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今週の予定 

 国内 海外 

6/3 

(月) 

世界水素技術会議 2019(～6日) 

日本ゲノム編集学会 

1-3月期の法人企業統計(8:50) 

伊藤園(2593)本決算 

日本ハウス HD(1873)2Q決算 

[中]5月財新製造業 PMI(10:45) 

[米]5月 ISM製造業景況指数(23:00) 

[米]アップル 第 30 回「ワールドワイド・デベロ

ッパーズ・コンファレンス」開催(～7日)  

[米]トランプ大統領英仏訪問(～6日) 

4(火) 5月マネタリーベース(8:50) 

アイン HD(9627)本決算 

[中]天安門事件から 30年 

[欧]5月消費者物価指数(18:00) 

5(水) 5月日経日本 PMIサービス業(9:30)  

バイオマスエキスポ 2019(～7日)  

JPCA(～7日) 

[中]5月財新サービス業 PMI(10:45) 

[米]5月 ADP雇用統計(21:15) 

[米]5月 ISM非製造業景況指数(23:00) 

6(木) 震災対策技術展 大阪(～7日) 

サービスロボット開発技術展(～7日) 

日本生体医工学会大会(～8日) 

[欧]ECB理事会 

[米]4月貿易収支(21:30) 

[仏]ノルマンディー上陸作戦記念行事 

7(金) 4月毎月勤労統計(8:30) 

安倍晋三首相の通算在職期間 2721 日

(伊藤博文抜き歴代 3位に) 

[英]メイ首相が保守党党首を辞任 

[独]4月鉱工業生産(15:00) 

[米]5月雇用統計(21:30) 

8(土) G20財務相・中央銀行総裁会議(～9日) [仏]EUROSATORY 2020(～12日) 

9(日) 北海道美唄市長選投開票 [カザフスタン]大統領選挙 

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 20,700～21,500 円      TOPIX 1,510～1,570 

＊期待材料 IoT、AI、RPA 活用による生産性改善 5G時代の到来  

＊不安材料 地政学的リスク 貿易摩擦激化 中国経済の成長鈍化 欧州経済の減速 

米中貿易交渉長期化への懸念が高まり、日米ともに株価は軟調な推移になっている。関税引き上

げやファーウェイへの輸出禁止規制などの圧力に対して、中国はレアアースの輸出禁止検討や、国

内向け経済対策としてナンバープレート発給制限の緩和など新車購入支援策の導入、半導体集積回

路を設計する企業の企業所得税免除などの実施が報じられている。中国は 20 年秋の米大統領選で

のトランプ氏敗北を期待して、景気対策で国内景気を下支えしつつ交渉を長期化させる戦略に傾き

つつあるようで、米中貿易摩擦が早々に解決するような気配は見られない。6月末の G20で開催さ

れると見られている米中首脳会談で、米中貿易摩擦への懸念が一掃され、日経平均株価が連休前水

準の 22,000 円台回復を試すとの期待は持ちにくい。ただ、日米とも直近の株価下落が大きく、6

月末の米中首脳会談で何らかの協議進展があるとの期待感もあり、当面は半導体やロボット、建機、

工作機械など中国関連株中心にリバウンドとなる展開が想定される。今週の予定では 3日の 5月米

ISM 製造業、5 日の ISM 非製造業景況指数の結果が注目される。4 月の両指数はともに前月比低下

し、ISM製造業景況指数は 16年 10月以来、ISM非製造業景況指数は 17年 8月以来の低水準へ落ち

込んだ。5 月 23 日に IHS マークイットから発表された米国の 5 月製造業・サービス業 PMI 速報値

は、製造業 PMIが 09年 9月以来、サービス業 PMIが 16年 2月以来の低水準に落ち込んでいる。当

面はリバウンドの展開が想定されるものの、ISM製造業・非製造業景況指数が前月比一段と落ち込

むようなら、株式市場の波乱要因になると思われ注意したい。(5月 30日現在、松本 直志) 
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TOYO TIRE(5105)  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 

第1四半期決算(1-3月)は、原材料高や円高の影響により前年同期比3.8%減収、4.0%営業減益の

101.74億円での着地だが、同業他社の同期間の業績が低迷するなか、健闘と評価できる決算。米

国での大口径タイヤの拡販や値上げ効果の寄与に加えて、前期からの懸案である自動車部品事業

も生産性向上や前期の減損計上による固定費減少が寄与し、着実に赤字幅が縮小している。通期

計画は外部環境要因が不透明であることを理由に据え置いている。2Qにかけては能力増強に伴う

立ち上げコスト及びメンテナンス工事コスト、販管費について若干の期ズレがあるとし、現在の

2Q計画では1Q比35.48億円の営業減益となっている。2Qに関しても値上げ効果に加えて、米国での

増産効果の寄与も見込まれることを踏まえると上期業績の上振れ確度は高く、通期についても今

後の上方修正が期待される。 

当社が強みを持つ米国市場における大型タイヤが、今後も業績のけん引役となることが期待さ

れる。米国の新車販売市場では、SUVやピックアップトラックなどの大型車への需要シフトが進ん

でいるが、今後も数年のタイムラグをおいて交換用大型タイヤ市場を拡大させることが見込まれ

る。当社は米国において生産能力増強を行っており、拡大が期待される市場の中でシェア上昇も

伴った成長が期待可能と考えている。また、出資を受けた三菱商事とは販売、調達、技術面で7つ

のワーキンググループを設定し具体的な提携戦略の検討を進めており、第2四半期決算をめどに短

期・中長期で期待される収益の想定を発表する予定となっている。米国以外の海外市場において、

三菱商事の豊富なリソース活用による事業拡大も期待される。 

株価(5/30) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 404,999 6.1% 393,220 -2.9% 400,000 1.7% 売買単位 株

営業利益 45,308 -8.1% 42,390 -6.4% 40,000 -5.6% PER(予想) 倍

経常利益 40,167 -8.9% 38,379 -4.5% 37,200 -3.1% PBR(実績) 倍

純利益 15,476 黒転 10,553 -31.8% 23,900 126.5% ROE(実績) %

EPS(円) 121.9 83.1 155.3 配当利回り(予想) %

配当金(円) 45.0 45.0 45.0 担当

100

ゴム製品

　　　17年12月期 　18年12月期 　　　19年12月期(予) 1,379

多功　毅

8.9

1.0

6.8

3.3

株価 5月30日 1,379 円
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(5/30) 
 

コメント 

ダイキン 
（6367） 

東証 1部 

13,695円 

前期は原料高、新興国通貨安に加えて、米国の対中関税引き上げの影響も受けた

ものの、日米欧アジア等での拡販やコストダウン、値上げなどが寄与することで

前年同期比 8.3%増収、8.9%営業増益での着地。今期は、円高に加えて、米国の

対中関税第 3弾の税率 25%への引き上げを織り込んだうえで、日米欧などでの拡

販効果やコストダウンを見込み 7.6%増収、3.2%営業増益を計画。今期の営業利

益 2,850億円についてはコミットメントとし、社内挑戦目標の 2,950億円から上

積みを目指すとしている。(多功 毅) 

マツダ 
（7261） 

東証 1部 

1,143.0円 

前期決算は日本、ASEANでの拡販効果があったものの、米中豪での台数減少、豪

ドル、ルーブルを中心とした為替デメリット、米販売ネットワークへの投資、品

質コストなどの負担が重く前年同期比 2.6%増収、43.3%営業減益。今期は、引き

続き新興国通貨を中心とした減益要因を見込むものの、日米欧中での拡販効果、

新車投入による台当たり利益の改善やインセンティブコストの削減、原価低減効

果などを見込むことで 3.8%増収、32.5%営業増益を計画。(多功 毅) 

SUBARU 
（7270） 

東証 1部 

2,590.5円 

前期決算は、品質を最優先に生産調整を図っていることや電動パワステの不具合

にかかる操業一時停止及び、品質関連コストの増加、国内販売の減少などにより

前年同期比 2.2%減収、48.5%営業減益。今期から IFRS適用。旧日本基準での比

較では 4.5%増収、27.9%営業増益を計画。秋からのアウトバックの新型車投入を

見込む北米と品質関連問題による落ち込みからの改善を見込む国内での販売台

数の増加、品質関連コストの低減が利益をけん引する見込み。(多功 毅) 

サイバー 
ダイン 
(7779) 

東証マザーズ 

590円 

医療用 HAL のレンタル売上は増加したが、介護支援用の腰タイプの販売が減少

し、18年度決算は前年同期比 1.1%減収の 17億円。研究開発費の増加や外形標準

課税の一括計上も重石になり、赤字幅は拡大。19 年度は医療用 HAL の海外展開

がけん引し、売上は 20～25 億円程度へ拡大見込み。患者数の少ない神経・筋難

病に医療用 HALが使われていることで普及スピードが遅くなっているが、患者数

の多い脳卒中での治験が 19 年 12 月～20 年 3 月に終了すると見込まれており、

今後、医療用 HALの普及が加速する展開が期待される。(松本 直志) 

名古屋鉄道 
(9048) 

東証 1部 

2,983円 

18 年度決算は前年同期比 2.9%増収、5.3%営業増益。鉄道やトラック物流、不動

産、免税売上、航空関連サービスが拡大し過去最高益を更新。鉄道は空港線が製

造業の拠点が集積する三河線、西尾線の通勤定期利用が増加し、輸送人員が前年

同期比 1.6%増と堅調。今期は前年同期比 2.0%増収、2.9%営業減益計画。トラッ

ク事業の人件費、燃料費上昇、鉄道の修繕費上昇で減益計画。19 年 9 月に LCC

向け新ターミナルビル開業により、空港線は一段増が見込まれ、鉄道の輸送人員

は前年同期比 0.9%増の計画。(松本 直志) 

共立 
メンテナンス 

(9616) 

東証 1部 

5,400円 

 

18年度決算は前年同期比 7.1%増収、11.3%営業増益。台風や豪雨、地震など自然

災害があったが早期に克服し、9期連続営業増益。ビジネスホテルは昨年と今年

開業した新棟の貢献により前年同期比 17.7%増収、18.1%営業増益。年間の稼働

率は昨年の 89.9%に対して 91.5%へ上昇。今期は前年同期比 12.4%増収、7.8%営

業増益。開業費や大規模リニューアル費、システム改修費などの費用増があるが、

ビジネスホテルの新規開業や客室単価上昇により増収増益計画。(松本 直志) 



 

 

ヤマワ・レポート 

 
2019年 6月 3日                                        調査室 

 

いつもあなたのそばで 頼れる金融機関です 

■ ■ ■ 山和
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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 


