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今週の予定 

 国内 海外 

2/3 

(月) 

三菱電機(6503)3Q 決算(13:00) 

村田製作所(6981)3Q 決算(15:00) 

オリックス(8591)3Q 決算(15:00) 

パナソニック(6752)3Q決算(15:30) 

郵便局 キャッシュレス決済を導入 

[中]春節連休終了で金融市場の取引再開 

[中]1月財新製造業 PMI(10:45) 

[米]1月 ISM製造業景況指数(24:00) 

[米]アイオワ州党員集会 

[米]アルファベット 4Q決算 

4(火) ソニー(6758)3Q決算(15:00) 

三菱 UFJFG(8306)3Q 決算(16:00) 

[米]トランプ大統領 一般教書演説 

[米]フォード・モーター4Q決算 

5(水) SUBARU(7270)3Q決算(13:00) 

三菱商事(8058)3Q 決算(14:00) 

マツダ(7261)3Q決算(15:00) 

[中]1月財新サービス業 PMI(10:45) 

[米]1月 ADP雇用統計(22:15) 

[米]1月 ISM非製造業景況指数(24:00) 

6(木) ＮＴＴ(9432)3Q決算(15:00) [印]AUTO EXPO 2020(～9日) 

7(金) 12月毎月勤労統計(8:30) 

ホンダ(7267)3Q決算(15:00) 

スズキ(7269)3Q決算(15:00) 

[中]1月貿易収支 

[米]1月雇用統計(22:30) 

[米]民主党の大統領選候補者討論会 

8(土) サッカー 富士ゼロックス・スーパーカップ [北朝鮮]朝鮮人民軍創建日 

9(日) 愛知県豊田市長選投開票 [米]アカデミー賞授賞式 

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 22,400～23,500円      TOPIX 1,630～1,710 

＊期待材料 iPhone増産観測 5G化の進展 各国の金融緩和 来期業績の改善期待 

＊不安材料 新型コロナウイルス 中国経済の減速 10-12月期の企業業績悪化 

29日に、渡航者以外では国内初となる新型コロナウイルスの患者が確認され、国内でも人から人

への感染が起きた可能性が高まった。日々、国内外で患者数が増加しており、株式市場ではリスク

オフの動きが強まっている。過去に発生した新型感染症のケースを参考に、気温の上昇する春先に

向けて収束し、それを見越して株価も早晩、反発に向かうとの意見が多く聞かれる。ただ、今回の

新型コロナウイルスは潜伏期間中にも感染能力を持つ可能性が指摘されており、必ずしも同じ経緯

を辿るとは限らず、楽観視はできない。株式市場でも、引き続きリスクオフの動きが強まるものと

想定する。 

半導体材料を供給する JSR や信越化学が決算説明会において、先行して回復に転じたロジック半

導体は足元で一段と回復感が明確になってきたとし、また、底打ち後も低空飛行が続いているメモ

リについても今後、回復に転じる可能性が高まっている旨のコメントをしている。5G関連の需要拡

大に加えて、供給サイドで問題となっていた在庫調整も一巡してきた模様だ。また、29日の日本経

済新聞は、アップル向けの複数の部品供給メーカー関係者の話として、20 年 1-6 月の iPhone の出

荷台数は前年比 1割強の増加になると報じている。本年は、大手スマホメーカーから 5G対応の新モ

デル数が増加し、基地局などの関連投資も本格化することが見込まれる。新型コロナウイルスが想

定以上に拡がった場合には、サプライチェーンの混乱などで、これら 5G関連企業への需要顕在化の

タイミングが遅れることが想定されるが、これは先送りに過ぎず、今後の 5G関連事業の拡大シナリ

オは不変と考える。関連銘柄の押し目買いスタンスが有効と思われる。(1月 30日現在、多功 毅) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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。 

2 

ヤマワ・レポート 

 
2020年 2月 3日                                        調査室 

今週の参考銘柄 

ラクト・ジャパン(3139)  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 

 

ヨーグルトやアイスクリーム、菓子、乳飲料などに使われる乳原料やチーズを海外から仕入れ、

販売する国内最大規模の乳製品商社。乳原料は厳密な品質管理、厳しい検査、複雑な関税制度な

ど、取扱いに高度なノウハウが必要なため総合商社も手掛けづらく、国内輸入量の取扱いシェア

は 35%を占める。19 年 11 月期の事業別売上高比率は国内乳原料・チーズ事業が 73.0%、国内向け

に豚肉、生ハムなどを仕入れ販売する食肉事業が 10.5%、アジアでの乳原料販売が 13.7%、アジア

でのチーズ製造販売が 2.3%、その他 0.5%になっている。 

19 年 11 月期決算は前年同期比 1.2%増収、5.1%経常増益。アジアでの乳原料・チーズ販売が想

定以上に拡大し、売上、利益ともに過去最高を更新。脱脂粉乳の在庫調整長期化や夏季シーズン

の長雨、冷夏でアイスや飲料向け需要が低迷し、国内の乳原料・チーズ販売は前年同期比 0.1%減 

収となったが、販路拡大の成果で販売数量は 2.9%増加。アジア事業は、所得水準の向上や食の欧

米化の進展で乳製品市場が拡大しており、乳原料販売が前年同期比 9.9%増収、チーズ製造販売は

25.2%増収と好調に推移。今期は前年同期比 11.3%増収、9.2%経常増益計画。国内乳原料・チーズ

販売は前年同期比 7.6%増収計画。ヨーグルト需要の回復や国際価格が下落基調にある輸入バター

の販売増、前年に伸び悩んだチーズの販売回復を想定。アジアの乳原料販売は前年同期比 18.2%

増収、チーズ製造販売は 5.6%増収と拡大継続の見込み。国内の乳製品原料不足や関税引き下げに

よる輸入増加、アジア乳製品市場の拡大を追い風に今後も業績拡大が続くものと思われる。 

 

株価(1/30) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 115,440 13.9% 116,794 1.2% 130,000 11.3% 売買単位 株

営業利益 3,009 56.4% 3,144 4.5% 　　― 　― PER(予想) 倍

経常利益 2,612 3.6% 2,746 5.1% 3,000 9.2% PBR(実績) 倍

当期純利益 1,784 1.7% 1,963 10.0% 2,100 7.0% ROE(実績) %

EPS(円) 182.3 200.1 213.8 配当利回り(予想) %

配当金(円) 40.0 22.0 30.0 担当 松本　直志
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(1/30) 
 

コメント 

信越化学 
（4063） 

東証 1部 

12,300円 

3Q累計決算は塩ビ・化成品における市況悪化、汎用シリコーンの価格下落、産

業向け希土類磁石の落ち込みの影響を受ける一方で、主力の半導体ウエハは長期

契約の貢献に加えて、後半にかけてはロジックだけではなくメモリ向けも復調と

なり増益を確保し、また他の事業でも高シェア製品を中心とした拡販で高い利益

水準を維持しており、前年同期比 2.7%減収、1.8%営業減益。主要 5事業セグメ

ント全てで 20%以上の営業利益率をキープしている。 (多功 毅) 

JSR 
（4185） 

東証 1部 

1,976円 

ライフサイエンス事業は順調に収益拡大、デジタルソリューションも半導体材料

中心に堅調に推移したが、市況悪化の影響を受けるエラストマー事業、自動車向

けが低調な合成樹脂が低迷しており、3Q累計決算は前年同期比 4.6%減収、21.9%

営業減益。3Q業績は計画線での推移であったとし、通期については 2.8%減収、

7.0%営業減益計画を据え置き。半導体業界については、ロジックは回復感が鮮明

になっており、成長局面に転じるとし、また、メモリは回復感には乏しいものの、

昨夏で底打ちしており来期に向けての本格回復を見込むとしている。(多功 毅) 

ディスコ 
(6146) 

東証 1部 

26,240円 

20 年 3 月期 3Q 決算は実態に近い出荷額ベースで前年同期比 3.5%増収、18.9%営

業増益。2Q比で 9.9%増収、18.8%営業増益。パワー半導体やスマートフォン用イ

メージセンサ向け精密加工装置の出荷が大きく増加。消耗品もアジア地域中心に

顧客の設備稼働率が高まっており高水準で推移。一部の量産用途を中心に、顧客

による投資再開が見られ、受注は 2Q 比 13.9%増の 401 億円へ拡大。4Q も中国、

台湾でスマートフォン向けイメージセンサやロジック、メモリ、電子部品などの

需要活発化が見込まれる。(松本 直志)  

日東電工 
（6988） 

東証 1部 

6,200円 

3Q累計決算は前年度にあった拡散医薬の補償金収入や偏光板のロイヤリティ収

入の剥落に加えて、自動車生産の停滞、偏光板の落ち込みなどによる数量減の影

響が大きく前年同期比 9.4%減収、28.4%営業減益。通期については 7.0%減収、

23.5%営業減益計画を据え置いているが、ライフサイエンスはほぼ計画線、イン

ダストリアルテープは下振れ、オプトエレクトロニクスは上振れが想定されると

している。(多功 毅) 

キヤノンマー
ケティングジ

ャパン 
(8060) 

東証 1部 

2,654円 

19 年 12 月期決算は前年同期比 0.1%減収、12.1%営業増益。カメラやインクジェ

ットプリンターの販売減があったものの、SI やデータセンタ、クラウドなど業

務効率化に向けた IT投資の拡大がけん引。ITサービスの受注残はデータセンタ

案件などで増加し、前年同期比 16%増と好調。今期は前年同期比 3.4%減収、4.8%

営業増益計画。事業譲渡と PC の更新需要の減少、カメラ、インクジェットプリ

ンターの販売減で減収になるが、利益率の高い IT サービスが引き続き拡大する

ことで増益計画。(松本 直志) 

毎日 
コムネット 

(8908) 

東証 1部 

911円 

20 年 5 月期上期決算は前年同期比 10.0%増収、34.6%営業増益。売上は計画並み

だったが、就活支援サービスと学生マンション管理事業がけん引し、利益は会社

計画を超過達成。学生マンション管理事業は前年同期比 8.9%増収、24.1%売上総

利益が増加。学生マンションの開発が順調に進み管理戸数が増加。入居率は 100%

で、入居者募集は昨年より順調。就活支援は前年同期比 34.0%増収、66.9%売上

総利益が増加。インターンの増加や採用活動の前倒しが貢献した。(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 

 


