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今週の予定 

 国内 海外 

6/5(月) ベトナム投資カンファレンス 

国際交流会議アジアの未来(～6日) 

[米]5月 ISM非製造業景況指数(23:00) 

[米]Apple 開発者向けイベント「WWDC 2017」 

6(火) 4月毎月勤労統計(9:00) [欧]4月小売売上高(18:00) 

7(水) スマートファクトリーJapan(～9日） OECD経済見通し発表 

8(木) 1－3月期 GDP改定値 (8:50) 

5月景気ウォッチャー調査 

サービスロボット開発技術展(～9日) 

[中]5月貿易収支 

[欧]ECB理事会 

[英]下院選挙 

9(金) 5月マネーストック(8:50) 

メジャーSQ 

経済財政運営と改革の基本方針 2017

（骨太の方針）臨時閣議決定見込み 

[中]5月消費者物価指数(10:30) 

[米]金融業界の受託者責任ルール施行 

国際オリンピック委員会 臨時理事会 

[中]広州国際照明展(～12日) 

10(土) ソニー（6758）有機 ELTV発売 アスタナ国際博覧会開幕(～9月 10日) 

11(日) 傘の日 

国立銀行設立の日 

[仏]国民議会選第 1回投票 

[米] Microsoft次世代 Xbox関連の発表イベント 

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 19,500～20,100円      TOPIX 1,560～1,600 

＊期待材料 IoT社会の実現 IoT、AI活用による生産性改善  

＊不安材料 地政学的リスク トランプリスク 欧州の政治リスク 中国経済の成長鈍化   

先週の日経平均株価は、為替がやや円高方向に推移したことで弱含む場面があったものの、25

日移動平均線のある 19,600 円付近では押し目買い意欲が強く、底堅い推移になった。ただ、今週

は 8日に英下院選挙の実施が予定されており、上値を追いにくい展開になることが見込まれる。 

英下院選挙ではメイ首相率いる与党の保守党と、最大野党の労働党との支持率が接近していると

する世論調査もあるが、両党とも EU 離脱を前提に選挙を進めており、どちらが勝っても選挙後は

ブレグジットに伴う英国、欧州経済の減速懸念に関心が向かい、リスク回避姿勢の高まりから円が

買われる展開になることが警戒される。また、13～14日には米 FOMCが開催される予定になってお

り、こちらも円高イベントになることが警戒される。FRB は 15 年 12 月 16 日、16 年 12月 14 日、

17年 3月 15日に利上げを実施している。この 3度の利上げ実施日の終値と利上げ 1ヵ月後のドル

/円レートを比較すると、平均 3.7%円高ドル安が進んでおり、FOMCで利上げが行われた後は材料出

尽くしにより円高ドル安が進む傾向がある。ただ、13～14日の米 FOMCでの利上げ実施がほぼ織り

込まれていることから、今回は FOMC に向けて円高ドル安が進むことが懸念される。加えて、中国

の景気減速リスクにも注意したい。中国政府は不動産投資など景気の過熱を抑制するため、引き締

め政策を進めており、中国の 5月の財新製造業 PMIは 49.6と前月の 50.3から低下し、拡大縮小の

判断の境になる 50 を昨年 6 月以来 11 ヵ月ぶりに下回った。中国財新製造業 PMIは 15 年 3月～16

年 6月の 16ヵ月間、50を下回って推移していたが、この間日経平均株価は 15年 3月の始値 18,826

円から 16年 6月の終値 15,575円まで約 17%下落している。5月 24日には、債務増大と経済成長の

鈍化に伴い金融・財政力が悪化するとの見通しから、ムーディーズが中国の国債格付けを 1段階引

き下げている。中国経済の減速懸念に株式市場の関心が向かった場合、日経平均株価の上値を抑え

る展開になることが警戒される。(6月 1日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄 

SUMCO(3436)  東証 1部 

17年 12月期通期の業績予想及び配当予想は非開示 出所：業績に関する数値は決算短信 

株価(6/1) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 236,826 5.1% 211,361 -10.8% ― ― 売買単位 株

営業利益 29,447 14.8% 14,046 -52.3% ― ― PER(予想) 倍

経常利益 25,538 16.5% 9,919 -61.2% ― ― PBR(実績) 倍

当期純利益 19,747 21.2% 6,588 -66.6% ― ― ROE(実績) %

EPS(円) 70.1 22.5 ― 配当利回り(予想) %

配当金(円) 20.0 10.0 ― 担当

100

金属製品

　　　15年12月期 　　　16年12月期 　　　17年12月期(予) 1,843

多功　毅

―
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―

半導体に使われる 300㎜ウエハの世界シェア 2位。300㎜ウエハの中でも最先端の半導体に使用

される製造難度の高い製品については、業界トップの信越化学と共に特に高いシェアを有する。 

世界のスマートフォン需要の拡大やスマートフォンの高機能化進展に伴う一台当たりの半導体

搭載容量の増加、さらには記録媒体が HDD からメモリ半導体へとシフトする流れを受けて、世界

の半導体生産は拡大し続けている。足元では 300 ミリウエハに対する需要は、各メーカーの生産

能力を上回る状態となっており、今年に入り価格は上昇局面に転じつつある。また、300㎜ウエハ

の前世代に当たる 200 ㎜ウエハについても、自動車の電装化進展による車載用半導体市場の拡大

等を受けて価格引き上げ交渉が進んでおり、7-9月頃よりの価格上昇が見込まれている。 

今後は、様々なものがインターネットにつながる IoT を通じて膨大なデータが集積され、多様

な分野で AIを活用した技術革新が進むことが期待されており、半導体需要はさらに高まることが

想定されている。このような環境認識を受けて、既存の大手半導体メーカーに加えて、国策とし

て半導体業界の発展を図っている中国企業からも積極的な投資計画が打ち出されている。一方で、

大手ウエハメーカーは過去に行った増産投資が大幅な価格下落を招いたことを踏まえて、現状の

価格水準では増産投資を行わない方針を打ち出している。このままでは、300㎜ウエハの生産能力

が技術革新の制約要因となる可能性が高まっており、今後も 300 ㎜ウエハの価格上昇局面が継続

する可能性は高いものと思われる。300㎜ウエハの価格上昇に連れて、当社業績も増益基調へと転

じることが期待される。 

株価 6月1日 1,843.0 円
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(6/1) 
売買単位 

コメント 

寿スピリッツ 
(2222) 

東証 1 部 

3,845 円 

100 株 

16 年度決算は前年同期比 22.3%増収、17.4%営業増益。売上は 6 期連続、純利益

は 5 期連続で過去最高を更新。インバウンド売上が前年同期比 142.0%増、海外

41.5%増、首都圏 33.5%増と重点領域が業績拡大をけん引。インバウンド売上は

羽田などの空港のお土産店で販売実績を積み重ね、良い売り場の確保が進み大幅

増収。首都圏では「ザ・メープルマニア」などの贈答用お菓子ブランドを展開し

ているシュクレイが好調。17 年度もインバウンド売上、海外、首都圏を伸ばし

前年同期比 10.6%増収、15.7%営業増益計画。(松本 直志) 

ポーラ・ 
オルビスＨＤ 

(4927) 

東証 1 部 

3,115 円 

100 株 

1Q決算は前年同期比 13.2%増収、148.5%営業増益。シワを改善する効果がある薬

用化粧品「リンクルショットメディカルセラム」の販売が好調で大幅増益になり、

上期、通期計画を上方修正。新規顧客の獲得や他の化粧品との併売があり、想定

していたカニバリはほとんど起きていない。資生堂から競合品の発売を控えてい

るため、TVCMや交通広告、雑誌、ライターへの宣伝活動など約 10億円の追加投

資を実施。シワ改善効果を訴求していく内容になっており、販売の一段の拡大、

業績の更なる上振れが期待される。(松本 直志) 

東洋ゴム 
（5105） 

東証 1 部 

2,106 円 

100 株 

1Q決算は、原材料価格上昇による影響を受けものの、当社が強みを持つ北米で

の高インチタイヤの販売が好調に推移し、ほぼ前年並みの営業利益で着地。2Q

については、高騰局面で調達した原材料が原価計上されるために 1Q以上に原材

料価格が業績を圧迫することが見込まれるが、値上げ効果や高インチタイヤの拡

販継続によって、計画を上回る業績着地が期待される。足元の原材料価格は一時

より軟化傾向にあり、下期に関してはスプレッド拡大も期待される。 (多功 毅) 

ダイキン 
（6367） 

東証 1 部 

10,970 円 

100 株 

前期決算は、円高による影響を受けたものの各国での差別化商品投入による拡販

効果、コストダウン効果によって前年比 5.9%営業増益で着地。なお、円高影響

を除くと同 23%営業増益。今期についても積極投資による固定費増加、銅をはじ

めとした原材料価格上昇による影響が見込まれるが、各国での拡販効果やコスト

ダウン効果で吸収し 7.1%増収、5.3%営業増益を計画。今後も持続的な業績拡大

が期待される。(多功 毅) 

本多通信工業 
（6826） 

東証 1 部 

1,485 円 

100 株 

前期決算は、円高による影響や車載向けコネクタの商流変更による一過性の売上

減少影響等を受けたものの、下期に入ってからは為替トレンドの円安転換、FA

向けの回復等により 0.5%増収、9.5%営業増益で着地。今期については、1ドル

108円を前提に、車載カメラ向けや FA向けコネタク、情報システム事業の成長

を見込み 4.6%増収、12.3%営業増益を計画。車載用コネクタは、カメラ用に加え

て、センサー関連向けの需要も本格的に立ち上がることが想定され、中長期的に

当社の業績拡大のけん引役となるものと思われる。(多功 毅) 

アドバン 
テスト 
(6857) 

東証 1 部 

2,021 円 

100 株 

16年度決算は前年同期比 10.4%営業増益になったが、メモリテスタの受注急増に

対して生産が追いつかず、会社計画未達。4Qの受注は NAND向けテスタが伸び前

年同期比 19.3%増。17年度は前年同期比 10.3%増収、29.4%営業増益計画。3D NAND

の量産拡大や DRMA 向けテスタの置換え需要の増加により、メモリテスタは前年

同期比 61.8%増収計画。液晶や有機 EL パネル関連のテスタ需要も旺盛。AI や

AR/VR、データセンター、5G、スマートカーなど向けに半導体の需要が拡大する

ことに伴い、高性能テスタの売上増加が見込まれる。(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 


