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今週の予定 

 国内 海外 

12/4(月) ピジョン(7956)3Q 決算 [欧]ユーロ・グループ 

5(火) アイン HD(9627)2Q 決算 

不二電機工業(6654)3Q決算 

ナ・デックス(7435)2Q決算 

[中]11月財新サービス業 PMI(10:45) 

[米]10月貿易収支(22:30) 

[米]11月 ISM非製造業景況指数(24:00) 

6(水) テーマパーク EXPO 2017(～8日) [米]11月 ADP雇用統計(22:15) 

7(木) シャープ(6753)東証 1部に指定替え アフリカ 2017フォーラム(～9日) 

8(金) 7－9月期 GDP改定値(8:50) 

11月景気ウォッチャー調査 

[中]11月貿易収支 

[米]11月雇用統計(22:30) 

9(土) ソニー(6758)AIスピーカー 発売 [中]11月消費者物価指数(10:30) 

10(日) 北朝鮮人権侵害問題啓発週間(～16日) ノーベル賞授賞式 

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 22,200～23,000円      TOPIX 1,765～1,810 

＊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 中国経済の成長鈍化 長期金利上昇 ハイテク株の世界的下落 

先週の日経平均株価は、北朝鮮の ICBM 発射による地政学的リスクの高まりや半導体関連などハ

イテク株の下落といった悪材料があったものの、金融株など内需株の上昇がけん引し底堅い展開に

なった。ただ、これまでの株式市場のけん引役だったハイテク株が日本だけでなく米国、韓国、台

湾でも大きく下落しており、この動きが継続するかが今週の注目点になろう。ハイテク株下落の流

れは NAND型フラッシュメモリの需給緩和観測から、韓国サムスン電子が 27日に前日比－5.1%と急

落したことから始まり、半導体受託生産世界最大手の台湾 TSMCも同日に－2.9%となった。29日に

は WSTS(世界半導体市場統計)による 18 年の半導体市場予測が前年比 7.0%増と 17 年の 20.6%増か

ら鈍化するとの見方が嫌気され、日本市場でディスコと東京エレクトロンが－5.8%、SCREEN HDが

－5.3%と大幅安となり、米国市場では半導体製造装置世界首位のアプライドマテリアルズが－

7.7%、同 3位のラムリサーチが－8.7%となるなど世界的に半導体関連株が下落。また、同日には米

国株式市場の上昇をけん引してきた FANG と称されるフェイスブック、アマゾン、ネットフリック

ス、アルファベット(グーグルの親会社)の株価も下落している。NASDAQ 総合の推移でみると、6

月前半と 7 月後半にも高値警戒感から 1 ヵ月程度、75 日移動平均線付近まで約 4%の調整をする場

面があった。29日時点で 75日移動平均線は 6,553.3付近にあり、29日の終値は 6,824.4になって

いることから、今後 1ヵ月程度かけてさらに 4～5%程度下落していく展開も警戒される。ただ、昨

年秋季時点の WSTS による 17 年の半導体市場予測は、前年比 3.3%増と小幅な伸びだったことを考

慮すると、上記の 18 年の予測は強気と言って良いものだと思われる。また、通信の高速化やスマ

ートフォンなどの普及・高機能化の進展に加えて、車や家電など様々なものがネットワークに繋が

り大容量のデータがやり取りされる IoT時代が到来することで、データ量は指数関数的に拡大する

ことが見込まれている。これに対応するため、3D NANDの増産投資や積層数の拡大などの技術革新

は必須になることから、半導体市場と設備投資市場の拡大は今後も続くものと思われ、東京エレク

トロンなどの半導体関連銘柄には引き続き注目したい。(11月 30日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄 

ホンダ(7267)  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 

 

株価(11/30) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 14,601,151 9.6% 13,999,200 -4.1% 15,050,000 7.5% 売買単位 株

営業利益 503,376 -24.9% 840,711 67.0% 745,000 -11.4% PER(予想) 倍

税引前益 635,450 -21.2% 1,006,986 58.5% 955,000 -5.2% PBR(実績) 倍

当期純利益 344,531 -32.4% 616,569 79.0% 585,000 -5.1% ROE(実績) %

EPS(円) 191.2 342.1 326.3 配当利回り(予想) %

配当金(円) 88.0 92.0 96.0 担当 多功　毅
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　　　16年3月期 　　　17年3月期 　　　18年3月期(予) 3,744

独立系自動車メーカーで、先端技術については自動運転でグーグル系、コネクテッドカーでは

ソフトバンクと組む等、非自動車メーカーとの提携に積極的。 

2Q 累計決算は前年同期比 11.2%増収、14.7%営業減益(727 億円減益)での着地となった。前年比

727億円の営業減益のうち、前年に年金制度改定に伴う利益押し上げ要因が 840億円あったこと、

及び今期に集団訴訟和解金を 537億円計上していることによる一過性損益の差が 1,377億円あり、

また 2Qの円安に伴う利益増加要因 118億円も控除した実質ベースでは前年比 531億円 (12.9%)増

益の好決算であった。四輪事業については、北米でアコードのフルモデルチェンジ前の旧型モデ

ルの在庫調整が利益圧迫要因となったものの、二輪事業が、インド、ベトナム等で収益性の高い

スクーターを中心に好調に推移しており、利益をけん引している。1Q決算発表に続き、2Q決算発

表時にも通期業績計画を上方修正した。ドル円前提は 3Q：110円、4Q：105円で、通期：109円と

現状レートより保守的な設定。下期には北米で新型アコード投入による採算改善効果も見込まれ、

また、国内での新型 N-BOX 投入に伴う台数増効果を踏まえると、修正後の通期計画についても再

増額が期待される。 

2Q 決算発表に合わせて、株主還元方針を変更している。従来は配当と自己株取得を合わせた株

主還元性向を 30%としていたが、今後については配当性向を 30%としたうえで自己株取得も適宜実

施するとしており、より株主還元を重視する方針を示している。 

株価 11月30日 3,744 円
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(11/30) 
売買単位 

コメント 

トーカロ 
（3433） 

東証１部 

4,755円 

100株 

主力顧客の東京エレクトロン向けの溶射加工が引き続き好調。また、その他表面

処理加工事業や海外の溶射加工についても順調に売上、利益が拡大しており、2Q

累計決算は計画を上回る 15.7%増収、35.3%営業増益で着地となり、通期業績計

画についても上方修正。下期にかけては、現在進める能力増強に伴う固定費増加

が見込まれるが、需要環境は引き続き好調であり、下ブレリスクは小さいものと

思われる。(多功 毅) 

ディスコ 
(6146) 

東証 1部 

24,860円 

100株 

上期決算は前年同期比 32.6%増収、94.1%営業増益。メモリ中心に半導体向けの

需要が旺盛で精密切断装置や替刃などの消耗品が拡大し、売上、利益ともに過去

最高を更新。半導体・非半導体向けともに、メーカー各社の生産活動は活発化し

ており、2Q の消耗品売上は過去最高を更新。受注の引き合いは季節的に一服し

ているが、メモリ中心に台湾や中国の OSAT、ディスクリート、R&D関連などが底

堅く推移しており、工場はフル稼働が続いている。 (松本 直志) 

エボラブル 
アジア 
(6191) 

東証 1部 

2,283円 

100株 

17年9月期決算は前年同期比 38.3%増収、18.1%営業増益、航空券の取扱高は 44.4%

増加。シェア拡大のため、マーケティング投資を増額したことで、取扱高は計画

比上振れしたが、営業利益は計画未達。今期は IFRS ベースで前年同期比 25.1%

増収、48.8%営業増益、取扱高は 74.4%増の計画。広告費を前期の 21億円に対し

て、今期は 35 億円へ増額し、2Q に関東、関西で TVCM を放映予定。プロモーシ

ョンを強化してシェアを拡大させ、19年度に取扱高 1,000億円を目指す。 

(松本 直志) 

ダイキン 
（6367） 

東証１部 

12,920円 

100株 

原材料高の影響に加えて、1Qにおいては欧州、アジアでの天候不順の影響や 2Q

には日本において長雨等の影響も受けたものの、各地域での高付加価値製品の投

入や販路開拓効果により総じて売上高が堅調に推移したことに加えて、合理化効

果等でカバーし計画を上回る 12.4%増収、6.2%営業増益で着地となり、通期業績

計画についても上方修正。相対的に採算性のよい中国、アジア地域での販売が好

調に推移しており、修正後予算についても上ブレ着地が期待される。(多功 毅) 

オムロン 
(6645) 

東証 1部 

6,630円 

100株 

上期決算は前年同期比 10.5%増収、67.4%営業増益。制御機器の成長がけん引し

上期は過去最高の営業利益を更新。自動車、デジタル(スマートフォン、電子部

品、半導体、FPD、二次電池)、食品、日用品、社会インフラの注力 4業界の現地

通貨ベース海外売上が前年同期比 29%増、中華圏では 42%増と好調。3Q以降も EV

や半導体向けなどで強い状況が続くことから、通期計画も上方修正。制御機器は

通期で前年同期比 17.2%増収、37.5%営業増益となり、過去最高の売上、営業利

益を達成する計画。(松本 直志) 

トヨタ 
（7203） 

東証１部 

7,044円 

100株 

2Q累計決算は、米国市場における競争激化の影響や資材コスト上昇の影響があ

ったが、原価低減効果や円安効果が寄与することで前年比 1.8%営業減益での着

地。上期の実績及び通期の為替レートを円安方向に見直したこと、ハイブリッド

車の販売が好調な欧州での販売前提や原価低減による増益効果の積み増しによ

り、通期業績計画を上方修正。北米の販売状況はリスク要因だが、原価低減効果

の前提が保守的と思われ、会社計画を上回る業績が期待される。(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 


