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今週の予定 

 国内 海外 

12/2 

(月) 

7-9 月期の法人企業統計(8:50) 

名南 M&A(7076)名証セントレックス

新規上場 

日本アルゼンチン修好記念日 

[中]11月財新製造業 PMI(10:45) 

[米]11月 ISM製造業景況指数(24:00) 

[スペイン]国連気候変動枠組み条約第 25 回締約

国会議(～13日)  

3(火) アイン HD(9627)2Q 決算 

11月マネタリーベース(8:50) 

[豪]中央銀行 政策金利発表(12:30) 

[英]NATO首脳会議(～4日) 

4(水) 高機能素材 Week(～6日) 

国際画像機器展(～6 日) 

気候変動・災害対策 Biz2019(～6日) 

[中]11月財新サービス業 PMI(10:45) 

[米]11月 ADP雇用統計(22:15) 

[米]11月 ISM非製造業景況指数(24:00) 

5(木) アルチザ(6778)1Q 決算 

日本内視鏡外科学会総会(～7日) 

原田日銀審議委員 大分県金融経済

懇談会における挨拶 

[印]中銀政策金利(15:15) 

[オーストリア]OPEC 総会(～6 日) 

[サウジアラビア]サウジアラムコ売出し価格決定

[米]10月貿易収支(22:30) 

6(金) 10月毎月勤労統計(8:30) 

積水ハウス(1928)3Q 決算 

鳥貴族(3193)1Q決算 

[独]SPD党大会(～8日) 

[独]10月鉱工業生産(16:00)  

[米]11月雇用統計(22:30) 

7(土) 日本機能性食品医用学会(～8日) 国際民間航空デー 

8(日) さいたま国際マラソン [中]11月貿易収支 

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 23,100～23,900 円      TOPIX 1,680～1,750 

＊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より、先週の日経平均株価は、昨年 10 月以来の高値となる

23,608.06 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、日米ともに株価は上値追いの展開になることが期待される。また、11

月 24 日の香港区議会議員選挙で民主派が勝利したことで、香港のデモが鎮静化することが見込ま

れ、香港経済と香港ハンセン指数の持ち直しが期待される。米中間の懸念材料が一つなくなること

でリスクオフ姿勢が後退し、ドル/円では円安ドル高、ドル/元は元高方向に進み、元/円では元高

円安が進むことが見込まれる。そうなると、中国や香港からのインバウンド需要が息を吹き返し、

化粧品や美容製品、百貨店、家電量販店などの関連銘柄が持ち直す展開が期待される。加えて、中

国の売上比率が高い FA、ロボット企業の業績にも追い風となることが見込まれる。 

今週の予定では米国で ISM 製造業、非製造業景況指数、雇用統計の発表が予定されており注目さ

れる。11月 22日に IHS Markitから発表された 11月米 PMI 速報値では、製造業、サービス業とも

に前月比改善しており米国経済は底堅く推移していることが示唆されている。今週発表の経済指標

でも、米国経済の底堅さが示されれば、米国株高、米国債利回り上昇、円安ドル高となり、日経平

均株価は一段高となる展開が期待される。(11月 28 日現在、松本 直志) 
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日本電産(6594)  東証 1部            

      

 

出所：業績に関する数値は決算短信、決算補足資料より

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、受注の想定以上の急拡大に伴い、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

たことを踏まえて、営業利益計画を 250億円下方修正した。 

車載用トラクションモータの受注が想定以上のペースで積み上がっている。期初時点で 19年度

の 10 万台見込みに対して、20 年度 20万台、21年度を 21 万台としていたが、1Q 決算発表時には

20 年度 30万台、21 年度 50 万台へと上方修正し、2Q 決算発表時においては、21年度を 70万台と

上方修正すると共に、22年度は 125 万台、23年度は 220万台と新たな見込みを発表し、同受注数

は 3Q以降もさらに上振れる見込みであるとしている。車載事業の中でもトラクションモータにつ

いては、受注急拡大による先行コストの増加が収益の圧迫要因となっているが、将来的には大き

な収益源となることが見込まれる。受注実績および引き合い状況から想定する目標としては、30

年度のトラクションモータ市場を 3,000万台見込みに対してシェア 35%（現状推定シェア 4%）、25

年度のブラシレス電動パワステ用モータ市場 9,000 万台見込みに対してシェア 70%（同 40%）、25

年度の次世代ブレーキ用モータ市場 3,700 万台見込みに対してシェア 70%(同 50%)と、成長が見込

まれる各製品群においてシェア上昇を伴った事業拡大を想定している。 

。 

株価(11/28) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

収益 1,459,039 21.7% 1,475,436 1.1% 1,650,000 11.8% 売買単位 株

営業利益 165,903 19.0% 130,038 -21.6% 150,000 15.4% PER(予想) 倍

税引前利益 163,260 15.5% 130,646 -20.0% 145,000 11.0% PBR(実績) 倍

最終利益 130,834 17.9% 110,519 -15.5% 100,000 -9.5% ROE(実績) %

EPS(円) 441.9 374.9 339.8 配当利回り(予想) %

配当金(円) 95.0 105.0 115.0 担当 多功　毅
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(11/28) 
 

コメント 

シュッピン 
(3179) 

東証 1部 

1,084 円 

20年 3月期上期決算は前年同期比 9.1%増収、64.9%営業増益。中古品の販売比率

上昇に伴う粗利率改善や広告・販促費抑制、自社 EC の販売増などが寄与し、会

社の利益計画を超過達成。新品はカメラ、時計ともに若干弱いが、中古カメラは

前年同期比 16.6%増収、中古時計は 37.0%増収と好調。カメラ事業は前年同期比

6.0%増収、47.4%増益、時計事業は 15.7%増収、32.8%営業増益となった。WEB の

会員数が着実に増加しており、インスタなど SNSの普及を追い風に、カメラを趣

味とする顧客層の取り込みが進んでいる。(松本 直志) 

本州化学 
（4115） 

東証 2部 

1,241 円 

光学用ビスフェノールがスマホの複眼化を受けて好調に推移。クレゾール誘導品

も飼料向けに堅調に推移。一方で、コネクタなどに使われる LCP向けビフェノー

ル、レジスト向け電子材料が電子機器、半導体市場が低調な影響を受けるうえ、

自動車用特殊ビスフェノールも欧州自動車市場の減速を受けており、さらにユー

ロ安、固定費上昇なども影響し前年同期比 4.3%減収、43.1%営業減益。市場環境

が低調なことを受けて通期を 5.8%増収、4.4%営業減益に下方修正。(多功 毅) 

TOWA 
(6315) 

東証 1部 

1,164 円 

20年 3月期上期決算は前年同期比 23.9%減収、赤字転落。上期計画未達で通期計

画も下方修正となったが、2Q は前年同期比 10.0%減収、73.9%営業増益と持ち直

し。受注も昨年度 4Qを底に持ち直しており、下期に向けて改善見込み。5G基地

局向けやハイエンドデバイス向けに、シェア 100%を握り独自技術で収益力の高

いコンプレッションモールド装置の売上が増加。不良品が少なく、ハイスピード

で、微細、極薄、積層などの成型が可能。投資が活発な最先端製品の製造向けに

需要が増加している。(松本 直志) 

芝浦メカトロ
ニクス 
(6590) 

東証 1部 

3,965 円 

20年 3月期上期決算は前年同期比 10.1%減収、3.8%営業増益、受注は 16.7%減少。

FPD、半導体の後工程装置が苦戦したものの、FPD、半導体の前工程が堅調で、機

種構成の変化やコスト改善もあり、会社の利益計画は超過達成。四半期ベースで

は昨年度 4Q を底に受注が持ち直しており、下期の受注は前年同期比 35.1%増、

上期比 25.0%増の 300 億円へ拡大計画。台湾 TSMC 向けエッチング装置や、半導

体後工程向けボンディング装置などに引き合いが来ている模様。(松本 直志) 

ワークマン 
（7564） 

東証 JASDAQ 

8,940 円 

主力のワーキングウェアが空調ファン付作業服を中心に好調に推移したことに

加えて、ファミリー層などの取り込みによりカジュアルウェア、ファミリー衣料

なども好調に推移。既存店売上高が 27.8%増と好調に推移したことや新店効果な

ども寄与し、期初計画比大幅上振れとなる 45.2%増収、55.1%営業増益で着地。

通期については、期初に発表した 9.6%増収、11.0%営業増益計画を据え置いてい

るが、売上比重の高い 3Q業績が固まり次第発表するとしている。(多功 毅) 

SUBARU 
（7270） 

東証 1部 

2,906.0 円 

2Q累計決算は、主力市場の米国で、想定以上にインセンティブの抑制が進展。

加えて、アセント、新型フォレスターがけん引し 7.7%増収。営業利益面では 2Q

で想定外のリコール費用約 650 億円が発生したが、前年のバルブスプリングに関

するリコールや完成車検査不正問題にかかる販売、生産面での影響の剥落により

68.1%増益。通期計画は、インセンティブコストの抑制効果を織り込む一方、2Q

で発生したリコール費用の影響、下期の為替前提を 1ドル 105 円と円高方向に見

直したことによる円高の影響を織り込み下方修正。(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 

 


