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今週、来週の予定 

 国内 海外 

4/27 

(月) 

日銀金融政策決定会合 

アンリツ(6754)3月期本決算 

[米]オン・セミコンダクター1Q決算 

[米]ウエスタンデジタル 3Q決算 

28(火) 3月失業率(8:30) [米]FOMC(～29日) 

29(水) 昭和の日 [米]1－3月期 GDP速報値(21:30) 

30(木) 3月鉱工業生産(8:50) 

デンソー(6902)3月期本決算 

村田製作所(6981)3月期本決算(15:00) 

[中]4月製造業 PMI(10:00) 

[欧]ECB定例理事会 

[米]アップル 2Q決算 

5/1(金) 天皇陛下の即位、令和改元から 1年 

三井物産(8031)3月期本決算(13:30) 

OPEC等が日量 970万バレルの原油減産開始 

[米]4月 ISM製造業景況指数(23:00) 

2(土) 郵便貯金創業記念日 [韓]アジア開発銀行年次総会(～5日) 

3(日) 憲法記念日 [印]全土封鎖措置の期限 

4(月) みどりの日 [中]4月財新製造業 PMI(10:45) 

5(火) こどもの日 [米]4月 ISM非製造業景況指数(23:00) 

6(水) 振替休日 

緊急事態宣言の期限 

[米]4月 ADP雇用統計(21:15) 

[欧]EU非公式首脳会議(～7日) 

7(木) 任天堂(7974)3月期本決算 [中]4月貿易収支 

8(金) マイナーSQ [米]4月雇用統計(21:30) 

9(土) アイスクリームの日 [露]第 2次世界大戦の戦勝記念日 

10(日) 大相撲 夏場所初日(東京)(～24日) [韓]文在寅大統領就任 3年 

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 18,500～20,500円      TOPIX 1,360～1,500 

＊期待材料 各国の政策協調 原油の減産強化 新型コロナ収束 5G化の進展 

＊不安材料 信用リスク懸念 新型コロナの拡大 原油価格急落 食糧問題 

新型コロナの新規感染者数は厳しい経済活動の制限措置をとってきた西欧各国でピークアウトの

兆しが出ており、また、米国でも頭打ち感が出つつあることが好感されている。ギリアド・サイエ

ンシズのレムデシビルや富士フイルム富山化学のアビガンに代表される抗ウイルス薬などが、新型

コロナ患者に高い効果を上げるようであれば、各国の財政、金融政策の後押しも受けて 4-6 月期を

ボトムとした世界経済の急回復への期待から、株価の大幅上昇につながると予測される。一方で、

新型コロナの感染者数が南米、トルコ、ロシアなどで増加の一途を辿っている点には注意が必要だ。

医療、国家財政、情報公開などに問題をかかえる新興国、後進国を中心とした感染者数の拡大は、

ウイルスの変異リスクを高めることで、感染の抑制にメドを付けた国でも再流行する可能性が高ま

る。また、原油価格の急落にも注意したい。4月 13日の OPECプラスによる協調減産合意で、再度、

シェア戦略から価格重視戦略へと転換が図られたことは高く評価するが、減産幅は過少であり、急

速な需要減少に対して機敏に追加減産の枠組みが構築出来ないようなら、原油価格下落局面の長期

化観測から、財務体質が脆弱なエネルギー企業や資源国の債券売りの可能性が高まり、信用リスク

が市場で強く意識されることになる。株式市場は急速に戻りを試したものの、現時点では再度、下

値模索の展開となる可能性もあり、引き続き注視したい。(4月 22日現在、多功 毅) 
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今週の参考銘柄  

安川電機(6506)  東証 1部

出所：業績に関する数値は決算短信、決算説明資料より 

＊決算期変更に伴い 19年 2月期の前年比は記載していない 21年 2月期予想は非開示 

半導体や液晶、電子部品製造装置、工作機械などの主要部品として精密制御を担うACサーボ、

ビル空調やコンプレッサ、クレーン、エレベータなど産業機械・インフラのモータ制御に使われ

るインバータ、溶接や塗装などの自動車関連や半導体・液晶の製造工程などで使われる産業用ロ

ボットが主力製品。19年度のセグメント別売上構成比はACサーボ、インバータなどのモーション

コントロール事業が43.3%、ロボット事業が37.0%、システムエンジニアリング事業が14.1%。 

20年2月期決算は前年同期比13.4%減収、55.1%営業減益。米中貿易摩擦による投資抑制に加えて、

新型コロナの影響があり大幅減益、計画も未達。モーションコントロール事業は前年同期比16.6%

減収、45.4%営業減益。工作機械、自動車市場向けACサーボが苦戦。インバータも中国、その他ア

ジア中心に設備投資需要が停滞。ロボットは前年同期比14.5%減収、68.2%営業減益。溶接、塗装

ロボットなど自動車向けが海外で落ち込んだ。一般産業分野も中国中心に自動化投資が勢いを欠

いた。今期は新型コロナの影響で、顧客の投資動向が不透明なため通期計画は非開示。開示した

1Q決算はロボットの苦戦が響き、今期から適用するIFRSの影響を除いて前年同期比47.2%営業減益

計画。ただ、モーションコントロールは前期4Qの受注が前年同期比3%増となり、7四半期ぶりにプ

ラス転換。半導体、電子部品向けでACサーボに需要改善が見られ、インバータも中国の景気刺激

策でクレーン、エレベータなど向けに需要が増加。中国のサプライチェーン、営業活動は正常化

しており、工場はフル生産で稼働している。ロボットの需要改善は鈍いものの、新型コロナの影

響を受けて、工場での省人化需要はむしろ増大すると見られ、中長期的な事業拡大が期待される。 

株価(4/23) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 474,638 ― 410,957 -13.4% ― ― 売買単位 株

営業利益 49,766 ― 22,339 -55.1% ― ― PER(予想) 倍

経常利益 50,844 ― 23,361 -54.1% ― ― PBR(実績) 倍

当期純利益 41,164 ― 14,449 -64.9% ― ― ROE(実績) %

EPS(円) 155.9 55.1 ― 配当利回り(予想) %

配当金(円) 52.0 52.0 ― 担当 松本　直志

―

―
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決算発表より 
 

 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(4/23) 
 

コメント 

日本アクア 
(1429) 

東証 1部 

586円 

19 年 12 月期決算は前年同期比 10.0%増収、149.0%営業増益。木造戸建て住宅や

建築物向けに断熱材の販売が増加したことに加え、供給不足が解消した断熱材の

原材料価格が低下したことで大幅増益を達成。今期も断熱材の販売が伸び前年同

期比 8.6%増収、10.4%営業増益計画。住宅向けは高気密・高断熱による光熱費削

減などの省エネ化需要が継続し前年同期比 7.3%増収、建築物向けは都市再開発

案件の増加や新製品の防火断熱材の販売が伸び 27.8%増収計画。(松本 直志) 

ビックカメラ 
（3048） 

東証 1部 

935円 

2Q累計決算は消費税増税後の反動減が大きかったうえに、暖冬に伴うエアコン

販売の不調、新型コロナ問題を受けてのインバウンド需要の落ち込みによる影響

が大きく、さらに収益性の低い EC販売へのシフト、システム投資に関する償却

費の増加もあり、計画比未達となる前年比 1.2%減収、39.4%営業減益での着地。

通期については、上期業績が未達となったことに加えて、新型コロナ感染拡大に

よる影響を織り込み、5.9%減収、84.7%営業減益計画に下方修正。(多功 毅) 

ウエルシア HD 
（3141） 

東証 1部 

8,650円 

長雨、暖冬などの影響があったものの注力する調剤事業が好調に推移した事に加

えて、2月以降の新型コロナ対策関連商材の需要拡大もあり、既存店売上高が

6.7%増と好調。加えて、販売管理費の抑制も大きな効果を上げており、前期決算

は前年同期比 11.4%増収、30.1%営業増益。今期は既存店売上高を 3.1%増とした

うえで、主に 1Qにおける薬価改定の影響、4Qでの新型コロナ特需の前年対比で

の剥落を織り込み、7.7%増収、2.6%営業増益を計画。(多功 毅) 

キリン堂 HD 
（3194） 

東証 1部 

2,066円 

前期においては夏場の長雨、暖冬などの影響を大きく受けたものの、2月に入り

新型コロナの感染拡大に伴いマスク、消毒関連商品の売上が大きく伸び、通期既

存店売上高は 2.1%増。前期決算は既存店売上高の拡大に加えて、医薬品の販促

見直しに伴う粗利益率向上が大きく寄与し、前年同期比 2.8%増収、37.5%営業増

益。今期は新型コロナ感染拡大に伴う影響は想定が困難なために予想には織り込

んでいないとしたうえで、0.7%増収、13.0%営業増益を計画。(多功 毅) 

日本管理 
センター 
(3276) 

東証 1部 

1,038円 

19 年 12 月期決算は前年同期比 0.4%増収、22.9%営業減益。販売用不動産の売却

が減少し減益になったが、賃貸住宅運用の受託件数が順調に拡大し創業以来 18

期連続で増収を達成。適正な賃料設定やリフォームの提案、仲介業者への働きか

けなど入居率改善への取り組みが好評で、賃貸住宅の管理戸数が右肩上がりで拡

大している。今期も管理戸数の増加が続き、前年同期比 8.1%増収、18.0%営業増

益を計画。運用戸数は前年同期比 13.8%増の 96,000戸へ拡大を見込む。 

(松本 直志) 

ラサール 
ロジポート 
投資法人 
(3466) 

東証 REIT 

155,100円 

20 年 2 月期決算は前期比 26.2%増収、28.8%営業増益。新規物流施設の取得がけ

ん引し、新型コロナの感染拡大による経済活動の混乱が続く中でも増益基調を維

持。物流施設は日用品や食品・飲料向けの比率が高く、荷動きも活発化している。

サプライチェーンの混乱に備えて、在庫を積み増す動きが見られ、新規契約も獲

得し引き合いは強い。20 年 8 月期は物件売却益の減少に伴い、一口当たりの分

配金は減少見込みだが、物流施設への需要は強く稼働率は過去最高の 99.0%を想

定している。(松本 直志) 
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いつもあなたのそばで 頼れる金融機関です 
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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 

 


