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今週の予定 

 国内 海外 

6/12 

(月) 

4月機械受注(8:50) 

5月の企業物価指数(8:50) 

[欧]欧州議会本会議(～15 日） 

[露]野党勢力が反汚職デモ計画 

13(火) ベトナム市場販路開拓セミナー 

国際食品工業展 2017（～16日） 

サッカー W杯アジア最終予選イラク戦 

[独]6月 ZEW調査(18:00) 

[米]FOMC(～14日) 

[米]E3(～15日)世界最大級のゲーム見本市 

14(水) オハラ(5218)決算発表 

トヨタ自動車（7203）株主総会 

三菱東京 UFJ銀行 新頭取就任 

インテリア ライフスタイル（～16日） 

佐久間英利地銀協会長就任会見 

[中]5月鉱工業生産(11:00)  

[中]5月小売売上高(11:00)  

[中]5月固定資産投資(11:00) 

[米]5月消費者物価指数(21:30) 

[米]5月小売売上高(21:30) 

15(木) 日銀金融政策決定会合(～16日) 

ソニー（6758）株主総会 

[米]5月鉱工業生産(22:15) 

[欧]非公式ユーロ圏財務相会合 

16(金) パナソニック（6752）有機 ELテレビ発売 

日本電産（6594）株主総会 

[米]5月住宅着工件数(21:30) 

アジアインフラ投資銀行年次総会（～18日） 

17(土) JR西(9021)豪華寝台列車 瑞風運行開始 世界耐久選手権第 3戦ルマン 24時間 

18(日) 通常国会会期末の予定 [仏]フランス国民議会選挙第 2回投票 

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 19,700～20,600 円      TOPIX 1,570～1,650 

＊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 北朝鮮情勢 トランプリスクの顕在化 欧州政治リスク 円高   

当レポートを執筆している 8 日 17 時時点では、英国総選挙の結果や FBI のコミー前長官の議会

証言による影響が判明していないが、基本シナリオとしては、日本企業の業績見通しの改善を受け

た株価上昇局面の継続を想定している。一方、当面の最大のリスク要因としては、極東における地

政学的リスクであると考えている。北朝鮮問題の外交的解決のために歩み寄りの気配が高まってい

た米中関係も、首脳会談が行われた 4 月 6、7 日がピークであったように見受けられる。今月 2 日

に開催された北朝鮮への制裁に関する国連安全保障理事会での決議において、北朝鮮を経済的、軍事的

に圧迫する石油禁輸は、中国の意向を受けて盛り込まれることはなかったとされる。韓国においては、

反米、親中国・北朝鮮路線とされる文在寅氏が新大統領に就任して以降、北朝鮮による弾道ミサイ

ルの発射に対しても抑制的な対応を取るとともに、THHADの追加配備を見送るなど、対中国、北朝

鮮に対する融和的なスタンスが目立ってきている。ロシアの北朝鮮への融和路線はもっと露骨だ。

エネルギー供給の実施に加えて、定期航路の開設、さらに核保有についても容認するような発言ま

で出ている。国際的な経済制裁を強化することにより、外交的な解決を最優先の選択肢としてきた

米国の対北朝鮮政策は、破綻の瀬戸際にあるように思われる。ここにきて、共和党議員からもトラ

ンプ大統領の精神状態を疑う声がでているとの報道もある。また、トランプ大統領には、化学兵器

を使用したシリア政府の拠点への巡航ミサイル攻撃やアフガニスタンにある IS の拠点に対する

MOAB 投下で、肯定的な評価を受けた経緯もある。北朝鮮に対して「あらゆる選択肢がテーブルの

上にある」中から、米国が軍事的オプションを選択するケースを懸念する。(6月 8日現在、多功 毅) 

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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今週の参考銘柄 

日立製作所(6501)  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

リーマンショック以降、経営資源を社会インフラ事業に集中させるべく構造改革を断行してお

り、16年度は空調事業、日立キャピタル、日立物流の事業譲渡を実施。16年度のセグメント別売

上高比率は情報・通信システム 19.7%、社会・産業システム 23.1%、電子装置・システム 11.6%、

建設機械 7.5%、高機能材料 14.5%、オートモーティブ 9.8%、生活・エコシステム 5.5%、その他 6.5%、

金融サービス 1.8%になっており、社会インフラ事業への事業構造転換が進んでいる。 

17年度は前年同期比 1.2%減収、7.3%営業増益計画。事業再編の影響で減収になるが、収益性改

善施策の成果で増益計画。事業再編影響を除くと前年同期比 3.5%増収、15.0%営業増益計画。為替

は 1ドル 110円、1ユーロ 115 円を想定。1円の円安は、ドルで 20億円、ユーロでは 10億円の増

益要因。事業再編影響のない情報・通信、社会・産業、建機、高機能材料、オートモーティブの

主要セグメント全てで増収増益計画。特に社会・産業事業は鉄道事業の拡大と赤字プロジェクト

収束、低収益事業からの撤退、昇降機、鉄道の操業度改善などで前年同期比 68.8%営業増益計画。 

社会インフラ事業の競争力を高めるため、IoTプラットフォーム「Lumada」を立ち上げ。生産現

場や鉄道、建機、昇降機、都市交通インフラなどから大量のビッグデータを「Lumada」に集めて

AIで分析を行い、生産性改善、安心・安全といったソリューションを提供。「Lumada」事業の売上

増も寄与し、18年度は構造改革の完結フェーズとして、売上 10兆円、営業利益 8,000億円超の達

成を目指す。 

株価(6/8) 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 10,034,305 2.7% 9,162,264 -8.7% 905,000 -1.2% 売買単位 株

営業利益 634,869 -1.0% 587,309 -7.5% 630,000 7.3% PER(予想) 倍

税引前利益 517,040 -0.4% 469,091 -9.3% 570,000 21.5% PBR(実績) 倍

当期利益 172,155 -20.8% 231,261 34.3% 300,000 29.7% ROE(実績) %

EPS(円) 35.7 47.9 62.1 配当利回り(予想) %

配当金(円) 12.0 13.0 未定 担当 松本　直志
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(6/8) 
売買単位 

コメント 

トーカロ 
（3433） 

東証 1部 

3,685円 

100株 

耐久性向上や電気絶縁性の付与等を目的とした溶射加工の大手。前期決算では、

主力の半導体製造装置向けが引き続き堅調に推移したことに加えて、高単価な製

紙製造装置向けの拡販効果により前年比 0.8%増収、17.5%営業増益で着地。今期

は、増産対応のための償却費の増加を見込むが、半導体や FPD 製造装置向けの拡

販、調整局面にあった中国の高速鉄道用ベアリング向けも回復を受けて、同 3.6%

増収、4.5%営業増益を計画。(多功 毅) 

第一稀元素 
化学工業 
（4082） 

東証 2部 

1,386円 

100株 

円高や単価下落による影響を受けたが、自動車の排ガス除去触媒向けジルコニア

の拡販効果、原材料価格下落効果や製品構成の改善を受けて前年比 0.6%増収、

8.2%営業増益。今期は触媒向けの拡販や円安効果、原材料製造子会社の本格稼働

開始による利益貢献を見込むが、原材料価格の上昇及び償却費の増加や価格下落

を主因に、2.6%増収も 13.2%営業減益を計画。 ジルコニアの販売数量前提が保

守的と思われ、業績計画の上ブレに期待したい。(多功 毅) 

エボラブル 
アジア 
(6191) 

東証 1部 

3,025円 

100株 

10－3月期決算は、国内航空券の予約取扱高が増え前年同期比 43.5%増収、32.1%

営業増益。東証 1 部への変更費用や 7－9 月期が繁忙期なことから通期計画に対

する利益の進捗具合は低いが、会社計画通りに推移。日本の宿泊市場に参入する

エアビー&ビーに対して、宿泊施設の営業開拓を半年間独占的に行う契約を締結。

日本に来る中国人に対して日本の国内線航空券の販売を行うため、中国最大の旅

行会社 Ctrip.com とシステム連携を開始するなど、成長に向けた提携戦略を着実

に進めている。(松本 直志) 

キャリア 
(6198) 

東証マザーズ 

4,690円 

100株 

シニアを企業へ派遣するシニアワーク事業、看護師・介護士派遣のシニアケア事

業ともに伸び、上期決算は前年同期比 20.1%増収、23.2%営業増益。シニアワー

ク事業では、シニア活用の好事例を作り、企業に業務フローの改善提案をするこ

とで、シニアの派遣先を開拓している。コールセンターでシニア活用の好事例が

出たことで、営業を積極化しシニア活用が進展。働きたいシニアはたくさんいる

ため、就業先企業を増やせるかが重要になり、現状 46 名のシニア活用コンサル

タントを増員し業績拡大を目指す方針。(松本 直志) 

オカダ 
アイヨン 
（6294） 

東証 1部 

1,385円 

100株 

引き続き大型圧砕機中心に需要が旺盛ななか、段階的に進める生産能力増強効果

の寄与、バイオマス発電向けの環境関連機器が好調に推移。前々期に発生した東

証一部昇格費用、国内外での拠点整備に係る費用の剥落もあり、前年比 8.9%増

収、45.5%営業増益で着地。生産能力は前期の 20%程度の拡大に続き、今期も 10%

強向上させる計画で、これに伴う圧砕機の拡販を見込み 6.8%増収、13.0%営業増

益を計画。 (多功 毅) 

東京 
エレクトロン 

(8035) 

東証 1部 

16,680円 

100株 

IoT 時代の到来に伴い、20 年 3 月期の営業利益目標値を従来の 1,440～2,250 億

円から 2,520～3,120 億円へ上方修正。成長のけん引役が期待される 3D NAND で

は、世界シェア 23.0%を持つ主力製品であるエッチング装置の重要性が増し、設

備投資における同装置の比率が従来の 15.0%から 50%以上へ拡大する見込み。3D 

NAND のように半導体の構造が複雑化すると、どのように装置を組み合わせて加

工していくかが重要になっており、幅広い製品を持つ同社は製品開発面で優位に

立ち、業績を拡大させていくことが期待される。(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 


