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今週の予定 

 国内 海外 

5/25 

(月) 

清水建設(1803)本決算(13:00) 

エイチ・ツー・オーリテ(8242)本決算 

[独]5月 IFO企業景況感指数(17:00)  

[米]休場(メモリアルデー) 

26(火) 出光興産(5019)本決算 

スズキ(7269)本決算(15:00) 

[米]5月消費者信頼感指数(23:00) 

[米]4月新築住宅販売件数(23:00) 

27(水) リクルート HD(6098)本決算(15:00) 

日産自、三菱自、ルノー3 社連合に関

する経営戦略説明 

[欧]欧州共通債務に関する EU案を公表 

[メキシコ]4月失業率(20:00) 

[米]地区連銀景況報告 

28(木) 日産自動車(7201)本決算と中期経営計

画発表予定 

[米]1－3月期 GDP改定値(21:30) 

[米]4月耐久財受注(21:30) 

29(金) MSCI指数の銘柄入れ替え実施 

4月失業率(8:30) 

4月鉱工業生産(8:50) 

[欧]5月ユーロ圏 CPI(18:00) 

[ウズベキスタン]CIS首脳会議 

国連平和維持要員の国際デー 

30(土) 海洋環境保全推進月間(～6/30) [トリニダード]インド人到達の日 

31(日) 競馬 日本ダービー [中]5月製造業・非製造業 PMI(10:00) 

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 20,000～21,000円      TOPIX 1,450～1,550 

＊期待材料 IoT、AI、RPA 活用による生産性改善 5G時代の到来 新型コロナ対策の進展  

＊不安材料 新型コロナの感染拡大 地政学的リスク スタグフレーション 信用不安の高まり  

新型コロナワクチン開発の進展や経済再開への期待感から、先週の株式相場は日米ともに戻りを

試す展開になった。特に米国ハイテク株の上昇が目立ち、アマゾン、NVIDIA は最高値を更新し、

アップル、マイクロソフト、AMDなども最高値に迫りつつある。世界の覇権をめぐる米中対立が再

燃しているが、ファーウェイへの規制強化と台湾のファウンドリ大手 TSMC の工場誘致に成功した

事により、米中ハイテク戦争は米国側の完勝となる可能性が高い。ファーウェイは TSMC から EUV

露光装置を活用した回路線幅 7nmの最先端の半導体を輸入して、スマートフォン(スマホ)を生産し

ている。この最先端半導体を使えなくなると、ファーウェイは中国のファウンドリから半導体を調

達しなければならないが、中国最大手の SMIC でも現時点で 14nm プロセスが最先端であり、TSMC

との差は大きい。また、EUV 露光装置はオランダの ASML しか作ることはできず、トランプ政権に

配慮するオランダ政府の要請で、ASML は EUV露光装置を SMIC に納入出来ていない。EUV露光装置

がなければ、SMICが TSMC との技術力の差を埋めることは難しく、差は開くばかりとなろう。消費

者が何世代も前の半導体を搭載しているスマホを、わざわざ買うかには疑問があり、ファーウェイ

は稼ぎ頭の一つであるスマホの販売が落ち込みによる業績は悪化が顕在化すると、研究開発のため

の資金も減り、米国のハイテク覇権を脅かすような存在感は消失するものと思われる。米国が工場

の誘致に成功した TSMCは 24年には 2nmの半導体の生産を開始すると見られており、このプロセス

で作られた半導体が米国のアップルや AMD、NVIDIAなどに供給されることが見込まれる。米国企業

はスマホやデータセンタ、AI などのハイテク分野で揺るぎない競争力を獲得するものと見られ、

20 年代半ばには、再び、米国 1 強時代が到来する展開も想定される。今後も、米国ハイテク株に

世界中から資金が集まる展開が続くものと思われる。(5月 21日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄 

TOYO TIRE(5105)  東証 1部 

 

出所：業績に関する数値は決算短信より 

 

1Q決算は原材料価格低下による収益押上げ効果があったものの、新型コロナに伴う需要減少や

中国、マレーシアでのロックダウンによる工場稼働停止の影響を受けて、前年比8.9%減収、31.8%

営業減益での着地。足元でも完成車メーカーの生産調整が継続していること、移動制限を受けた

交換用タイヤの需要減少が見込まれること、世界的に新型コロナ問題の収束時期への見通しが立

たないことなどを踏まえて、通期業績予想を未定に変更。なお、最悪のシナリオとして12月まで

売上高が50%落ち込むと想定したうえで、資金計画を策定したとしている。業績見通しは未定とし

たが、配当については従来公表の45円配当を据え置いている。配当方針としては単年度の業績も

考慮するが、配当の安定性、支払い能力、投資計画等を総合的に勘案して決めるとし、今回は上

記の保守的なリスクを想定し策定した資金計画を見込んだうえで、配当を支払う余力があると判

断し、配当計画を据え置いたと説明している。足元では北米の交換用タイヤ市場の落ち込みは緩

和傾向にある。特に当社が強みを持つ22インチ以上の大口径の交換用タイヤについては、市場の

大口径シフトに加えて、高いブランド力及び昨年末の能力増強効果も寄与し、当社は昨年を上回

る出荷が継続している。1Qの業績は落ち込んでいるものの、収益性の高い大口径タイヤが貢献す

ることで営業利益率は8.4%と同業他社に比べて高い水準をキープしている点は高く評価されよ

う。今後は原材料価格低下の効果が一段と発現することが見込まれ、市場環境が厳しい中でも相

対的に高い水準の利益を確保する可能性が高いものと思われる。 

 

株価(5/21) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 393,220 -2.9% 377,457 -4.0% － － 売買単位 株

営業利益 42,390 -6.4% 38,447 -9.3% － － PER(予想) 倍

経常利益 38,379 -4.5% 36,645 -4.5% － － PBR(実績) 倍

当期純利益 10,553 -31.8% 24,482 132.0% － － ROE(実績) %

EPS(円) 83.1 161.4 － 配当利回り(予想) %

配当金(円) 45.0 45.0 45.0 担当

100

ゴム製品

　　18年12月期 　　　19年12月期 　　　20年12月期(予) 1,474

多功　毅

－
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株価 5月21日 1,474 円
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決算発表より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(5/21) 

コメント 

帝人 
（3401） 

東証 1部 

1,689円 

前期決算はアラミド繊維、国内ヘルスケア、IT事業が好調な一方、償却費の増

加、医薬品の競争激化、ポリカ樹脂市況の悪化などの影響で前期比 3.9%減収、

6.3%営業減益。今期は償却費の増加、薬価改定の影響をアラミド繊維、複合成形

材料、国内ヘルスケアの拡販でカバーする事を想定していたが、新型コロナの拡

大に伴い自動車、航空機向けに 1Qで大きく落ち込み、年後半にかけて徐々に正

常化、4Qで収束との前提に立ち 12.2%減収、28.8%営業減益を計画。(多功 毅) 

GMO ペイメント
ゲートウェイ 

(3769) 

東証 1部 

11,780円 

上期決算は前年同期比 14.8%増収、10.5%営業増益。売上、利益ともに会社計画

比上振れ。新型コロナに伴う巣篭り消費の影響で、動画配信、電子書籍などデジ

タルコンテンツやアパレル、食品・飲料、公共料金などで決済処理件数が拡大。

対面中心だった小規模事業者の EC 参入も急増し、デリバリー、テイクアウト、

日用品販売、グッズ販売など稼働店舗数も増加。キャッシュレス決済や後払いな

ど金融サービスも順調に推移。オンライン診療や教育などの新領域の開拓も進む

と見られ、決済代行事業の成長スピード加速が期待される。(松本 直志) 

ハーモニッ
ク・ドライブ・
システムズ 

(6324) 

東証 JASDAQ 

5,840円 

19 年度決算は前年同期比 44.7%減収、99.6%営業減益。協働型ロボット向け売上

は増えたものの、中国など世界的に設備投資が見送られたことや先行発注の反動

などにより、産業用ロボット向けの需要が減少し大幅減益。年後半には一部顧客

の在庫解消が進んだことや半導体関連の需要が回復したことで、4Q の受注は前

年同期比 95.0%増となり受注環境は改善。新型コロナを契機としてロボットの需

要は一段と拡大するものと思われ、今期の業績回復が期待される。(松本 直志) 

日野自動車 
（7205） 

東証 1部 

667円 

前期決算は回復の遅れる海外、増税前駆け込みの反動で落ち込んだ国内での販売

減少及び為替変動の影響、さらに新型コロナ問題が深刻化後に特にバスで顕著に

見られた需要減退により前年同期比 8.4%減収、36.7%営業減益での着地。今期業

績予想は非開示としたが、グローバル販売台数は 16.8%減を見込み、収益目線と

しては売上高で 17.4%減収となる 1.5兆円、営業利益で 81.8%減益となる 100億

円としている。(多功 毅) 

CYBERDYNE 
(7779) 

東証マザーズ 

513円 

マレーシアやインドネシア、タイで脳卒中や脊髄損傷、神経筋疾患への医療機器

承認が進み、医療用 HAL のレンタル売上が拡大し、19 年度の売上は前年同期比

4.8%増の 17.9 億円へ増加。医療用 HAL の新規商談、出荷の遅延、リハビリなど

のサービス事業が休止しているものの、新型コロナを契機として人との接触を減

らす搬送ロボや清掃ロボ、バイタルセンサによる遠隔医療や HAL腰タイプによる

介護自立支援などの需要増が期待される。(松本 直志) 

伊藤忠商事 
（8001） 

東証 1部 

2,239.0円 

前期は 4Qにかけて新型コロナによる業績圧迫要因が繊維を中心に発現したもの

の、年間純利益は前年並みの 5,013億円を確保。今期の新型コロナによる影響は、

1Qに大きく発現し、2Qは緩やかな回復、下期はもう一段の回復を見込むも、V

字回復はないとの前提で、年間純利益に対して 10%程度の減益を織り込んだとし、

加えて損失バッファーとして 500億円を予算上織り込み、純利益 4,000億円を計

画。今年度は 3円増配を計画。(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 

 


