成

果で、情報通信、社会産業、建機、高機能材料、オートモーティブといった主要

セグメントの全てで利益が伸び、前年同期比 7.3%営業増益計画。社会インフラ

事業へ経営資源を集中させる構造改革が着実に進展しており、業績は収穫期に入

ることが期待される。(松本 直志) 

サカイ引越 
センター 
（9039） 

東証 1部 

3,915円 

100株 

需要が引き続き好調に推移しているうえ、同業他社がドライバー不足を背景に受

注抑制の動きを強めており、需給改善を背景に単価も上昇に転じつつある。前期

決算においては、受注件数の上昇に加えて単価上昇も寄与し、前年比 9.1%増収、

11.3%営業増益で着地。今期についても単価の 2.6%上昇、作業件数 2.0%増加、前

期発生した企業買収に係るコストの剥落等を前提に 5.2%増収、10.3%営業増益を

計画。今後も、シェア上昇を伴った成長の継続が期待される。(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 


