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今週の予定 

 国内 海外 

11/5 

(火) 

東証「アローヘッド」の処理速度を引き上げ 

丸紅(8002)2Q 決算(14:30) 

ワークマン(7564)2Q 決算(15:00) 

NTT(9432)2Q 決算(15:00) 

ソフトバンク(9434)2Q決算(15:00) 

[中]国際輸入博覧会(～10日) 

[イラン]核合意履行条件をさらに後退さ

せるとする期限 

[米]9月貿易収支(22:30) 

[米]10 月 ISM 非製造業景況指数(24:00) 

6(水) 10月サービス業 PMI(9:30) 

ソフトバンク G(9984)2Q決算(15:00) 

[英]中央銀行 金融政策委員会(～7日) 

[ポーランド]中央銀行 政策金利 

7(木) 日本認知症学会学術集会(～9日) 

トヨタ自動車(7203)2Q決算(13:00) 

[独]9月鉱工業生産(16:00) 

[欧]非公式ユーロ圏財務相会合 

8(金) 9月毎月勤労統計(8:30) 

マイナーSQ 

[中]10 月貿易収支 

[欧]EU 経済・財務相(ECOFIN)理事会 

9(土) MOBILE GAME EXPERIENCE 2019(～10日) [中]10 月消費者物価指数(10:30) 

10(日) 天皇陛下即位に伴う祝賀パレード 

大相撲、九州場所(～24日) 

[スペイン]総選挙 

[ルーマニア]大統領選 

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 22,600～23,400 円      TOPIX 1,640～1,700 

＊期待材料 IoT、AI、RPA 活用による生産性改善 5G時代の到来 メモリ投資の再開 

＊不安材料 地政学的リスク 米中対立の激化 中国経済の成長鈍化 製造業の景況悪化 

米中関係の改善期待や米株高などが好感され、先週の日経平均株価は 7 日続伸し、23,000 円台

を回復する場面があった。トランプ大統領としては来年の大統領選に向けて、中国とのさらなる関

係悪化は望まないものと見られ、11 月中に第一段階の合意書面への署名が行われた後、12 月 15

日に予定されているスマートフォンなどを含む中国製品への追加関税も撤回するものと思われ、12

月に向けて日米株価ともに上値追いの展開になることが期待される。米 S&P500 採用企業の 19年 7

－9 月期決算(ブルームバーグ集計)は、10 月 29 日までに発表を終えた 260 社のうち 204 社が事前

の利益予想を上回ったが、利益成長率は前年同期比 0.5%減となった。19 年 10－12 月期は 0.7%減

益、20 年 1－3 月期は 4.6%増益、4－6 月期は 5.7%増益が見込まれており、先行きの見通しは明る

い。個別企業では、5G の普及に伴い中国中心に情報処理用の高性能半導体やテスタの需要が増加

しており、高性能半導体を生産する TSMCや露光装置を提供する ASML、テスタを提供するテラダイ

ンなどの業績が好調に推移している。なかでも、NAND 型メモリの市況改善を見込むラムリサーチ

は、決算発表後 3 日間で株価が 20.6%急騰。メモリメーカーの投資抑制に伴い NAND 型メモリの需

給は改善しつつあり、在庫は 20 年前半に正常レベルまで低下し、20 年は NAND 向け投資が増加す

る見込み。プラズマ電源装置を供給する日本のアドテックプラズマでも、韓国の地場メーカーがサ

ムスン向けに在庫の部品提供を始めている模様で、近々サムスンのメモリ投資が再開するとの見方

を示している。高性能半導体の需要増加に対する期待感は今年の夏ごろから高まっているが、メモ

リ市況の改善は遅れるとの見方が優勢だったため、サムスンやキオクシア(旧東芝メモリ)でメモリ

投資が再開されるようなら、東京エレクトロンや SCREEN HD、アドバンテストなど半導体関連株は

もう一段高の展開になることが期待される。(10月 31 日現在、松本 直志) 
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信越化学(4063) 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(10/31) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 1,441,432 16.5% 1,594,036 10.6% 1,550,000 -2.8% 売買単位 株

営業利益 336,822 41.2% 403,705 19.9% 405,000 0.3% PER(予想) 倍

経常利益 340,308 40.5% 415,311 22.0% 418,000 0.6% PBR(実績) 倍

当期純利益 266,235 51.3% 309,125 16.1% 314,000 1.6% ROE(実績) %

EPS(円) 624.3 726.0 755.2 配当利回り(予想) %

配当金(円) 140.0 200.0 220.0 担当 多功　毅
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　　18年3月期 　　　19年3月期 　　　20年3月期(予) 12,160

昨年央以降、マクロ環境は米中貿易摩擦の激化や新興国経済減速の影響を受けているものの、

当社の20年3月期2Q累計決算は、前年比0.7%減収(52億円減収)も、0.6%営業増益(13億円増益)と堅

調であった。塩ビ・化成品事業は市況下落の影響を受けたことで13.3%営業減益(79億円減益)、電

子・機能材料事業が光ファイバー用プリフォーム、産業向け希土類磁石の低調で2.3%営業減益(8

億円減益)となったが、他の4事業セグメントで増益を達成している。特に半導体シリコン事業は

市場が低調に推移するなか、300㎜ウエハを中心に長期契約に支えられた値上げ効果に加えて、高

水準な出荷が継続しており想定以上に全社利益をけん引し11.8%営業増益(79億円増益)。シリコー

ン事業は、汎用品で価格下落による影響を受けたが、機能品を中心とした拡販効果で7.1%営業増

益(21億円増益)。他にも、機能性化学品、加工・商事・技術サービス事業が営業増益となった。 

2Q累計営業利益の通期業績計画に対する進捗率は52.0%となっている。3Qにかけては米国で塩

ビ・化成品事業を展開するシンテック社の業績がやや軟化する見込みである一方、足元では、半

導体市場が先行して回復したロジック半導体に加えて、メモリについても改善の兆しがあること

を踏まえると、通期計画達成の確度は高いものと思われる。来期に向けては5G市場本格化に伴う

半導体関連事業の成長加速、世界的に進む電動化を背景とした希土類磁石の回復、塩ビ原材料で

あるエチレンプトの本格稼働などを主因とした業績拡大を想定している。 

株価 10月31日 12,160 円
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(10/31) 
 

コメント 

エムスリー 
(2413) 

東証 1部 

2,604円 

20 年 3 月期上期決算は前年同期比 15.5%増収、19.3%営業増益。製薬マーケティ

ング、転職支援、新規事業、海外事業の拡大がけん引し、売上、利益ともに会社

計画を超過達成。製薬マーケティングは案件が大型化しており、上期の受注は前

年比 41%増。転職支援は、エージェントを活用した転職市場が拡大していること

に加え、シェアアップも進展。海外事業は中国、インド、韓国がけん引し前年同

期比 19%増収、72%営業増益。全世界の医師の約半数が会員になっており、マー

ケティング支援や転職支援、治験など、事業の展開余地は大きい。(松本 直志) 

JSR 
（4185） 

東証 1部 

2,049 円 

デジタルソリューション事業は、半導体材料がロジック系を中心に回復傾向。ま

た、ライフサイエンス事業も増収に伴い着実に収益性が改善。一方で、合成樹脂

事業が自動車生産停滞の影響をうけるうえ、合成ゴム事業が売買スプレッドの悪

化や修繕費の増加が影響し大幅に収益悪化。全社 2Q 累計業績は下振れ着地とな

る 2.3%減収、15.2%営業減益。下期もディスプレー材料、石化系事業が低調に推

移する見込みであることから通期業績計画を下方修正。(多功 毅) 

ディスコ 
(6146) 

東証 1部 

23,880 円 

 

20年 3月期 7－9月決算は、精密加工装置の販売減に伴い、事業実態に近い出荷

額ベースで前年同期比 18.6%減収、29.7%営業減益。ただ、中国のローカルメモ

リメーカーや中国スマートフォン(スマホ)、アップル向け需要を取り込んだ台湾

の OSAT(半導体後工程受託会社)に動きがあり、受注高は前四半期比 20.2%増の約

351 億円へ拡大。10－12 月期の出荷額は、前四半期比 7.4%増、前年同期比 2.6%

増の 349億円へ改善見込み。5G スマホ市場の拡大が見込まれる 20年に向けて、

業績回復局面入りが期待される。(松本 直志) 

日本電産 
（6594） 

東証 1部 

16,085 円 

2Q累計決算は、受注が急拡大する車載用トラクションモータに関する開発費や

生産立ち上げコストの発生、エンブラコ買収に係る一時費用の増加、HDDモータ

の減速、液晶ガラス基盤搬送用ロボットの落ち込みなどによって前年同期比 0.6%

減収、35.3%営業減益での着地。通期計画については、想定以上の受注急拡大に

伴い、車載関連製品の先行費用が 300 億円増加する見込みとなったことで、営業

利益計画を 250億円下方修正。(多功 毅) 

富士通 
ゼネラル 
(6755) 

東証 1部 

1,966 円 

20年 3月期上期決算は前年同期比 8.0%増収、34.5%営業増益。売上は計画小幅未

達も、米州と猛暑だった欧州でエアコンの売上が大きく拡大したことと、原価低

減が貢献し、利益は会社計画を超過達成。通期の利益計画も上方修正。米州は前

年同期比 21%増収、欧州は 31%増収。補助金もあった仏は前年同期比 82%増収と

大幅増になり、独、東欧も 2桁の伸びになった。欧州も猛暑が当たり前になりつ

つあり、下期も前年同期比 27.7%増収の計画。(松本 直志) 

マニー 
（7730） 

東証 1部 

2,873 円 

前期決算は、事業売却の影響で 8.8%減収も、ベトナムへの生産移管による原価

改善や増産効果の寄与したサージカル、事業売却の影響を除くデンタル事業の拡

販効果及び原価改善効果が大きく寄与し 15.5%営業増益。今期は、デンタルにお

いて顕微鏡などの低採算商材の政策的な取扱い縮小による影響を見込むものの、

眼科ナイフの伸びるサージカル、顧客の在庫調整一巡による期後半の回復を想定

するアイレス針の拡販により 3.3%増収、7.5%営業増益を計画。(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 1.1990% (ただし約定代金 230,000

円以下の場合は最大 2,750 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 

 


