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今週の予定 

 国内 海外 

11/25 

(月) 

3カ月予報(気象庁) 

バンナム HD(7832) 創通への TOB 期限 

[独]11月 IFO 企業景況感指数(18:00) 

[米]パウエル FRB 議長 講演 

26 

(火) 

10月企業向けサービス価格指数(8:50) 

ダイドーグループ HD(2590)3Q 決算 

[米]11月消費者信頼感指数(24:00) 

[米]10月新築住宅販売件数(24:00) 

27(水) IIFES2019(～29日) 

第 6回鉄道技術展 2019/第 3回橋梁・ト

ンネル技術展(～29 日) 

櫻井日銀審議委員 兵庫県金融経済懇

談会における挨拶 

[米]7－9月期 GDP 改定値(22:30) 

[米]10月耐久財受注(22:30) 

[米]10 月の個人消費支出物価指数 

[米]地区連銀経済報告(28:00) 

[ナミビア共和国]大統領選挙 

28(木) 黒田日銀総裁 講演(12:30) [米]休場(感謝祭) 

29(金) 10月失業率(8:30) 

10月鉱工業生産(8:50) 

[米]半休場(感謝祭) 

[米]ブラックフライデー 

30(土) 秋篠宮さま 54歳の誕生日 

女子ハンドボール世界選手権(～12/15) 

北陸新幹線東京-金沢間直通列車通常化 

[中]11月製造業 PMI(10:00) 

[中]11月非製造業 PMI(10:00) 

[独]SPD党首選決選投票 

12/1 

(日) 

愛子さま 18歳の誕生日 

日産自動車(7201)新経営陣 就任 

[スイス]北朝鮮への経済制裁緩和に例外措置 

[エジプト]カイロ情報通信技術展示会(～4日) 

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 22,200～23,200 円      TOPIX 1,620～1,700 

＊期待材料 財政政策拡大 各国の金融緩和 米中貿易協議進展 

＊不安材料 香港情勢 安倍政権の不安定化 ブレグジット 米国政治情勢   

米中貿易交渉の第 1弾合意に向けた協議進展への期待が、ここまでの株価上昇に寄与してきた。

しかし、足元では香港情勢が今後の協議への不透明感を高めている。ペンス米副大統領は香港のデ

モについて「何らかの暴力が行われたり、この問題が適切かつ人道的に対処されなかったりした場

合、中国と取引するのは極めて難しくなるとトランプ大統領は明確にしている」とインタビューに

対して答えている。また、19、20日に米上下両院は香港人権法案を可決(上院全会一致、下院反対

1)している。香港の一国二制度が守られているかを毎年検証し、守られていない場合には香港に対

する関税やビザ発給の優遇措置の見直し、制裁なども検討する内容だ。正式に法案として成立した

場合には、中国政府は報復する旨の警告を発しており、米中貿易交渉に影響を与えることは必至で

ある。一方で、交渉の中国側の責任者である劉鶴副首相は第 1弾合意に楽観的な見通しを示してい

る。交渉の先行きは不透明だが、仮に交渉破談となった場合は、貿易摩擦の緩和期待を背景に上昇

してきた株式市場に、短期的には大きな影響を与えることが見込まれる。ただ、その際には打ち止

め観測の高まってきた米政策金利の引き下げ継続の可能性が高まる。また、来年に大統領選を控え

るトランプ大統領は、減税などの経済対策を強化する必要性に迫られることになる。日本では、自

民党の二階幹事長、世耕参院幹事長から補正予算の規模として 10 兆円程度を求める発言が出てき

た。連立を組む公明党も大型補正予算の必要性に同意しているとされる。日米の財政政策、米国の

利下げの実現性が高まれば、株価は再上昇に転じるものと思われる。 (11月 21 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 

 

半導体の電気回路の素になる薄膜を形成する成膜装置や膜を削るエッチング装置、露光の前後

で感光材を塗布/現像するコータ/デベロッパなど様々な装置を展開。18 年通年の半導体製造装置

企業の売上ランキングでは 3位。18年度の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。3D NAND

など高性能な半導体の製造工程で、エッチング装置や成膜装置を使用する工程が増加しており、

19 年度上期の売上は 3D NAND への投資が本格化する前の 15年度上期比 1.5 倍に拡大している。 

19 年度上期決算は前年同期比 26.4%減収、41.6%営業減益も、半導体製造装置の幅広い製品や分

野で前倒し需要があり、会社計画を上振れ達成。通期計画も上方修正。5G 関連の需要が伸びてい

ることに加え、メモリでも投資再開に向けた準備が始まっている模様。5G 関連などロジック半導

体の需要が増加しており、上期のファウンドリ、ロジックその他向け新規装置の売上は前年同期

比横ばいを維持。下期はファウンドリ向けがけん引し上期比 1.6 倍へ拡大する計画。5G を追い風

に高性能半導体の需要が増加しており、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。スマートフォンやデータセンタ、HDD からの置き換えなどに

より NANDの需要は増加が見込まれ、サムスン中心に設備投資の再開が期待される。投資の再開に

向けて、調整していた工場の稼働を高める準備も開始。DRAMは市況改善が遅れているものの、DRAM

でも技術革新が進んでおり、高性能品を作るための投資がいずれ出てくることが見込まれる。 

 

株価(11/21) 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

100

電気機器

　　　18年3月期 　　　19年3月期 　　　20年3月期(予) 21,735

松本　直志

21.7

4.3

30.1

2.3

株価 11月21日 21,735 円
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(11/21) 
 

コメント 

UTグループ 
（2146） 

東証 1部 

2,792 円 

マニュファクチャリング事業において、電機業界向けが大きく落ち込んだ一方、

期間工から派遣への切り替えが進む自動車業界を中心に高単価案件が寄与し増

益。ソリューション事業(大手製造業社員の転籍など)も、既存事業の積み上げで

好調に推移。エンジニアリング事業は新卒採用の拡大に伴う先行コストで減益と

なっているが、2Qについては新卒社員の戦力化が順調に進み収益貢献化してい

る。2Q累計決算は、前年同期比 6.5%増収、23.6%営業増益での着地。 (多功 毅) 

帝人 
（3401） 

東証 1部 

2,053 円 

2Q累計決算は、ポリカーボネート市況の下落、痛風治療薬フェブリクの欧米に

おける後発薬との競争激化の影響を主因に 0.8%減収、6.7%営業減益。上期は、

アラミド繊維、国内ヘルスケアがけん引し上振れ着地であったが、通期について

は、自動車市場が低調であることに加えて、GMのストの影響も踏まえて 3.2%減

収、8.3%営業減益に下方修正。GMのストの影響については、数量面の影響に加

えて、スト終了に伴う急な受注再開による関連コストの発生、プロジェクト遅延

の可能性などを織り込んだとしている。 (多功 毅) 

ファンケル 
(4921) 

東証 1部 

3,040 円 

20年 3月期上期決算は前年同期比 9.8%増収、25.6%営業増益。消費税増税に向け

た駆け込みの影響を除くと前年同期比 6.2%増収、10.1%営業増益と会社側では想

定。化粧品は「ディープクリア洗顔パウダー」の大ヒットや 60 代以上を狙う「ビ

ューティーブーケ」、30 才前後を狙う「AND MIRAI」が貢献し、駆け込みの影響

を除いて前年同期比 8.9%増収。2Q のインバウンド売上も前年同期比 15.2%増収

と引き続き拡大が継続。中国サプリ事業は、今期の売上計画を 6 億円から 10 億

円へ上方修正。月を追うごとに販売が拡大している。(松本 直志) 

アンリツ 
(6754) 

東証 1部 

2,026 円 

20年 3月期上期決算は前年同期比 12.3%増収、90.5%営業増益。中国の 5Gプレサ

ービス開始に向けた開発用テスタの需要が旺盛で、通期計画を上方修正。2Q の

計測器の受注は 1Q 比 11.6%減となり、1Q に中国でスマートフォンメーカー向け

に開発需要が高まった反動で減少した。5G の第二段階(低遅延、同時多接続)の

規格が 20年の 3月に確定する予定になっており、20年は再度、開発向け計測器

の需要拡大が期待される。第二段階ではスマートフォンだけでなく、自動車など

産業分野で 5Gの利用が拡大する見込み。(松本 直志) 

アドバン 
テスト 
(6857) 

東証 1部 

5,200 円 

20 年 3 月期上期決算は前年同期比 4.1%減収、2.6%営業減益。2Q の受注は 5G 向

けが一服し前四半期比 11.5%減。先端プロセス関連、5G関連のテスト需要は強く

メモリテスタも想定程悪化しなかったが、車載、マイコン、ディスプレイドライ

バーなどで投資が抑制された。下期も調整が継続する見込みだが、半導体の複雑

化、信頼性確保のためテスト需要が増加しており、今後、数年にわたってテスタ

需要の拡大が継続する見込み。(松本 直志) 

トヨタ 
（7203） 

東証 1部 

7,716 円 

2Q累計決算は、新車効果の寄与する日米、ハイブリッド車の評価が高まる欧州、

中近東の回復もあり販売台数が増加するうえ、原価改善効果も寄与し前年同期比

4.2%増収、11.3%営業増益。通期計画については、アジア市場の減速やユーロ安

の影響を織り込んだうえで、原価改善効果を積み増すことで、通期の業績につい

ては 2.4%減収、2.7%営業減益計画を据え置き。足元の販売状況、順調に発現し

ている原価改善効果を考慮すると、上振れ着地が期待される。(多功 毅) 



 

 

ヤマワ・レポート 

 
2019年 11月 25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
やまわ

証券店舗網 ■ ■ ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


