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今週の予定 

 国内 海外 

11/19 

(月) 

10月貿易収支(8:50) 

東京海上 HD(8766)2Q 決算(14:40) 

[中]FBC 上海 2018 ものづくり商談会 

in 未来工業展覧会（～21日） 

20(火) TPP主席交渉官会合(～21日)開催 

10月の主要コンビニ売上高 

[中]アジア物流・海運会議(～21日) 

[米]10月住宅着工件数(22:30) 

21(水) 3ヵ月予報(気象庁) 

ケアメディカル産業展(～22日) 

10月の粗鋼生産速報 

石油製品価格調査 

年末ジャンボ宝くじ 発売(～12/21) 

[欧]欧州委員会によるイタリアの予算

案に対する最終的な判断期限 

[仏]OECD経済見通し発表 

[米]10月耐久財受注(22:30) 

[米]10月中古住宅販売件数(24:00) 

22(木) 10月全国 CPI(8:30) [米]休場(感謝祭) 

23(金) 勤労感謝の日 

11月日経日本製造業 PMI(9:30) 

柔道グランドスラム大阪(～25日) 

[米]ブラックフライデー 

[仏]博覧会国際事務局総会 

[欧]11月ユーロ圏製造業 PMI(18:00) 

24(土) 2018神奈川ウェルディングフェスタ(～25日) 

ゲームマーケット 2018秋(～25日) 

[台]統一地方選・住民投票 

[豪]ビクトリア州議会選挙 

25(日) 福岡ソフトバンクホークス日本一祝賀パレード 英国の EU離脱に関する EU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 21,000～22,100 円      TOPIX 1,600～1,660 

＊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 貿易摩擦激化 中国経済の成長鈍化 地政学的リスク 米国経済の成長鈍化 

トランプ減税効果の一巡や米国が仕掛ける保護貿易政策による世界経済の減速懸念、米国金利の

上昇などに伴い米国株が不安定な動きとなっていることで、日本株も軟調な推移になっている。月

末に予定されている米中首脳会談で米中貿易摩擦に関する和解成立、または、FRBの利上げ打ち止

めといった好材料がなければ、日米ともに株価は軟調な推移が続くものと思われ、慎重な投資姿勢

を取らざるを得ない状況にある。また、21 日に欧州委員会によるイタリアの予算案に対する最終

的な判断期限、23 日には 11 月のユーロ圏製造業 PMI の発表、25 日は英国の EU 離脱に関する EU

首脳会議の開催など、今週は欧州絡みのイベントが多く予定されている。政治の不透明感や米国が

仕掛ける保護貿易政策などの影響を受けて、10 月のユーロ圏製造業 PMI は 52.0 となり、3 ヵ月連

続で前月比低下し 26 ヵ月ぶりの低水準に落ち込んだ。新規輸出受注指数は 2013 年以来の 50 割れ

となり、輸出売上も 5年超ぶりに減少に転じた。生産の拡大ペースは 2014年 12 月以来の小幅な伸

びにとどまり、雇用の拡大ペースも 2016年 12月以来の伸びの鈍化となっている。政治や保護貿易

に加えて、原材料価格上昇への懸念も高まっており、先行きに対する楽観度は 2012年 12月以来の

低水準へ落ち込んでいる。国別の製造業 PMIでは、ドイツが 52.2となり 29ヵ月ぶりの水準に低下。

フランスは 51.2となり、25 ヵ月ぶりの水準に低下。イタリアは 49.2となり節目の 50を割り込み、

46 カ月ぶりの低水準に落ち込んでおり悪化が顕著になっている。欧州の政情が混迷の度合いを深

めるようなら、欧州発の景気減速懸念が高まり、リスク回避の動きから円高株安が進行する可能性

があり警戒したい。(11月 15日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄 

村田製作所(6981)  東証 1部            

 

出所：業績に関する数値は決算短信より 

2Q累計決算はスマホ向けに加えて、電装化の著しい車載向けにセラミックコンデンサの需要が

旺盛に推移しており、また、前期に生産性の問題で赤字を計上したメトロサークも顧客の新モデ

ル向けに順調に生産数量、収益性が改善。さらに、今期から償却方法を定率から定額に変更した

ことも貢献し、前年同期比27.2%増収、38.7%営業増益で着地。上期の業績が上ブレ着地となった

ことに加えて、下期についても堅調に推移する見込みであるとして通期計画については18.1%増

収、68.4%営業増益へと上方修正。下期計画については上期中に実行された一部代理店向けの値上

げ効果については織り込んだものの、現在進めている年明け1月以降の値上げ交渉の結果は織り込

んでいないとしている。現状の需給環境を踏まえると、値上げ決着の確度は高く、業績上ブレが

期待される。また、契約タイミングは顧客によって異なり、来期業績については1月からの値上げ

に加えて、4月契約分の顧客についても値上げ効果の寄与が期待される。 

中長期的な観点では、電装化の進展が著しい自動車向けにセラミックコンデンサやMEMSセンサ

ーを中心とした部品の成長継続が見込まれる。また、現状では北米メーカー向けに限定的に供給

しているものと推察されるメトロサークの他メーカーへの拡販、ソニーから買収した電池事業に

ついて生産、開発、販売など多岐に渡るシナジー効果の発現による収益改善が進む可能性が高い

ものと想定している。さらに20年に向けては5G対応スマホ向けにミリ波制御用のアンテナモジュ

ールの成長についても期待される。今期業績の改善基調の継続、中長期的な事業拡大への期待の

両観点で注目したい。 

 

株価(11/15) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 1,135,524 -6.2% 1,371,842 20.8% 1,620,000 18.1% 売買単位 株

営業利益 201,215 -26.9% 162,146 -19.4% 275,000 68.4% PER(予想) 倍

税引前利益 200,418 -28.2% 167,801 -16.3% 280,000 66.9% PBR(実績) 倍

純利益 156,060 -23.4% 146,086 -6.4% 210,000 43.8% ROE(実績) %

EPS(円) 733.9 685.9 984.8 配当利回り(予想) %

配当金(円) 220.0 260.0 280.0 担当 多功　毅
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株価 11月15日 16,830 円
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説明会より 
 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(11/15) 
売買単位 

コメント 

ハウス食品 
グループ本社 

(2810) 

東証 1部 

3,790円 

100株 

上期決算は前年同期比 1.6%増収、15.0%営業増益。香辛・調味加工食品、健康食

品など国内事業での収益性改善が進んだことや中国、米国など海外事業が堅調に

推移し、上期の最高益を更新。通期計画も上方修正。香辛・調味加工食品はマロ

ニーの新規連結、レトルトカレーの拡販、マーケティングコストの効率運用など

により前年同期比 16.1%営業増益。米国では植物性タンパク質への需要増に伴い

業務用中心に豆腐の販売が好調。中国カレー事業も家庭用の値上げ、業務用の新

規顧客開拓、新工場稼働により順調に拡大している。(松本 直志) 

三菱ケミカル
HD 

（4188） 

東証 1部 

933.7円 

100株 

上期は定修、薬価改定の影響に加えて、中国スマホ向け光学フィルムの不振、イ

ンドネシア及び中国工場における火災の影響によりコア営業利益段階で前年比

減益着地。一方、計画対比では MMAやニードルコークスの好市況享受、電池材料

の拡販により上ブレ着地。通期計画についても MMAや機能化学品の見通しを増額

したうえで、通期コア営業利益計画を 130億円増額修正。なお、同予想には大陽

日酸の欧州事業買収による影響は織り込んでいないとしている。(多功 毅) 

エン・ジャパン 
(4849) 

東証 1部 

4,235円 

100株 

上期決算は前年同期比 21.3%増収、39.1%営業増益。新卒の採用が進まず、若手

の離職率も高いことから、若手の正社員中心に顧客の採用需要は引き続き旺盛。

CMによる認知度アップも貢献し、主力の求人サイトは前年同期比 22.9%増収。進

捗は計画を上回っているが、新規サービスへの追加投資を検討していることから

通期計画は据え置き。ミスマッチの少ない採用を実現するため、早期離職防止ツ

ールなど HR-Tech分野の強化も進める方針。(松本 直志) 

TDK 
（6762） 

東証 1部 

8,950円 

100株 

フェライト磁石について 47億円の減損費用を計上したものの、スマホを中心に

採用の拡がる二次電池、車載用を中心に好調なコンデンサ、合理化効果の寄与す

る HDD用ヘッドが大きく寄与し、2Q累計決算は前年同期比 15.8%増収、40.6%営

業増益での着地。上期が好調に推移したことに加えて、下期についても二次電池、

コンデンサを中心に堅調に推移することが見込まれることから、11.7%増収、

33.8%営業増益に上方修正。(多功 毅) 

いすゞ 
（7202） 

東証 1部 

1,569.0円 

100株 

2Q累計決算は、商用車が中近東地域で低迷するなか、国内市場が高水準を維持

し、ASEAN、アフリカでも拡販が進む。また、タイを中心としたピックアップト

ラックも好調に推移し 5.1%増収、18.1%営業増益での着地。通期についても、中

近東における想定以上の回復の遅れを織り込む一方、中近東以外の海外での商用

車、ピックアップトラックの拡販効果を見込み 4.8%増収、10.3%営業増益に上方

修正。(多功 毅) 

ブイ・ 
テクノロジー 

(7717) 

東証 1部 

16,370円 

100株 

中国向け大型パネル工場の新設需要がけん引し、上期決算は前年同期比 63.9%増

収、135.7%営業増益。新製品の開発遅れにより売上は会社計画から下振れしたも

のの、利益計画は超過達成。上期の受注は前年同期比 52.1%減となったが、下期

に向けて改善し FPD製造装置市場は今後も底堅い推移が続く見込み。新たな取り

組みとして、2020年の出荷開始を目指し、有機 ELパネル製造向けに新製品を開

発中。半導体ウエハ研磨装置、半導体テスター事業にも参入。(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 


