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今週の予定 

 国内 海外 

2/17 

(月) 

10－12月期 GDP速報値(8:50) 

ブリヂストン(5108)本決算(15:00) 

[欧]ユーロ・グループ 

[米]休場(ワシントン誕生日)  

18(火) 人工知能/ビジネス AI (～19日) 

FinTech & ブロックチェーン (～19日) 

[独]2月 ZEW景況感調査(19:00) 

[欧]1月の新車販売 

19(水) 1月貿易統計(8:50) 

12月機械受注(8:50) 

1月の訪日外国人数 

[米]民主党の大統領候補者討論会 

[米]1月住宅着工件数(22:30) 

[米] 1月 28、29日 FOMC 議事要旨(28:00) 

20(木) 三村明夫日商会頭会見 [欧]臨時首脳会議 

21(金) 日本人工関節学会(～22日) 

1月全国 CPI(8:30) 

2月日本製造業 PMI(9:30) 

[イラン]議会選挙 

[欧]2月ユーロ圏製造業 PMI(18:00) 

[米]1月中古住宅販売件数(24:00) 

22(土) 日本免疫治療学会 

国民民主党大会 

社民党大会(～23 日) 

[サウジアラビア] G20 財務相・中央銀行総

裁会合(～23日) 

[米]ネバダ州党員集会  

23(日) 天皇誕生日 [独]ハンブルク市議会選挙 

24(月) 天皇誕生日の振替休日 [印]トランプ大統領訪印(～25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 23,300～24,300円      TOPIX 1,670～1,740 

＊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 新型肺炎 中国経済の減速 10-12月期の企業業績悪化 

10-12 月期決算については、製造業を中心に低調な決算を発表する企業が相次いでいる。多くの

企業が新型肺炎による業績への影響は不透明であり業績計画に織り込んでいないとしており、通期

業績計画は今後、もう一段の下振れリスクが高い。このような環境下、3Q決算で目立ったのは自動

車の電動化関連需要の拡大や 5Gに関する需要の顕在化だ。自動車向けのコネクタを主力事業とする

イリソ電子の 3Q業績は、自動車の生産台数減少を受けて苦戦しているが、電動化関連製品を含むパ

ワートレインセグメントの売上高は前年比で 30%強、2Q 比でも 20%強増と好調。また、5G 関連に関

しては、村田製作所、TDK が基地局向けにセラミックコンデンサの需要が増加しているとしている。

来期に関しては中国メーカーを中心に 5G端末の本格投入が想定され、関連需要は一段と拡大するこ

とが見込まれる。新型肺炎により 4Qの経済活動は停滞する可能性が高まっているが、自動車の電動

化や 5G といった構造変化を伴った需要は先んじて回復に転ずることが期待される。 ところで、年

初から 2 月 10 日までのパフォーマンスをみると、TOPIX の+1.3%に対して東証規模別株価指数では

大型株+2.6%、中型株－0.2%、小型株－1.4%と大型株優位の展開となっている。昨年 12 月に金融審

議会が東証に時価総額 100 億円以上を目安とした新指数の算出を促しているが、市場関係者からは

時価総額上位企業による大幅に構成銘柄数を絞った新指数を期待する声が高まっている。東証は 2

月中にも新市場の骨子を発表する予定にしており、市場改革案や新指数案に時価総額についての高

いハードルが設けられれば、一段と大型株優位の展開になることが想定される。 

(2月 13日現在、多功 毅) 
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今週の参考銘柄 
アドバンテスト(6857)  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

 

 

1954 年にタケダ理研工業として創業し、微小電流計の開発から事業を開始。計測を事業の軸と

し、1972年に半導体テスタ(半導体に高精度の電気信号を流し、品質・性能・信頼性を評価する装

置)市場へ参入。1985 年に半導体テスタ市場世界シェア 1 位を獲得。2011 年に半導体試験装置大

手の Verigy社を買収し、SoC(スマートフォン{以下、スマホ}・PC向けプロセッサや通信用など各

種集積回路、イメージセンサなどメモリ以外の半導体)テスタ分野の強化を実施。19年のテスタの

世界シェアは 50%以上。17 年の 36%に対して、18年に 54%まで高めたシェアを維持。SoCテスタは

世界シェア 55%前後、メモリ・テスタは約 50%。19年 3月期のセグメント別売上構成比は、SoCテ

スタが 52.6%、メモリ・テスタ 22.3%、メカトロニクス関連 13.9%、サービス他 11.2%。 

米中貿易摩擦の長期化やメモリ市況の調整に伴い、3Q 決算は前年同期比 6.7%減収、31.2%営業

減益になったが、受注高は 16.2%増の 729億円となり昨年 2Q以来の水準へ改善。5Gスマホ向け先

端 SoCに対するテスト需要が継続したことに加えて、5Gスマホ向けに DRAMの需要も前倒しになり、

在庫調整進展に伴い NAND も回復が進んだ。受注の改善を受けて通期計画を売上で 230億円、営業

利益で 110億円、受注高を 350億円上方修正。SoCテスタは 5G向けにテスタ投資が加速しており、

過去最高の売上を更新する計画。半導体の高性能化や信頼性要求の高まりに伴い、テスト時間と

テスト項目が増え SoCテスタの需要拡大が継続することに加え、在庫調整の進展や 5Gスマホ向け

需要がけん引しメモリ投資も前倒しで進むものと見られ、20年度は増益転換が期待される。 

 

 

 

株価(2/13) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 207,223 32.9% 282,456 36.3% 270,000 -4.4% 売買単位 株

営業利益 24,487 76.1% 64,662 164.1% 56,000 -13.4% PER(予想) 倍

税前利益 24,282 61.6% 66,211 172.7% 56,700 -14.4% PBR(実績) 倍

当期純利益 18,103 27.5% 56,993 214.8% 49,000 -14.0% ROE(実績) %

EPS(円) 101.9 302.4 未定 配当利回り(予想) %

配当金(円) 32.0 92.0 未定 担当 松本　直志
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株価 2月13日 5,790 円
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説明会より 
銘柄 

(コード) 

市場 

株価(2/13) 
 

コメント 

ファンケル 
(4921) 

東証 1部 

3,240円 

20 年 3 月期 3Q 累計決算は前年同期比 5.8%増収、17.0%営業増益。消費税増税の

影響が想定以上に長引いたことで売上はやや未達も、販管費の抑制で利益は計画

並みを確保。消費税増税の影響は 12月に入って落ち着いてきており、「ディープ

クリア 洗顔パウダー」「マイルドクレンジングオイル」「尿酸サポート」「内脂

サポート」などの販売が堅調に推移している。インバウンドは台風や即位式など

の影響で 10 月に失速し、売上計画は未達になったが、新型肺炎の影響でマルチ

ビタミンやプロポリスなど、免疫強化系サプリメントの越境 EC が人気化してい

る。(松本 直志) 

富士電機 
(6504) 

東証 1部 

3,460円 

20 年 3 月期 3Q 累計決算は前年同期比 1.7%減収、31.2%営業減益。FA、パワー半

導体の需要減による生産減や、パワー半導体の投資負担も重しになった。自動車

向けパワー半導体の 3Q 累計売上は、電動車向けがけん引し前年同期比 20.7%増

収と好調。電動車向け売上は前年比 5 割増と大きく拡大した。3Q のパワー半導

体の受注は前年比 18%増、2Q比 13%増と回復感が加速しており、4Qから来期に向

けても、電動車向けパワー半導体の需要拡大が期待される。(松本 直志)  

TDK 
（6762） 

東証 1部 

12,070円 

3Q決算は自動車、産業機械関連の落ち込みがコンデンサ需要などに影響を与え

たことに加えて、センサ事業の収益改善も引き続き遅れているものの、稼ぎ頭の

二次電池がスマホやワイヤレスイヤホン向けに引き続き好調に推移しており、前

年同期比 1.4%増収、23.2%営業増益。新型肺炎の影響は現時点で不明とのことで

計画に織り込んでいないが、4Qに通常の季節要因による落ち込みを前提に、通

期では 0.6%増収、11.3%営業増益計画を据え置き。(多功 毅) 

レーザー 
テック 
(6920) 

東証 1部 

6,100円 

20 年 6 月期上期決算は前年同期比 18.5%増収、55.2%営業増益、受注は 57.1%増

の 412億円へ拡大。EUVではマスクのカバーとなるペリクルが開発されていない

ため、ごみが付着するケースが多くマスクを検査する回数が増え、マスク検査装

置の需要が拡大している。受注高は期初の 142億円の計画から大きく上振れし、

受注残は 768億円へ拡大。TSMCやサムスンのほか、EUV導入が複数社で進むと見

られ、今後もマスク検査装置の需要拡大が見込まれる。(松本 直志) 

村田製作所 
（6981） 

東証 1部 

6,633円 

3Q決算は受注残が豊富にあった前年同期比では 4.1%減収、7.2%営業減益だが、

2Q対比では北米大手スマホメーカー向けが季節要因でピークアウトするなか、

5Gに絡んだ基地局向けの大幅増加により 1.7%増収、営業利益は 2Qで計上した電

池事業の減損損失 198億円の剥落や固定費抑制で 35.1%増益。3Qのコンデンサの

BBレシオは前期 2Q以来のプラス転換。通期計画に対して高い利益進捗となって

いるが、現時点で新型肺炎の影響が不透明であるため見直しを行わなかったと

し、4.1%減収、13.8%営業減益計画を据え置き。(多功 毅) 

三菱自動車 
（7211） 

東証 1部 

421円 

3Q累計決算は稼ぎ頭のアセアン市場が低調に推移するうえ、中国及び中南米・

中東などその他地域での販売の減少、さらに円高や品質関連コストの発生もあ

り、前年同期比 7.1%減収、95.7%営業減益。4Qについては販売計画には下振れリ

スクが見込まれる一方、各国通貨が年末水準であれば 50～60億円の上振れ要因

となることに加えて、コストコントロールも強化する方針であることから、通期

については、2.6%減収、73.2%営業減益計画を据え置き。 (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 

 


