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今週の予定 

 国内 海外 

8/7 

(月) 

JPX日経 400 構成銘柄の入替発表 

ソフトバンク(9984)1Q決算（15：00） 

[独]6月鉱工業生産(15:00)  

[米]労働市場情勢指数(23:00) 

8(火) 7月景気ウォッチャー調査 

SUMCO(3436)2Q決算(15:00) 

[中]7月貿易収支 

ケニア大統領選挙 

9(水) 7月マネーストック(8:50) 

7月工作機械受注(15:00) 

ブリヂストン(5108)2Q決算(15:00) 

[中]7月消費者物価指数(10:30) 

メキシコ 7月消費者物価指数(22:00) 

ベトナム 国際食品・包装展（～12日） 

10(木) 6月機械受注(8:50) 

東芝(6502)有価証券報告書の提出期限 

ニュージーランド準備銀行政策金利(6:00) 

[米]7月卸売物価指数(21:30) 

11(金) 山の日 [米]7月消費者物価指数(21:30) 

12(土) 徳島市阿波おどり(～15日) 国際青少年デー 

13(日) ばんえい十勝 ばんえいグランプリ 西アフリカ経済通貨同盟首脳会議 

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 19,900～20,600円      TOPIX 1,620～1,670 

＊期待材料 業績見通しの改善 企業統治改革 円安  

＊不安材料 北朝鮮情勢 安倍改造内閣の支持率 中東情勢 トランプリスク顕在化 円高   

日経平均に採用されている 225 社のうち 12 月期及び 3 月期決算企業で、8 月 2 日時点において決算

発表を終えていない企業は 96 社(構成比は社数ベースで 42.7%、自己株除く時価総額ベースで 39.2%、

通期予想純利益ベースで 41.3%)あるが、ここまで発表を終えた企業の決算内容については、総じて好

調と評価できる内容となっている。3月期決算の日経平均採用銘柄 189社(社数ベースで 84.0%)のうち、

2 日時点で決算発表を終えた 112 社の 1Q 決算は、88 社が経常増益となっており、112 社の合計利益の

前年同期比としては、20.9%経常増益、44.2%純利増益と高い伸びとなっている。中でも、化学、鉄鋼、

電機を筆頭に製造業セクターに属する企業の利益が大きく伸びている。米国市場の減速及び競争激化に

よる影響が懸念されていた自動車セクター所属企業についても、2日までに決算を発表した日産、マツ

ダ、ホンダは、期初予想が為替前提を含めて慎重な計画であったこともあり、通期業績予想に対して堅

調な 1Q 決算となっている。1 社(225 社に対して構成比 0.4%)で、日経平均に対して時価総額で 5.4%、

予想経常利益では 4.9%を占めるトヨタが 4 日に決算発表を控えた段階ではあるものの、先行して決算

を発表した自動車各社が堅調であったことから、トヨタの決算についても全体の予想 EPS及び PERに対

して大きな影響を与える可能性は低いものと想定している。現在発表されている決算の多くが 1Q であ

ることから、日経平均採用銘柄の予想合計純利益及び EPSの上方修正は極めて小幅に留まっているもの

の、1Q 決算が想定以上に好調であり、アナリストコンセンサスについては時間の経過とともに切り上

がる可能性が高いものと思われ、今後の株価上昇が期待される。なお、決算説明会を通して、自動車部

品、電子部品、化学企業等からは、自動車の EV 化による需要増加や今後の取り組みについての説明が

大きく増えたとの印象が強い。7 月にはフランス、イギリス政府が 2040 年までにガソリン車、ディー

ゼル車販売を全廃させる方針を打ち出している。自動車の電動化関連については息の長いテーマとなる

ものと思われ、注目したい。(8月 3日現在、多功 毅) 
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トプコン(7732)  東証 1部   

 

出所：業績に関する数値は決算短信、決算説明会資料より

全地球衛星測位システムとマシンコントロール技術を活用した建機向け自動化システムと IT農

業を展開するポジショニング事業、建築、土木工事で使われる測量機器を扱うスマートインフラ

事業、眼科検査・治療機器のアイケア事業の 3 事業を展開。16 年度の売上構成比はポジショニン

グが 44.3%、スマートインフラが 19.5%、アイケアが 33.4%、その他が 2.8%になっている。 

1Q 決算は前年同期比 20.4%増収、79.4%営業増益。国内で政府が進める i-Construction(ICT を

活用して工事の効率化を進める取り組み)の普及加速を追い風に建機向け自動化システム、測量機

器、ドローン、3Dスキャナーなどの売上が拡大し、ポジショニング事業は前年同期比 34.3%増収、

営業利益は 2.3 倍となり、上期、通期の売上、営業利益計画を上方修正。スマートインフラ事業

も前年同期比 19.0%増収、営業利益は 2.7 倍に拡大し、上期、通期の利益計画を上方修正。

i-Construction の発注現場数は前年同期比約 60%増、関連売上は約 2.8 倍に拡大し、国内売上は

前年同期比 22.7%増加。道路工事など国の大規模直轄工事で、i-Construction の普及が想定以上

に進行している。一方、アイケア事業は、欧州で新製品投入を控えた買い控えが発生しているこ

とや販売体制の増強、研究開発費増、FDA 取得費用の増加により、1Q の営業利益は昨年の 4.6 億

円の黒字から、4.5億円の赤字へ大きく悪化。下期の新製品投入まで苦戦が続く見込みで、アイケ

ア事業は上期、通期の利益計画を下方修正。i-Construction 関連事業は好調だが、アイケア事業

で費用が先行しており、全社での上期、通期利益計画は期初計画から据え置いている。 

 

 

株価(8/3) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 130,735 1.7% 128,387 -1.8% 133,000 3.6% 売買単位 株

営業利益 8,803 -45.1% 9,551 8.5% 12,000 25.6% PER(予想) 倍

経常利益 7,366 -50.5% 7,622 3.5% 10,000 31.2% PBR(実績) 倍

当期純利益 4,197 -51.6% 4,395 4.7% 5,700 29.7% ROE(実績) %

EPS(円) 39.0 41.5 53.8 配当利回り(予想) %

配当金(円) 24.0 16.0 20.0 担当
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説明会より 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(8/3) 

売買単位 

コメント 

日立製作所 
(6501) 

東証 1部 

743.6円 

1,000株 

1Q決算は前年同期比 2.0%減収、44.1%営業増益となり過去最高の営業利益、営業

利益率を更新。半導体製造装置の販売増、日立金属・化成のエレクトロニクス製

品の販売増、国内の SI 事業の収益性改善、中国で建機や自動車部品の販売が伸

び会社計画から売上 600億円、営業利益 200億円上振れ。年後半の見通しはまだ

不透明なため、通期計画は据え置き。IoTプラットフォームの「ルマーダ」を核

としたソリューション事業を伸ばし、業績拡大を目指す方針。(松本 直志) 

オムロン 
(6645) 

東証 1部 

5,520円 

100株 

1Q決算は前年同期比 10.2%増収、130.8%営業増益。1Qとして売上は過去 2番目、

利益と利益率は過去最高を更新。中国中心にスマートフォン(スマホ)、半導体、

有機 EL、データセンタ、EV などデジタル業界の市況が活況で、制御機器事業が

前年同期比 21.9%増収、88.2%営業増益となり成長をけん引。中国では人手不足

や安心安全に対する要望から、食品業界でも自動化の動きが活発化。スマホなど

デジタル業界では生き残りのため、設備投資が活況になっており、制御機器事業

の拡大トレンドは今後も続く見込み。(松本 直志) 

デンソー 
（6902） 

東証 1部 

5,383円 

100株 

1Q決算は、トヨタ向けに加えて、非トヨタ向けについても好調に売上が拡大し

たことにより前年同期比 6.6%増収、38.6%営業増益で着地。1Q決算が想定以上の

決算であったことで、上期及び通期業績計画についても上方修正を発表。修正後

の予算についても保守的な計画となっており、会社側も 2Qの上ブレ着地に自信

を示すとともに、2Q発表時には改めて下期についても見直す意向を表明してい

る。(多功 毅) 

日東電工 
（6988） 

東証 1部 

10,455円 

100株 

1Q決算は、TV向け偏光板が低調に推移したものの、高機能スマホ向けの液晶用

偏光板の拡販や OLED採用スマホ向けの光学材料の出荷数量の増加、先端材料の

出荷増による製品構成改善効果が大きく寄与することで、前年同期比 19.5%増収、

158.4%営業増益で着地。スマホ向けが想定以上に好調なオプトロニクスセグメン

トの見通しの増額を主因に、2Q累計業績予想を期初予想比で、売上高で 7.7%、

営業利益で 36.8%上方修正。 (多功 毅) 

日産自動車 
（7201） 

東証 1部 

1,091.0円 

100株 

1Q決算は台数・車種構成の改善やコストダウン効果があったが、競争の激化す

る米国でのインセンティブの増加、中近東市場の減速等の影響を受けたことで前

年比 4.0%増収も 12.8%営業減益での着地。会社側は 1Q決算の評価については、

米国、中国、中近東市場が想定を下回ったが、コストダウン効果や為替推移が想

定より良好とし、社内計画線での着地としている。通期計画については、新車投

入効果等を見込むことで 0.7%増収、7.7%営業減益の計画を据え置き。 (多功 毅) 

東京 
エレクトロン 

(8035) 

東証 1部 

15,205円 

100株 

1Q決算は前年同期比 59.8%増収、148.0%営業増益。3D NAND向け製造装置の売上

が大きく伸び、韓国向け売上が前四半期比 23.1%増、前年同期比 3.4倍に拡大。

保守メンテ売上も前年同期比 23.1%増。注力領域のエッチング、成膜、洗浄装置

の全てでシェアアップに向けた取り組みが順調に推移。3D NAND はデータ通信量

の増加に伴うデータセンタ向け SSD需要がけん引しており、来期に向けても市場

拡大が続く見込み。需要増大に対応するためエッチング装置の生産能力を 19 年

までに 2倍に増強。部品各社にも生産増強を要請している。(松本 直志) 
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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 


