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今週の予定 

 国内 海外 

11/18 

(月) 

DSEIジャパン(～20日) 

大饗の儀(2回目) 

[米]ファーウェイに対する輸出規制の猶予期間 

[米]ロサンゼルス自動車ショー(～12/1) 

19(火) 大手損保 2Q決算発表 

ゴーン元日産会長逮捕から 1年 

[欧]10 月の新車販売 

[米]10 月住宅着工件数(22:30) 

20(水) 安倍晋三氏の首相の通算在職期間

2887 日となり、桂太郎抜き歴代 1位 

10月貿易統計(8:50) 

[米]FOMC議事要旨(10月 29－30日開催分) 

[米]神経腫瘍学会(～24日) 

[米]第 5回大統領選民主党候補討論会 

21(木) 10月工作機械受注(15:00) [米]10 月中古住宅販売件数(24:00) 

22(金) 10月全国 CPI(8:30) 

11月日本製造業 PMI(9:30)  

G20 外相会議(～23 日) 

パナソニック IR Day 2019 

[欧]11 月ユーロ圏製造業 PMI(18:00) 

[エジプト]アフリカ投資フォーラム「Africa 

2019」(～23日)  

[米]ツイッター 政治広告を全面的に禁止 

23(土) ローマ法王が訪日(～26日) 日韓軍事情報包括保護協定(GSOMIA)失効 

24(日) 高知県知事選投開票 

競馬、ジャパンカップ 

[香港]区議会(地方議会)選挙 

[ウルグアイ]大統領選挙(決選投票) 

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 23,000～23,600円      TOPIX 1,675～1,730 

＊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に後押しされ、先週の日経平均株価は、昨年 10 月以来の高値

となる 23,591.09円まで上昇した。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、早晩、第一段階の合意がなされ、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見送られるものと思われる。米中関係改

善を株式市場が好感している間は、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、11 月 12 日までに発表を終えた

456 社のうち 355 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 1.2%減となった。19

年 10－12月期は 1.7%減益、20年 1－3月期は 4.3%増益、4－6月期は 5.4%増益が見込まれており、

先行きの見通しは明るい。20 年の予想一株利益は 181.7 が見込まれており、13 日時点の予想 PER

が 18.8 倍であることから、来年の S&P500 は 3,400 程度まで上昇していくことが見込まれ、日本株

も米国株の上昇に追随していく展開が期待される。個別企業の決算では、半導体関連で業績底打ち

の様相を見せる銘柄が目立った。5G スマートフォンやデータセンタなど向けの高性能半導体の需

要増加に伴い、台湾の TSMC や米インテルからの注文が増え、東京エレクトロンは上期業績が会社

計画を超過達成。下期は TSMC などからの受注増加に伴い上期比 18.3%増収、高性能半導体などロ

ジック/ファウンドリ・その他セグメントの売上高は、過去 10半期で最高を更新する計画になって

いる。来期に向けても 5G 向け高性能半導体などの投資は拡大傾向で継続するとしており、SCREEN 

HD、日立ハイテク、芝浦メカトロニクス、アドバンテスト、ディスコ、東京精密、アルバックなど

でも、半導体投資の底打ちの兆候が見られた。(11月 14日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄 

ベルシステム 24(6183)  東証 1部            

          

          

 出所：業績に関する数値は決算短信、説明会資料より 

2Q累計決算は、放送・出版・情報サービス、金融を中心に全般的に好調に推移。資本、業務提

携関係にある伊藤忠や凸版印刷からの紹介案件などもあり、既存顧客向け案件の継続に加えて、

新規顧客の開拓も順調に進展している。加えて、スポット案件も、当2Qは選挙、消費税増税対応

のポイント還元、各社が導入を急ぐキャッシュレス関連、さらに災害対応やリコール案件対応な

ども売上高増加に貢献した。人件費の上昇、離職率低減や採用拡大のための費用増加があったも

のの、増収効果でカバーし4.9%増収、10.0%営業増益での着地。2Q累計業績の予想については公表

していなかったが、通期計画に対する進捗率は順調であり、前期に計上した医療関連事業の再編

に伴う減損損失の剥落を見込む6.5%増収、34.0%営業増益計画を据え置いている。 

伊藤忠からの紹介案件などによるシナジー効果の売上貢献は前期実績が約 110 億円としている

が、今期については 120 億から 130 億円まで拡大する見込みとしている。また、新たに資本・業

務提携を結んだ凸版印刷とのシナジー効果については、前期実績を約 6.5 億円としたうえで、今

期については 30億円程度まで拡大する可能性を指摘している。自助努力による拡大に加えて、こ

れらシナジー効果の貢献を見込むことで、中期計画最終年度となる来期は、売上高 1,290 億円、

営業利益 115 億円の計画が射程内に入ったとした。今後についても、アメリカなどに比べて遅れ

ているコールセンター業務のアウトソーシング化拡大、雇用ひっ迫を受けて人員確保が困難な中

堅以下の同業の統廃合などを通じた成長の継続が期待される。 

 

株価(11/14) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上収益 115,618 6.2% 121,113 4.8% 129,000 6.5% 売買単位 株

営業利益 9,319 14.0% 8,580 -7.9% 11,500 34.0% PER(予想) 倍

税引前利益 8,502 18.2% 7,944 -6.6% 10,850 45.6% PBR(実績) 倍

純利益 5,604 30.2% 5,397 -3.7% 6,900 27.9% ROE(実績) %

EPS(円) 76.4 73.4 93.9 配当利回り(予想) %

配当金(円) 36 36 42 担当 多功　毅
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株価 11月14日 1,763 円
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説明会より 
 
銘柄 

(コード) 

市場 

株価(11/14) 
 

 

コメント 

キッコーマン 
(2801) 

東証 1部 

5,450 円 

20 年 3 月期上期決算は前年同期比 2.4%増収、4.6%営業増益。いつでも新鮮シリ

ーズ、たれ、うちのごはん、デルモンテ調味料、豆乳などの販売が拡大し、国内

事業は前年同期比 2.0%増収、5.5%営業増益。健康志向や料理への活用が広がり、

豆乳の販売が特に好調だった。円高が逆風になったものの、北米や欧州、アジア・

オセアニアなど各地でしょうゆや日本食の卸売が拡大し、海外事業も前年同期比

2.9%増収、6.7%営業増益と堅調に推移している。(松本 直志) 

TDK 
（6762） 

東証 1部 

11,250 円 

市場調整局面の MLCCを中心とした受動部品の需要減退、HDD ヘッドの落ち込み、

センサの車載向けの想定以上の回復の遅れや収益性改善の遅れなどがあったも

のの、二次電池事業が北米スマホ向けを中心に想定以上に好調に推移したことで

前年同期比 2.1%減収も 10.7%営業増益での着地。自動車向け中心に回復が遅れて

いることを踏まえて売上高を下方修正する一方、想定以上に好調な二次電池の状

況などを踏まえて 11.3%営業増益計画については据え置き。 (多功 毅) 

デンソー 
（6902） 

東証 1部 

4,945 円 

トヨタグループ向けが車両生産台数の増加に加えて、電動化関連製品の搭載拡大

によって順調に拡大したものの、トヨタ以外が海外メーカーの車両生産減退の影

響を受けて落ち込んでいる。さらに円高の影響も受けたことで、2Q 累計決算は

前年同期比 0.2%減収、12.0%営業減益。上期業績が社内計画比で下振れとなった

こと、下期の前提をドル 105 円に見直したことや車両生産台数の見通しを引き下

げたことで通期計画は 1.9%減収、1.2%営業増益計画に下方修正。 (多功 毅) 

村田製作所 
（6981） 

東証 1部 

6,133 円 

MLCCの在庫調整が想定より長期化したことに加えて、2Qにおいて電池事業の減

損損失 198 億円を営業段階で計上したが、固定費削減やセラミックコンデンサ

MLCCを中心とした製品構成改善効果が寄与し、2Q累計決算は計画を上回る 3.5%

減収、12.9%営業減益。通期計画については、下期の為替前提を 1ドル 107 円と

従来予想より円高方向に見直したことや、市場回復が想定より遅れていることを

踏まえて売上高を下方修正する一方、上期の実績や製品構成の改善、固定費削減

効果を上積みすることで利益は上方修正。(多功 毅) 

SCREEN HD 
(7735) 

東証 1部 

7,340 円 

20 年 3 月期上期決算は前年同期比 12.9%減収、77.4%営業減益になったが、半導

体製造装置の収益性改善が進み、会社計画は超過達成。台湾の TSMC からの引き

合いが強く、2Q の半導体製造装置の受注は 1Q 比 4.2%増、前年同期比 7.8%増の

625 億円へ拡大。EUV など最先端プロセスへの移行や、既存プロセスの量産向け

投資を確実に受注しており、下期も四半期で 600億円程度の受注が続く見込み。

収益性改善の取り組みも進み、下期の半導体製造装置事業の営業利益率は、目標

とする 15.0%程度まで上昇する計画。(松本 直志) 

東京 
エレクトロン 

(8035) 

東証 1部 

22,240 円 

20 年 3 月期上期決算は前年同期比 26.4%減収、41.6%営業減益になったが、半導

体製造装置で前倒し需要が発生し、会社計画は超過達成。ファウンドリ向け売上

が大幅に増加し、下期は上期比 18.3%増収、前年同期比でも 2.4%増収へ転換する

計画。5G を追い風に半導体の需要は増加し、ファウンドリ向け売上は来期も増

加傾向をたどる見込み。メモリは NAND の在庫調整が完了し、サムスンが投資に

前向きな姿勢を見せており、来期の業績貢献が期待される。DRAM の調整脱却は

まだ先になる見込み。(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 1.1990% (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 

 


