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今週の予定 

 国内 海外 

6/10 

(月) 

1-3月期 GDP 改定値(8:50) 

4月の国際収支(8:50) 

5月景気ウォッチャー調査 

[中]5月貿易収支 

[米]メキシコからの全輸入品に 5%の追加関税

(7/1、8/1、9/1、10/1に税率引き上げ) 

11(火) 5月マネーストック(8:50) 

5月工作機械受注(15:00) 

[米]ゲーム見本市｢E3」開幕(～13日)  

[ギニア]アフリカ開発銀行年次総会(～14日) 

12(水) 安倍首相イラン訪問(～14 日) 

4月機械受注(8:50) 

日本がん分子標的治療学会(～14日) 

画像センシング展(～14日)  

神戸物産(3038)2Q 決算 

[中]5月消費者物価指数(10:30) 

[米]5月消費者物価指数(21:30) 

[米]血管外科学会(～15日)  

[仏]ルノー年次株主総会 

[米]「Nintendo Direct:E3 2019」 

13(木) ヤーマン(6630)本決算 

トヨタ自動車(7203)株主総会 

[欧]ユーロ圏財務相会合 

[英]保守党党首選 下院議員第 1回投票 

14(金) メジャーSQ 

4月鉱工業生産確報値(13:30) 

サンバイオ(4592)1Q 決算 

オハラ(5218)2Q決算 

[中]5月小売売上高(11:00)  

[中]5月鉱工業生産(11:00)  

[米]5月小売売上高(21:30) 

[米]5月鉱工業生産(22:15) 

15(土) G20 エネルギー・環境閣僚会合(～16 日) [仏]自動車ルマン 24 時間決勝(～16日) 

16(日) 海の森水上競技場完成記念レガッタ [モロッコ]陸上ダイヤモンドリーグ第 6戦 

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 20,500～21,500円      TOPIX 1,500～1,580 

＊期待材料 日本における経済対策 中国の経済対策 米・欧・中などの金融緩和  

＊不安材料 米中貿易戦争 米墨関係 地政学的リスク 英国の EU離脱問題 米財政問題   

リスク要因に事欠かない状況となっているが、先週については株式市場にとって前向きな動きが

見られた。3 日に FOMC の投票メンバーでもあるセントルイス連銀ブラード総裁が「景気減速への

保険として、政策金利の引き下げが近く正当化される可能性がある」と発言したことやパウエル

FRB 議長の利下げ示唆発言を受けて、米国の利下げ観測が急速に強まった。5月 30日にトランプ大

統領によって唐突に打ち出された不法移民問題を理由としたメキシコに対する関税引き上げに関

しても、メキシコ大統領による交渉を通じた解決に自信を示す発言や、米共和党議員からの関税引

き上げ阻止の動きもあり、引き上げ見送りへの気運が高まった。日本においても消費税増税の影響

への不安感が募るなか、自民党の甘利選挙対策委員長から場合によっては増税に備えた追加経済対

策を検討するとの発言があった。先行きへの懸念は引き続き強いものの、一旦は買戻し優位の展開

が想定される。一方で、イギリスにおいては運用成績の悪化と投資資金流出に見舞われたファンド

が、流動性の低い資産の現金化までの時間確保を理由に償還停止を打ち出すなど、気懸りな動きも

出てきている。6日時点で償還停止の影響は拡がりを見せていないものの、リスク資産への不信感

の高まりからリスクオフの動きが本格化する可能性も視野に、今後の動向を注視したい。また中国

5 年債のクレジットデフォルトスワップと金価格の動きも注目される。ちなみに、前者は米中関係

が緊張感を高めた 5月以降に上昇基調にある。また、安全資産とされる後者も上昇傾向の動きを見

せ、月足で均衡表の雲を上抜け寸前となってきた。(6 月 6日現在、多功 毅) 
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ファンケル(4921)  東証 1部            

 

18年 12月に 1株を 2株に分割しており、過去の EPS、配当金は遡及修正後数値を掲載 

出所：業績に関する数値は決算短信、決算説明資料より

化粧品と栄養補助食品(サプリ)が事業の 2本柱。18 年度のセグメント別売上高比率は化粧品が

58.5%、栄養補助食品が 35.9%、発芽米、青汁などその他が 5.7%になっている。化粧品はメイクや

ヘアケア、ボディケアに至るまで、肌に負担となる可能性のある成分を一切配合しない「無添加」

にこだわった製品開発が特徴。栄養補助食品は年代別の体の変化に合わせて必要な成分を厳選し

た「年代別サプリ」や、食事の糖・脂肪の吸収を抑える「カロリミット」、体重・体脂肪を減らす

「内脂サポート」、ぼやけを緩和し、はっきり見るチカラを助ける「えんきん」などを展開。 

19年 3月期決算は前年同期比 12.4%増収、46.6%営業増益となり 19年ぶりに最高益を更新。「内

脂サポート」のヒットや「年代別サプリ」の拡大により、栄養補助食品が前年同期比 22.2%増収と

なり業績拡大をけん引。「内脂サポート」の売上は、昨年の 4億円程度から 40 億円超へ大幅に拡

大。「年代別サプリ」の売上も前年同期比 5割増の 60 億円へ伸び好調に推移した。化粧品はスキ

ンケアやリンクルクリームが伸び前年同期比 8.4%増収。直営店舗のインバウンド売上は、化粧品

と栄養補助食品ともに伸び、前年比 66.7%増の 145億円へ拡大した。 

20年 3月期は前年同期比 6.9%増収、21.1%営業増益計画。栄養補助食品が前年同期比 8.4%増収、

化粧品が 6.8%増収、インバウンドは 10.3%増収計画。中国では食生活の変化に伴う生活習慣病予

備軍の拡大と可処分所得の上昇により、サプリ市場が 2.4兆円の巨大市場に成長しており、18年

10月から越境ECによるサプリの販売を開始。サプリが海外事業の最大のドライバーになると見て、

中国専用サプリの開発も行い本格展開していく方針。 

 

株価(6/6) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 109,019 13.2% 122,496 12.4% 131,000 6.9% 売買単位 株

営業利益 8,448 276.4% 12,387 46.6% 15,000 21.1% PER(予想) 倍

経常利益 8,650 262.6% 12,348 42.8% 15,100 22.3% PBR(実績) 倍

当期純利益 6,191 20.3% 8,649 39.7% 10,200 17.9% ROE(実績) %

EPS(円) 48.8 68.8 85.0 配当利回り(予想) %

配当金(円) 29.0 30.0 34.0 担当

100
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　　　18年3月期 　　　19年3月期 　　　20年3月期(予) 2,871

松本　直志
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銘柄 

(コード) 

市場 

株価(6/6) 
 

コメント 

UTグループ 
（2146） 

東証 JASDAQ 

2,401 円 

前期決算は、エレクトロニクス業界向け派遣需要が減速したが、3Q までの好調

と継続的に成長する自動車業界向け派遣需要の取り込みが奏功したことに加え

て、エンジニアリング派遣事業も本格的に収益貢献化し、前年同期比 23.7%増収、

55.5%営業増益。今期は、エレクトロニクス業界向けは低調継続を見込むが、期

間工から派遣への切り替えが本格化する自動車業界向けやエンジニアリングの

一段の成長を見込むことで 18.7%増収、23.7%営業増益を計画。(多功 毅) 

エボラブル 
アジア 
(6191) 

東証 1部 

2,309 円 

上期決算は前年同期比 207.8%増収、88.5%営業減益。航空券や宿泊、ツアーなど

総合旅行予約サイト「エアトリ」へのプロモーション投資実施により減益ながら、

プロモーション効果や M&A により売上は大きく拡大。2Q は投資一服で 3.3 億円

の営業利益を確保。キーワード検索による「エアトリ」への流入が前年同期比

4.6倍に増え、プロモーション効果は良好。夏商戦に向けて新 CMを 5月 18日か

らほぼ全国で放映開始。通期で取扱高 1,500 億円、来期は 2,000 億円まで拡大目

指す。(松本 直志) 

アドバン 
テスト 
(6857) 

東証 1部 

2,619 円 

19年 3月期決算は前年同期比 36.3%増収、164.1%営業増益。売上、受注、当期利

益が過去最高を更新。半導体の高性能化と信頼性の保証強化需要が高まることで

テスタ需要が増加。非メモリテスタでシェアアップが進展し、テスタの世界シェ

アは昨年の 36%から 54%へ大きく上昇。今期は前年同期比 18.6%減収、53.6%営業

減益計画。半導体の在庫調整や人員増強でコストが増え減益幅が大きくなるが、

20年以降は 5G関連の需要が本格化し、5G 基地局用半導体や通信用半導体、プロ

セッサ、メモリなどへテスタの需要拡大が見込まれる。(松本 直志) 

エフピコ 
（7947） 

東証 1部 

6,510 円 

前期は、物流コストの上昇、償却費の増加があったものの、オリジナル製品、リ

サイクル、エコ製品を中心に需要が堅調に推移したうえ、2Q 以降に原料高に応

じた価格転嫁が浸透したこともあり前年同期比 4.4%増収、8.3%営業増益で着地。

今期については、一段の物流費上昇を見込む一方、中食拡大に伴う需要拡大及び

電子レンジ対応製品やエコ製品を中心とした拡販、値上げ効果の寄与を見込み

2.7%増収、11.1%営業増益を計画。(多功 毅) 

東京 
エレクトロン 

(8035) 

東証 1部 

14,965 円 

米中貿易摩擦の影響は警戒されるものの、IoT、AI、5Gの普及に伴い半導体需要

が拡大していく確度は高く、5 年以内に売上 1.5 兆円～2 兆円、営業利益 3,975

～6,000 億円の達成を目指す。3D NAND の積層数拡大、EUV 露光の導入による微

細化進展など技術難度が高まるにつれて、半導体製造装置の投資額も増加する傾

向があるため、今期から 3年間で 4,000億円の研究開発投資を行い、市場成長を

上回る業績拡大を目指す方針。(松本 直志) 

三菱商事 
（8058） 

東証 1部 

2,878.5 円 

前期決算は千代田化工建設関連で 200億円、MDPの豪雨に伴う出荷量下振れで 150

億円、肉を中心とした生活産業セグメントの減速で 100 億円が計画対比で下ブレ

となり、純利益 5,907 億円で着地。今期については千代田化工建設関連の損失の

剥落が見込まれる一方、原油価格、原料炭価格を実勢より弱めに織り込んだこと、

また事業売却益を計画段階ではほぼ織り込まなかったとし、前年比横ばい圏とな

る純利益 6,000億円を計画。(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 


