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今週の予定 

 国内 海外 

2/10 

(月) 

1月景気ウォッチャー調査(14:00) 

三菱地所(8802)3Q 決算(15:00) 

[中]1月消費者物価指数(10:30) 

[欧]議会本会議(～13日) 

11(火) 建国記念日 

日本心臓血管外科学会学術総会(～13日) 

[シンガポール]航空ショー(～16日) 

[米]パウエル FRB議長が下院で議会証言  

12(水) 1月マネーストック(8:50) 

1月工作機械受注(15:00)  

ソフトバンク G (9984)3Q決算(15:00) 

[米]パウエル FRB議長が上院で議会証言 

[米]アプライド・マテリアルズ 1Q決算 

[米]シスコシステムズ 2Q決算 

13(木) 日産自動車(7201)3Q 決算(17:00) [米]1月消費者物価指数(22:30) 

14(金) 雨宮日銀副総裁 東京証券取引所セミナ

ーにおける講演会 

DMG森精機(6141)本決算(12:00) 

東芝(6502)3Q決算 

[独]ミュンヘン安全保障会議(～16日) 

米中貿易交渉「第 1段階の合意」発効 

[米]1月小売売上高(22:30) 

[米]1月鉱工業生産(23:15) 

15(土) 日本人工関節学会(～16日) [米]NADA SHOW 2020(～17日) 

16(日) 立憲民主党大会 [北朝鮮]故金正日総書記誕生日 

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 23,000～24,100 円      TOPIX 1,670～1,760 

＊期待材料 IoT、AI、RPA 活用による生産性改善 5G時代の到来 環境技術への投資拡大  

＊不安材料 地政学的リスク 新型肺炎の感染拡大 中国経済の成長鈍化 スタグフレーション 

6日までに決算発表を終えた日本企業の業績は、半導体や 5G関連、情報・通信企業は好調に推移

したが、自動車関連事業の低迷、暖冬や台風などの天候不順と消費税増税による消費の落ち込み、

中国に加えてインド、東南アジアにおける需要減などの影響を受けた企業と明暗が分かれる結果に

なった。中国で 5Gスマートフォンの開発、生産が活況となり高性能半導体に対する強い需要が継続

したことに加えて、メモリにも回復の兆しが見られアドバンテスト、アンリツは通期計画を上方修

正。東京エレクトロンも 10－12 月期の営業利益は増益に転換。旧型システムや Windows7 の更新、

人手不足対応に伴う業務効率化需要などを取り込み、富士通のソリューション/SI事業の 10－12月

期売上、野村総研と SCSK の 3Q 累計売上はいずれも過去最高を更新し、富士通と野村総研は通期計

画を上方修正した。富士通では、幅広い業界で AI・RPA などに対する関心が強く、景気が若干変動

しても、IT投資の勢いは続くとの見通しを示している。一方、日立製作所は北米と中国の需要減に

より、オートモーティブシステム事業の通期利益計画を下方修正。自動車の事業環境は来期も回復

が見込めず、日立金属、日立化成、オートモーティブシステム事業などは厳しい状況が続く見込み。

オムロンや三菱電機、不二越も自動車事業の低迷が長期化するとの見方を示している。それでも、

車両電動化向けの需要は増加している模様で、富士電機の電動車向けパワー半導体は 3Q累計で前年

同期比約 5 割増収となり好調に推移している。国内消費関連では暖冬の影響を受けた ZOZO の 10－

12 月期決算は前年同期比 42.0%営業減益となった。新型肺炎の影響で中国経済が停滞し、自動車産

業の低迷は長期化し、国内ではインバウンドだけでなく感染予防のため外出が控えられ、日本人の

消費も落ち込むものと思われる。一方、EV など環境技術や IT、5G 関連への投資は今後も続くもの

と思われ、株価動向も明暗が分かれる展開になることが見込まれる。(2月 6 日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄 

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

 

 

昨年央以降、マクロ環境は米中貿易摩擦の影響や新興国経済減速、また半導体市場の調整によ

る影響を受けているものの、当社の20年3月期3Q累計決算は、前年比2.7%減収(328億円減収)、1.8%

営業減益(59億円減益)となり、好調だった前年並みの業績を確保した。塩ビ・化成品事業は市況

下落の影響を受けたことで15.1%営業減益(137億円減益)となったものの、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たことで7.9%営業増益(82億円増益)。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、高機能品を中心とした拡販効果で2.6%営業増益(12億円増益)。機能性化

学品は医薬用製品やフェロモン製品が堅調に推移し1.9%営業増益(4億円増益)。電子・機能材料事

業は光ファイバー用プリフォーム、産業向け希土類磁石は低調に推移したものの、ArFレジスト、

マスクブランクスなどが先端半導体向けに堅調に推移し1.9%営業減益(10億円減益)にとどめた。

外部環境が厳しい中、主要4事業セグメント全てで、20%以上の高い営業利益率を確保している。 

半導体シリコンについては、先行して回復したロジック半導体に続いて、低調に推移してきた

メモリについても回復の兆しが出てきたとしている。4Q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は低調に推移する可能性があるが、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、塩ビ原材料であるエ

チレンプラントの本格稼働などを主因とした業績拡大が想定される。 

株価(2/6) 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

100

化学

　　18年3月期 　　　19年3月期 　　　20年3月期(予) 13,470

多功　毅
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株価 2月6日 13,470 円
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説明会より
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(2/6) 
 

コメント 

日立建機 
（6305） 

東証 1部 

3,110円 

3Q決算は国内において台風 19号でサプライヤーが被災したことに伴う生産の遅

れ、海外ではインド、インドネシアを中心に総じて需要が低調に推移したこと、

さらに部品・サービスも伸び悩んでおり、前年同期比 18.3%減収、調整後営業利

益で 56.5%営業減益の着地。海外の需要は従来予想を下回る可能性が高いが、計

画対比での円安、間接費抑制を進めることで 8.1%減収、調整後営業利益で 26.4%

減益とする通期計画を据え置き。(多功 毅) 

アンリツ 
(6754) 

東証 1部 

2,178円 

20 年 3 月期 3Q 累計決算は前年同期比 7.4%増収、46.6%営業増益、受注は 11.8%

増。中国で 5G スマートフォンの開発需要が好調に推移し、計測事業が前年同期

比 11.5%増収、52.6%営業増益。3Qの計測事業の受注は 209億円となり、1Qの 198

億円、2Qの 175億円から拡大。19年 11月の中国での 5G商用化開始も追い風に、

Oppo、Xiaomi、ZTE、VIVOなどの 5G端末開発が活発化。利益率の高い 5G向け計

測器の需要が増加しており、通期計画も上方修正。(松本 直志)  

アドバン 
テスト 
(6857) 

東証 1部 

5,780円 

20年 3月期 3Q決算は前年同期比 6.7%減収、31.2%営業減益も、5Gスマートフォ

ン向け高性能半導体のテスト需要継続に加えて、5G スマートフォン向けに DRAM

の需要も前倒しになり、NAND フラッシュ向けテスタの回復も進んだことで、受

注は 16.2%増と好調に推移し、通期計画を上方修正。20年も高性能半導体のテス

ト需要は高水準で推移し、メモリテストの需要も回復することが見込まれ、来期

は増益転換が見込まれる。(松本 直志) 

デンソー 
（6902） 

東証 1部 

4,604円 

3Q累計決算は主要顧客であるトヨタグループ向けは堅調に推移したものの、海

外自動車メーカーを中心とした生産停滞の影響を受けることに加えて、3Qで発

生した GMのストの影響も発現。さらに品質関連コストが 420 億円発生したこと

で 2.1%減収、33.2%営業減益。通期については、3Qで追加的に削減した経費、為

替差損の縮小を見込む一方、品質関連コストの計上及び自動車生産台数の前提を

引き下げたことに伴い営業利益を 2,800億円に下方修正。(多功 毅) 

日野自動車 
（7205） 

東証 1部 

1,051円 

3Q累計決算は海外市場の回復の遅れ、消費税増税前の駆け込み需要の反動で落

ち込んだ国内での販売減少に加えて、為替変動に伴うマイナスの影響も重なり前

年同期比 5.8%減収、23.6%営業減益での着地。2Q時の下方修正後の通期計画につ

いて、海外市場の回復が遅れていることに加えて、新型コロナウイルスによる影

響をリスク要因とする一方、固定費抑制を計画以上に進めることで営業利益 680

億円を据え置き。(多功 毅) 

SCREEN HD 
(7735) 

東証 1部 

6,510円 

20年 3月期 3Q累計決算は前年同期比 10.4%減収、60.8%営業減益。半導体製造装

置の受注時期の後ずれに伴う受注減や、これに伴う工場の稼働率低下、開発要素

の強い評価機の納入に伴う費用増、FPD製造装置の苦戦などにより通期計画を下

方修正。来期は後ずれした半導体製造装置の売上貢献や、工場の稼働率改善、評

価機のマイナス影響の反動などが期待され、業績悪化は一時的なものにとどまる

ことが見込まれる。(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 

 


