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今週の予定 

 国内 海外 

5/11 

(月) 

ソフトバンク(9434)本決算 

ブリヂストン(5108)1Q決算 

[露]休場 

[米]アンダー・アーマー 1Q決算 

12(火) トヨタ自動車(7203)本決算 

3月景気動向指数(14:00) 

[中]4月消費者物価指数(10:30) 

[米]4月消費者物価指数(21:30) 

13(水) MSCI指数の銘柄入れ替え発表 

4月景気ウォッチャー調査(14:00) 

ソニー(6758)本決算 

[ニュージーランド]準備銀行政策金利(11:00) 

[英]3月月次 GDP(17:30) 

[米]シスコシステムズ 3Q決算 

14(木) 4月工作機械受注(15:00) [豪]4月失業率(10:30) 

15(金) メガバンク 3行本決算 

TDK(6762)本決算 

[中]4月鉱工業生産(11:00)  

[米]4月小売売上高(21:30) 

16(土) 旅の日 [マレーシア]教師の日 

17(日) 神奈川県小田原市長選投開票 [ドミニカ共和国]大統領選 

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 19,000～20,000円      TOPIX 1,390～1,480 

＊期待材料 IoT、AI、RPA活用による生産性改善 5G時代の到来 経済活動の再開 

＊不安材料 新型コロナの感染拡大 米中関係の悪化 信用不安の高まり 地政学的リスク  

ブルームバーグの集計によると、5月 6日までに決算発表を行った米国 S&P500採用銘柄 384社中、

253 社が事前の市場予想を上回る着地となった。通常の米国企業決算では、事前予想を上回る比率

は 70%超となる場合が多いが、今回は 68%にとどまっている。利益は前年同期比 8.2%減益になって

おり、新型コロナの影響で 4－6月期以降の業績見通しを撤回し、非開示とする会社も増えている。

20年通年の S&P500の市場予想 EPSは年初の 174.5に対して、5月 5日時点で 127.8へ下方修正され

ている。21年の予想 EPSも下方修正のトレンドにあり、業績面で明るい兆しは見られない。予想 EPS

の低下に反して株価が上昇していることで、S&P500の 20年予想 PERは 22.3 倍となり、年初の値よ

り高く割安感に乏しい水準になっている。新型コロナの発生源をめぐって、米中関係が悪化するこ

とが警戒され、4月の株式市場をけん引してきた半導体関連などの上値がやや重くなっており、5月

は古くからの相場格言である「セルインメイ」にも警戒したいところだ。それでも、米ギリアド・

サイエンシズ社のレムデシビルは米国の臨床検査で有効性が認められ、アビガンも日本国内で 5 月

中にも薬事承認される見通しであり、ワクチン開発も急ピッチで進められている。新型コロナに対

する対抗策の開発には明るい兆しが見られ、米中欧などでロックダウン解除後の経済再開が順調に

進めば、夏場に向けて株価は戻りを試す展開が期待される。ただ、コロナショックを切り抜けても、

米中関係の悪化は避けられず、半導体関連株の上値は重いものと思われ、5 月相場ではオムロンや

安川電機、ハーモニックドライブなど FA・ロボット関連の活躍を期待したい。工場の 3密回避や省

人化、サプライチェーンの再構築のため、アフターコロナの世界では、ロボットなどを導入し自動

化と効率化が一段と進むことが見込まれる。経済活動の再開を進めている中国では、インフラ需要

が高まり建機の需要が好調との報道があり、5月 22日から開催される中国全人代では、生産ライン

の自動化を奨励する景気刺激策の実施も期待される。(5月 7日現在、松本 直志) 
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本州化学(4115)  東証 2部            

 

出所：業績に関する数値は決算短信より 

 

スマートフォン(スマホ)のカメラレンズなどに使われる光学用特殊ビスフェノール、半導体フ

ォトレジスト用の添加剤や樹脂原料、コネクタなどに使われる LCP(液晶ポリマー)向けビフェノー

ル、飼料に使われるクレゾール誘導品などを製造、販売している。3Q 決算(10-12 月)は LCP 需要

の回復、クレゾール誘導品の市況上昇、光学用特殊ビスフノールの拡販等により業績は改善傾向

となり、18.4%増収、48.3%営業増益での着地であった。福山社長は 4月 21日付の化学工業日報の

インタビュー記事において、20 年 3 月期決算については、新型コロナウイルスの影響など読めな

い部分があるとしながらも、営業利益 30億円以上は確保できるものとみている、と答えていた。

通期営業利益 30 億円の達成を前提とすると、4Q についても、営業利益は 10 億円に近い高い水準

を維持したことになり、新年度の業績についても好業績の継続が期待される。 

LCPは、次世代通信規格の 5Gで使われる高周波帯において、伝送損失の低さが注目されており、

日系及び中国系メーカーの参入が相次いでいる。今後、5G 対応スマホの本格的な市場投入が計画

されており、LCP向けビフェノールの成長が期待される。光学用特殊ビスフェノールもスマホカメ

ラの複眼化による一台当たりの使用レンズ数の拡大局面の継続に加えて、解像度や屈折率向上要

求に伴い、当社ユーザーのポリカ系レンズの需要拡大が見込まれる。今後は、スマホ以外にも監

視カメラ、自動車用などの市場展開も強化する計画となっている。半導体フォトレジスト原料に

ついても、メモリ市場回復の恩恵を受けるものと思われる。 

 

株価(5/7) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 20,086 15.6% 20,798 3.5% 22,000 5.8% 売買単位 株

営業利益 3,207 56.7% 3,139 -2.1% 3,000 -4.4% PER(予想) 倍

経常利益 3,126 56.1% 3,047 -2.5% 2,900 -4.9% PBR(実績) 倍

純利益 1,723 74.6% 1,751 1.6% 1,700 -3.0% ROE(実績) %

EPS(円) 150.2 152.7 148.1 配当利回り(予想) %

配当金(円) 28.0 28.0 32.0 担当

100

化学

　18年3月期 　19年3月期 　20年3月期(予) 1,002

多功　毅
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株価 5月7日 1,002 円
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決算発表より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(5/7) 
 

コメント 

信越化学 
（4063） 

東証 1部 

11,950円 

前期決算は塩ビ・化成品が市況悪化の影響を受けた一方、半導体ウエハは長期契

約に支えられた高単価かつ高水準の出荷が継続、電子・機能材料における半導体

向けレジスト、マスクブランクスの拡販、シリコーンにおける製品構成の改善等

があったことに加えて、前年度の一過性費用の剥落もあり、3.2%減収、0.6%営業

増益。今期計画は期初時点では連年通り非開示。4-6月期についても、半導体ウ

エハの好調は継続する見込みとしている。(多功 毅) 

JSR 
（4185） 

東証 1部 

1,907円 

半導体材料はロジック向けを中心に堅調に推移し、またライフサイエン事業の成

長も継続しているものの、エラストマー、合成樹脂が自動車、タイヤ業界向けを

中心に 4Qに向けて一段と落ち込み、さらにディスプレー材料の減速もあり、前

期決算は前年比 4.7%減収、27.3%営業減益。今期の新型コロナの影響としては、

通期で 500億円の減収要因になると想定したうえで、10.4%減収、30.1%営業減益

を見込む。(多功 毅) 

ディスコ 
(6146) 

東証 1部 

24,440円 

19 年度 4Q 決算は出荷額ベースで前年同期比 20.1%増収、45.2%営業増益。4Q の

受注は前年同期比 44.0%増加。中国や台湾で、5Gのスマートフォンや基地局など

の本格立ち上げに伴い、精密加工装置や消耗品に対する需要が活発化。データセ

ンタやイメージセンサ、中国の半導体国産化に向けた投資の引き合いも増加。新

型コロナの影響で、今後の引き合い動向は不透明だが、データセンタや 5G 向け

半導体の需要拡大トレンドに大きな変化はないものと思われる。(松本 直志) 

オムロン 
(6645) 

東証 1部 

6,530円 

19年度決算は前年同期比 7.5%減収、18.6%営業減益。半導体やスマホ業界向け制

御機器がけん引し、会社計画を上回って着地。ソリューション提案による制御機

器の高付加価値化や新製品の拡販、コスト削減などが奏功し、売上総利益率は過

去最高を更新。新型コロナの影響で自動車などの生産が止まり、4月は前年同期

比 10%程度の減収、受注も弱く通期計画は未定。ただ、モバイル心電計や血圧計、

体温計、吸入器の他、製造現場の 3密回避のため小型ロボットなどにも需要が出

てきており、コロナショック後の反転攻勢が期待される。(松本 直志) 

アドバン 
テスト 
(6857) 

東証 1部 

5,140円 

19年度決算は前年同期比 2.3%減収、9.2%営業減益、受注は 4.6%増、受注残は 21.6%

増。半導体の高性能化や信頼性保証強化の需要が増加し、5G 用やデータセンタ

などハイエンド向け半導体でテスタの需要が旺盛に推移。メモリついても年度後

半に復調したことで、過去最高の受注高を 2年連続で更新した。新型コロナの影

響が不透明なため、今期の通期計画は非開示だが、20 年もハイエンドな半導体

を採用する 5G や、データセンタ向けのテスタ需要は底堅く推移することが見込

まれる。(松本 直志) 

京セラ 
（6971） 

東証 1部 

5,630円 

前期決算は前々期に計上した約 685億円の構造改革費用等の剥落及び、その効果

の発現により 1.5%減収も税前利益で 5.8%増益。新型コロナの影響としては、売

上高で 160億円、税前利益で 70億円の減少要因となったとしている。今期につ

いては新型コロナの影響は 2Qから徐々に緩和すると仮定し、主に自動車関連、

プリンター関連の需要減を想定。為替はドル 105円、ユーロ 115円を前提とし

6.2%減収、税前利益で 19.4%減益を計画。(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 

 


