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今週の予定 

 国内 海外 

6/1 

(月) 

RIZAPグループ(2928)本決算 

改正労働施策総合推進法が施行 

[中]5月財新製造業 PMI(10:45)  

[米]5月 ISM製造業景況指数(23:00) 

2(火) 5月マネタリーベース(8:50) 

プレミアグループ(7199)本決算 

[アルゼンチン]債務再編案への債権者の受

け入れ期限 

3(水) 三光 MF(2762)3Q決算(16:00) 

ティーライフ(3172)3Q決算 

内田洋行(8057)3Q決算 

[中]5月財新サービス業 PMI(10:45) 

[米]5月 ADP雇用統計(21:15) 

[米]5月 ISM非製造業景況指数(23:00) 

4(木) 積水ハウス(1928)1Q決算 

ピジョン(7956)1Q決算(15:00) 

アイン HD(9627)本決算 

[中]天安門事件から 31年 

[欧]ECB定例理事会 

[米]4月貿易収支(21:30) 

5(金) 鳥貴族(3193)3Q決算 

東芝(6502)本決算 

[印]中銀政策金利(15:15) 

[米]5月雇用統計(21:30) 

6(土) 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」開業 [スウェーデン]建国記念日 

7(日) 沖縄県議会選投開票 [中]5月貿易収支 

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 21,500～22,300 円      TOPIX 1,550～1,600 

＊期待材料 各国の政策協調 新型コロナ収束と経済の V字回復 5G化の進展 

＊不安材料 米中対立 信用リスク 新型コロナの拡大 内閣支持率低下 食糧問題 地政学的リスク 

株価の戻り局面が継続している。先進各国において経済活動制限措置の緩和が進むことで 4-6 月

期をボトムとした経済回復への期待が高まるなか、各国が実施する財政・金融政策への期待の後押

しも受けることでバブル的な株価上昇への期待も重なっているものと思われる。今後も、これら要

因を背景とした株高の継続を基本シナリオとして想定しつつも、新型コロナの先進国での再拡大、

新興国などにおける信用不安の拡大、米中対立の一層の激化、安倍内閣のレームダック化など、リ

スク要因への警戒は継続したい。この中で、今回は米中対立リスクについて取り上げる。現在の株

式市場においては、米中対立構造の長期化は前提としつつも、基本的には米中共にコントロールさ

れた対立を志向しているとの想定に立っているものと思われる。しかしながら、足元では米中対立

構造が市場の想定以上に激化するリスクが高まりつつある。中国はどのような代償を払っても守る

とする「核心的利益」として国家主権、国家の安全、領土保全、国家の統一、国家の政治制度と社

会の大局の安定、経済・社会の持続的発展への基本的な保証などをあげている。5 月に入り米国が

進めるファーウェイへの先端半導体の実質的な禁輸措置、台湾への魚雷売却決定、ウイグル人権法

の可決、香港国家安全法が制定された場合に見込まれる報復措置などは、核心的利益への同時多発

攻撃の様相だ。また、これまで習近平中国国家主席に対しては抑制的な発言をしてきたトランプ大

統領が、20日に新型コロナ問題に関して中国を非難するコメントの中で「全てはトップに根差して

いる」と、習氏個人を非難するような従来になかった発言をした点も注目される。このような環境

下でも中国側が自制的行動をとる場合には、米中対立構造はコントロールされるとの前提条件がさ

らに補強され、株高を支える要因になるだろう。一方で、中国が対抗措置に踏み切った場合には、

株式市場は大きく動揺するものと思われる。(5月 28日現在、多功 毅) 
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今週の参考銘柄  

ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324)  東証 JASDAQ            

 

＊21年 3月期予想は非開示  出所：業績に関する数値は決算短信、決算説明資料より 

株価(5/28) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 67,809 24.8% 37,487 -44.7% ― ― 売買単位 株

営業利益 16,903 34.2% 67 -99.6% ― ― PER(予想) 倍

経常利益 17,464 42.8% 499 -97.1% ― ― PBR(実績) 倍

当期純利益 11,601 43.9% -832 ― ― ― ROE(実績) %

EPS(円) 120.5 -8.7 ― 配当利回り(予想) %

配当金(円) 38.0 20.0 ― 担当 松本　直志

―

6.1

―

―

100

機械

　　　19年3月期 　　　20年3月期 　　　21年3月期(予) 6,200

小型、軽量、高精度の特徴を持つ波動歯車装置「ハーモニックドライブ®」が主力製品。日本で

初めて技術の実用化に成功し、創業以来50年以上にわたって、「ハーモニックドライブ®」の開発

に注力。高精度な位置決めが要求される産業用ロボットの関節部、半導製造装置、FPD製造装置、

工作機械、航空宇宙、モビリティなど幅広い製品でモーションコントロール用の減速機として使

われている。19年度単体の用途別売上高比率は産業用ロボットが44.9%、半導体製造装置が11.2%、

工作機械が6.4%、モータメーカー向けギアヘッドが5.7%、FPD製造装置が3.2%、その他が28.6%。 

19年度決算は前年同期比44.7%減収、99.6%営業減益。米中貿易摩擦の悪化などにより中国を中

心とした自動化、省力化投資の減速、前年が好調だった反動による在庫調整などが影響した。特

に、日本の主要ロボットメーカー向け売上が落ち込み、単体の産業用ロボット向け売上は前年同

期比66.2%減少。だが、秋口以降は半導体業界の投資意欲の高まりを背景に、半導体製造装置向け

の需要が回復したことや、産業用ロボットなどで在庫調整が進展したことで、単体の受注高は4四

半期連続で前四半期比増加。4Qの受注高は前年同期比95.0%増となり受注環境は改善している。 

新型コロナの影響を合理的に算定することが困難なことから、今期計画は未定とした。ただし、

日独米全ての製造拠点は正常通り稼働しており、サプライチェーンにも問題は出ていない。生産

現場における3密を避ける省力化・生産改革の流れを追い風に、主力のロボット向けの需要は中長

期的な拡大が見込まれる。また、半導体関連でも新型コロナの影響でテレワーク、オンライン学

習、EC、ゲームなどの需要増に伴うデータセンタの容量増強、本格化しつつある5G関連投資など

で需要増が見込まれ、コロナショック後の業績回復確度は高いものと思われる。 

株価 5月28日 6,200 円
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決算発表より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(5/28) 
 

コメント 

日ハム 
(2282) 

東証 1部 

4,035円 

19 年度決算は前年同期比 0.4%減収、事業利益は 14.3%増益。海外食肉事業の損

益改善や新型コロナに伴う内食需要でハム、ソーセージやハンバーグなどの販売

が増え増益着地。外食向けの落ち込みや海外食肉事業の悪化を見込み、今期は前

年同期比 2.4%減収、事業利益は 22.3%減の計画。しかし、内食需要の高まりに伴

う家庭用の販売増や、米国などからの食肉の供給減に伴う国内相場上昇が食肉事

業の損益改善に貢献するものと思われ、計画上振れが期待される。(松本 直志) 

日清オイリオ 
(2602) 

東証 1部 

3,440円 

19 年度決算は前年同期比 2.8%減収、1.4%営業増益。マレーシアのパーム加工品

事業において会計上の評価損を計上したことで、利益の伸びは小幅にとどまった

が、アマニ油やオリーブオイル、ごま油など高付加価値商品の国内販売が伸び、

油脂・油糧および加工食品事業は前年同期比 15.8%営業増益と好調。今期は新型

コロナによるマイナスの影響が年間を通して継続すると想定し、前年同期比 4.0%

減収、20.8%営業減益計画だが、かけるオイルなど高付加価値商品の販売増が貢

献し、計画上振れが期待される。(松本 直志) 

ブリヂストン 
（5108） 

東証 1部 

3,640円 

自動車の生産調整や販売の落ち込みを受けて新車用タイヤが減速。交換用タイヤ

も乗用車、商用車、鉱山機械などの稼働率低下を受けて減速。原材料価格下落に

よる増益要因はあるものの、数量減少要因が大きく、1Q決算は 11.3%減収、39.3%

営業減益。先行き不透明感の高まりを受けて、通期業績予想を撤回し、未定へと

修正。なお、2Qの交換用タイヤ需要は 1Qよりさらに落ち込む見通しとしている。

一方、配当については 160円配予想を据え置き。(多功 毅) 

ミネベア 
ミツミ 
（6479） 

東証 1部 

1,926円 

前期決算は新規連結効果があったものの、新型コロナの影響 94億円を中心に特

殊費用 146億円が発生したこと、さらにタイバーツ安の影響も大きく発現し、前

年比 10.6%増収、18.6%営業減益。今期は新型コロナの影響が不透明であるとし

て上限、下限予想を発表。前期の一過性費用の剥落、新規連結効果、ゲーム機関

連の需要を想定する上限予想においては、2.2%増収、2.3%営業増益を計画し、各

事業部の計画の積み上げを重視して作成した下限予想では 8.0%減収、14.7%営業

減益を計画。(多功 毅) 

堀場製作所 
(6856) 

東証 1部 

5,880円 

20年 12月期 1Q決算は前年同期比 0.7%減収、12.2%営業減益。新型コロナの影響

で企業活動が停滞し、エンジン排ガス測定装置や水質計測・煙道排ガス分析装置

の販売減、研究開発投資の抑制などが影響した。半導体メーカーの投資が一部回

復し、半導体システム機器部門は前年同期比 19.9%増収、17.8%営業増益。在宅

勤務やデジタルビジネスの急激な拡大に伴い、半導体の需要は旺盛で、2Q 以降

も半導体関連の受注、販売は堅調に推移する見込み。(松本 直志) 

エフピコ 
（7947） 

東証 1部 

7,790円 

前期決算はエコ製品、電子レンジ対応製品などの差別化製品を中心とした拡販効

果、原材料価格下落や値上げ効果も寄与し前年同期比 2.9%増収、11.2%営業増益。

今期も差別化製品を中心とした拡販の継続、足元の原油価格下落を受けた 2Q以

降の原材料価格の下落を見込み 2.0%増収、7.7%営業増益を計画。新型コロナの

発生を受けて、行楽関連向けは落ち込むが、テイクアウトやデリバリーの拡大、

パック詰め販売への移行が進み、需要が拡大している。(多功 毅) 
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いつもあなたのそばで 頼れる金融機関です 

■ ■ ■ 山和
やまわ

証券店舗網 ■ ■ ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


