
 

本資料のご利用にあたり、お客様にご確認いただきたい事項を、本資料の最終ページに 

記載させていただきました。ご確認の程、宜しくお願い致します。 

1 

ヤマワ・レポート 

 
2019年 8月 19日                                        調査室 

今週の株式相場見通し 

今週の株式相場見通し 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の予定 

 国内 海外 

8/19 

(月) 

7月貿易統計(8:50) 

スシローグローバル HD(3563) 東南ア

ジア 1号店が開業 

[米 ]フランスのデジタル課税法に関する

USTR301条委員会による公聴会開催 

[米]新たな対露制裁が発効 

20(火) 日本血管内治療学会学術総会(～21日) 

7月の主要コンビニ売上高 

広島市の土砂災害から 5年 

[韓]米韓合同軍事演習終了予定 

[伊 ]コンテ首相が政権危機について演説

[独]gamescom 2019(～24日) 

21(水) 日本がん免疫学会(～23日) 

訪日外客数(16:00) 

[米]日米閣僚級貿易協議開催か(～22 日)  

[米]FOMC議事要旨(7/30-31 日分) 

22(木) 8月日本製造業 PMI(9:30) 

岩手県知事選告示 

バスケットボール国際親善試合 

[中]全国人民代表大会常務委員会(～26日) 

[欧]8月ユーロ圏製造業 PMI(17:00) 

[米]ジャクソンホール会議(～24日) 

23(金) 7月全国 CPI(8:30) 

安倍首相 G7に向けて訪仏(～27日) 

[米]7月新築住宅販売件数(23:00) 

[米]パウエル FRB 議長 ジャクソンホールで講演 

24(土) 安倍晋三首相の通算在職日数 2799 日

(佐藤栄作氏を抜き歴代 2位に)  

WBO フライ王者 田中恒成 防衛戦 

日韓の軍事情報包括保護協定を破棄する場合の

申請期限 

[仏]G7 首脳会議(～26日) 

25(日) 埼玉県知事選投開票 

柔道世界選手権東京大会(～9月 1日) 

[北朝鮮]先軍節 

[マカオ]行政長官選 

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 20,000～21,000円      TOPIX 1,450～1,530 

＊期待材料 財政政策拡大 米・欧・中などの金融緩和 

＊不安材料 リセッション 香港情勢 イタリア情勢 地政学的リスク 米中貿易戦争 ブレグジット 

日経平均採用銘柄のうち、12月、3月期決算企業の 4-6月期決算の公表が、8 月 14日の出光興産

の発表で終了した。日経平均採用銘柄は 8 月 1 日に千代田化工建設が除外され、バンダイナムコ

HD が新規採用されており、これらを除く 224 社の通期予想利益(日経予想だがほぼ会社公表値)の

集計値を 7月 1日と 8月 14 日で比較すると、経常利益で 1.5%減額、純利益で 1.7%減額となってい

る。なお、日経平均採用銘柄のうち、186 社を占める 3 月期決算企業の 1Q 業績集計の通期計画に

対する進捗率は、経常利益で 30.2%、純利益で 31.4%となっている。日経平均採用銘柄の中では、

ソフトバンク Gの業績が寄与度のみならず変動率についても大きくなっていることから、同企業を

除いて進捗率を再計算すると経常利益で 26.8%、純利益で 28.4%となり、いずれにせよ、現時点で

は概ね妥当な進捗と評価できる。ところで、世界的に景気後退懸念が高まっているが、消費税増税

を控えた日本においては、景気後退懸念が顕在化した際には財政支出の拡大が見込まれている。ま

た、中国においても、10月 1日に建国 70周年記念行事を控えていることも踏まえると、景気底割

れを回避すべく経済対策を強化する可能性が高いものと思われる。さらに、米国に加えて新興国で

も利下げの動きが拡がりつつあり、景気下支えに資することが期待される。日経平均株価は PBR１

倍近辺までの株価調整が進んでいる。一時的にはオーバーシュート的にさらに株価が下落する局面

もありえるが、マクロ環境に左右されない独自の成長シナリオを有する企業や安定配当を重視する

企業などについては、投資を考慮するタイミングと思われる。(8月 15日現在、多功 毅) 
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東京エレクトロン(8035)  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 

 

半導体の回路形成プロセス(前工程)でエッチング装置や成膜装置、コータ/デベロッパなどの装

置を展開。18 年の世界シェア(会社推定)はコータ/デベロッパ 88%(前年比＋1 ポイント)、成膜装

置 38%(同＋2 ポイント)、エッチング装置 30%(同+4 ポイント)、洗浄装置 25%(同±0 ポイント)。

半導体製造装置の用途別売上構成比は、NAND 型メモリなど不揮発性メモリが 38%、DRAM31%、ロジ

ック(演算用半導体)その他 21%、ファウンドリ(受託生産会社)10%。装置別売上高比率はエッチン

グ装置 40%、コータ/デベロッパ 23%、成膜装置 20%、洗浄装置 9%、ウェーハプローバ 7%、その他

1%になっている。 

4－6月期決算は前年同期比 26.8%減収、41.2%営業減益。メモリは会社計画比下振れしたが、5G(第

5 世代移動通信システム)向けスマートフォン(以下、スマホ)や、データセンターなどに使われる

最先端半導体向けに、ロジック/ファウンドリの投資が好調で会社計画並みの着地になった。下期

はロジック/ファウンドリ向け売上が前年同期比 2倍に拡大する見込みで、通期計画は据え置き。 

ロジック/ファウンドリは、EUV(極端紫外線露光)と呼ばれる最先端の微細回路構築技術を活用

した半導体の製造が軌道に乗り、設備投資が想定以上に増加。回路線幅が 10 ナノメートル(10 億

分の 1メートル、回路線幅が狭くなればなるほど、情報処理能力が上がり高性能化が進む)以下の、

付加価値が高い工程で装置の需要が拡大している。メモリは不良品率の低下や在庫過多により設

備投資が想定以上に悪化。ただ、在庫調整は進展しており 2020 年には回復へ向かう見込み。3D NAND

と DRAM の重要工程で装置採用の認定を獲得しており、需要回復局面での業績貢献が期待される。 

 

　　　18年3月期 　　　19年3月期 　　　20年3月期(予) 株価(8/15) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 1,130,728 41.4% 1,278,240 13.0% 1,100,000 -13.9% 売買単位 株

営業利益 281,172 80.6% 310,571 10.5% 220,000 -29.2% PER(予想) 倍

経常利益 280,737 78.2% 321,662 14.6% 220,000 -31.6% PBR(実績) 倍

当期純利益 204,371 77.4% 248,228 21.5% 164,000 -33.9% ROE(実績) %

EPS(円) 1,245.5 1,513.6 1,000.3 配当利回り(予想) %

配当金(円) 624.0 758.0 502.0 担当
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銘柄 

(コード) 

市場 

株価(8/15) 
 

コメント 

宇部興産 
（4208） 

東証 1部 

1,992 円 

1Q決算は、カプロラクタムの苦戦、IPP の 2 年に 1 度の定期修繕が収益を圧迫し

たが、合成ゴムのスプレッド拡大、大型 TVに加えてスマホや FPC 向けに需要が

拡大したポリイミド、石炭価格下落のメリットを受けるセメントなどがけん引

し、前年同期比 12億円の営業増益。1Q実績はほぼ社内計画線であったとしてい

る。2Q以降、化学品は下ブレ懸念があるが、石炭価格が想定以上に下がってい

ることを主因に建材系事業の上振れを見込み、通期業績を据え置き。(多功 毅) 

マキタ 
（6586） 

東証 1部 

3,125 円 

1Q決算は、国内及び中近東、アジア以外の海外販売が堅調に推移したものの、

為替の影響やコスト増加の影響が大きく前年同期比 0.1%減収、17.4%営業減益で

着地。先行きが不透明であることから、通期については見直しを行わなかったと

し 1.9%増収、8.1%営業減益計画を据え置いている。1Qについては先行して費用

が発生している面はあるが利益は想定内とし、下期にかけては収益改善を見込む

としている。(多功 毅) 

アルバック 
(6728) 

東証 1部 

4,180 円 

半導体メモリの投資延期や FPD 投資の期ズレがあり、19 年 6 月期決算は前年同

期比 11.5%減収、32.6%営業減益。中国の大型 TV 用液晶、スマホ用有機 EL 製造

装置の受注が寄与し、FPD 向け受注は前年同期比 3.9%減にとどまったが、半導体

向けはメモリ投資の延期で 28.3%減と落ち込んだ。今期は前年同期比 7.1%減収、

5.6%営業減益計画。半導体メモリの投資再開を見込み下期挽回の計画。ロジック

半導体では、EUV向けスパッタリング装置の採用が大手 2社で決定。今後の業績

貢献が期待される。(松本 直志) 

レーザー 
テック 
(6920) 

東証 1部 

5,890 円 

19 年 6 月期決算は前年同期比 35.4%増収、39.7%営業増益。EUV 向けマスク欠陥

検査装置が好調で、売上、利益、受注の全てで過去最高を更新。検査装置の納入

台数増加に伴い、保守メンテナンス売上も拡大。受注高は前年同期比 3.7%増の

444 億円で、2 月予想の 390 億円から上振れ。今期も EUV 向け検査装置がけん引

し、前年同期比 39.0%増収、63.7%営業増益計画。EUVを活用した最先端半導体の

量産開始や微細化進展により、検査装置の需要増大が見込まれる。(松本 直志) 

マツダ 
（7261） 

東証 1部 

879.7 円 

1Q決算は、販売が米国、中国、日本を中心に想定を下回る推移となり 2.7%減収。

減収に加えて、円高の影響、品質関連コストや償却費、新工場関連コストの発生

により 78.8%営業減益での着地。為替、競争環境等が想定より悪化しており、1Q

の営業利益は計画未達であったとしたうえで、引き続き収益を重視した販売施策

の継続、高価格帯へのシフト、新型マツダ 3や改良モデル投入によって販売モメ

ンタムの改善を図る事などを見込み、期初計画を据え置き。(多功 毅) 

 
ビジョン 
(9416) 

東証 1部 

4,830 円 

 

1－6月期決算は前年同期比 31.3%増収、36.7%営業増益。海外旅行時に使う WiFi

のレンタル件数増加や、ボリュームディスカウントによる WiFi 端末の仕入れ条

件改善、AI、チャットボット、RPA 活用による業務効率化などが貢献し、売上、

利益ともに過去最高を更新。通期計画も上方修正。法人を中心に無制限プラン、

社内常備型が好評で、1－6 月期の WiFi レンタルシェアは 8.2%と、18 年の 7.1%

から上昇しており、さらなる拡大が期待される。(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 


