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今週の予定 

 国内 海外 

6/8 

(月) 

1－3月期 GDP改定値(8:50) 

5月景気ウォッチャー調査 

[印]新型コロナ対応の経済活動制限措置の段階的緩和

を開始 

9(火) 4月毎月勤労統計(8:30) 

5月工作機械受注(15:00) 

[米]FOMC(～10日) 

OPEC総会(変更の可能性有り) 

10(水) 4月機械受注(8:50) 

RIZAPグループ(2928)本決算 

時の記念日 

[中]5月消費者物価指数(10:30) 

[米]5月消費者物価指数(21:30) 

OPECプラス会合(変更の可能性有り) 

11(木) トヨタ自動車(7203)株主総会 [欧]ユーロ圏財務相会合 

12(金) メジャーSQ [アルゼンチン]再延長された債務交渉期限 

13(土) はやぶさの日 [韓]初の南北首脳会談から 20年 

14(日) 京都府福知山市長選投開票 世界献血者デー 

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 22,200～23,200円      TOPIX 1,560～1,660 

＊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  

米中対立の再燃や米国での暴動激化などの悪材料が散見されるものの、経済活動再開への期待感

や先進国における新型コロナの流行収束の動きを受けて、先週の株式市場は日米ともに堅調な推移

になった。先週、発表された米国の 5月 ISM製造業景況指数は 43.1となり、4月の 41.5から小幅

ながら改善。中国でもサプライチェーンの回復により生産が増加し、5月財新製造業 PMIは 4月の

49.4から 50.7へ改善しており、経済活動の再開に伴い景況感に底打ちの兆しが見られる。また、

米国 S&P500の 20年予想 EPSも下方修正トレンドが終わり、5月下旬に 125付近で下げ止まり感が

出てきた。リーマンショック時の予想 EPS と株価の動きを参考にすると、当時は 5 月末頃に予想

EPSの下方修正が止まり、業績改善基調となった。株価は 3月前半に底を打ち、企業業績の改善も

受けて上昇トレンドに入る展開となった。今回も 5 月に予想 EPS の下方修正が止まり、株価は 3

月に底を打っており、ここまでは、リーマンショック時と同様の展開となっている。20 年の予想

EPS に基づく PER は 24.9 倍と 2000 年の IT バブル以来の水準となり割安感はないが、新型コロナ

の治療法やワクチン開発が進むと期待すると、20 年よりも 21 年の予想 EPS161.5 を参考にすべき

で、これに基づく PERは 19.3倍となっている。過去 5年の予想 PERの最高値は 20倍だったことか

ら、S&P500 は 3,230 程度まで上昇していく展開も想定される。日本株も米国株の上昇に追随する

展開が見込まれるが、なかでも半導体関連に再度、注目したい。先々週の当欄で指摘したように、

米中ハイテク戦争は米国の勝利が濃厚であり、中国は米国に表立って対抗するよりも、自国の半導

体産業を強化する方針に転換してくるものと思われる。実際、SCREEN HDの 19年度 4Qの半導体製

造装置の受注高は、中国ファウンドリの投資が旺盛で計画を超過達成した。また、中国政府系ファ

ンドが中国最大のファウンドリである SMIC へ約 2,400 億円の出資を行い、生産能力を増強すると

も報じられている。中国の半導体企業は、国策により大規模な設備投資を行う可能性があり、東京

エレクなど半導体関連メーカーの追い風になることが見込まれる。(6月 4日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄 

ダイキン工業(6367)  東証 1部 

出所：業績に関する数値は決算短信より 

前期決算は米中間の関税引き上げに伴う影響、3Qでの日本、米国における暖冬による需要減少、

半導体市場不振に伴う化学事業の落ち込み、さらに4Qに発生した新型コロナにより中国において

生産、販売が減速したこともあり前年同期比2.8%増収、3.9%営業減益での着地。なお、4Qにおけ

る新型コロナによる影響額は売上高で450億円、営業利益で220億円とし、同影響がなければ10期

連続の増収増益、7期連続の最高業績の更新であったとしている。今期については、新型コロナの

影響が2Qまで継続するとの前提に立ったうえで営業利益に1,830億円の悪化要因になるとした事

に加え、円高の影響や固定費の増加を見込むことで、8.6%減収、43.5%営業減益を計画。足元の状

況としては、慎重にみた計画よりは強い販売状況にあるとしている。 

新型コロナの影響もあり事業環境には向かい風が吹いているが、中長期的な成長シナリオは不

変と思われる。トップシェアを持つ東南アジア、インドは日本以上に高気温である一方、エアコ

ンの普及率は低く、今後の市場拡大が期待される。温暖化に伴い比較的寒冷な欧州地域における

空調需要の拡大トレンドも継続しよう。また、米国事業の成長にも期待したい。米国における売

上高はM&Aを進めてきた効果もあって地域別で最大であるが、利益率は他地域に大きく劣る状況が

続いてきた。子会社の生産拠点の集約、シナジー効果の発現により今後、収益性の改善が大きく

進むものと思われる。また、新型コロナ問題の発生以降に世界的に空気の質への関心が高まる状

況も、空気清浄機事業を有する当社にとってビジネスチャンスとなることが期待される。 

 

株価(6/4) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 2,481,109 8.3% 2,550,305 2.8% 2,330,000 -8.6% 売買単位 株

営業利益 276,254 8.9% 265,513 -3.9% 150,000 -43.5% PER(予想) 倍

経常利益 277,074 8.6% 269,025 -2.9% 150,000 -44.2% PBR(実績) 倍

当期純利益 189,048 0.0% 170,731 -9.7% 100,000 -41.4% ROE(実績) %

EPS(円) 646.4 583.6 341.8 配当利回り(予想) %

配当金(円) 160.0 160.0 － 担当 多功　毅
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決算発表より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(6/4) 
 

コメント 

ハウス食品グ
ループ本社 

(2810) 

東証 1部 

3,725円 

19 年度決算は前年同期比 1.0%減収、8.2%営業増益。ルウカレーやレトルト、タ

イのビタミン飲料、壱番屋の値上げ効果が貢献し、営業利益は過去最高を更新。

今期は前年同期比 1.3%減収、18.4%営業減益計画。業務用製品や壱番屋、飲み会

需要の減少による「ウコンの力」の不振が響く。家庭内食需要で国内、中国とも

にルウカレーの需要は堅調。米国事業も健康ブームで豆腐の需要が強く、生産能

力増強を行った設備の稼働を 20 年 1 月から開始し、徐々に稼働率を高めていく

方針。(松本 直志) 

昭和電工 
（4004） 

東証 1部 

2,589円 

1Q決算は HDがデータセンター向けに好調に推移したものの、黒鉛電極の減産に

伴い大幅に収益を悪化させた無機事業、市況下落の影響が大きい石化事業の落ち

込みが厳しく、売上高は 630億円減収の 1,717億円、営業利益は 429億円減益の

25億円での着地。新型コロナ及び原油価格急落の世界経済に与える影響が想定

以上であるとし、通期業績予想を取り下げて非開示とすると共に、配当について

も未定に修正。(多功 毅) 

三菱ケミカル
HD 

（4188） 

東証 1部 

657.8円 

前期決算は売上高が 2,598億円減収となる 3兆 5,805億円、コア営業利益は 1,193

億円減益の 1,948億円での着地。新規連結効果も寄与した産業ガスは堅調に推移

しているが、他の事業が軒並み大きく収益を悪化させている。今期については、

新型コロナの影響をコア営業利益段階で約 800億円と見込み、通期コア営業利益

を 1,400億円(上期 250億円、下期 1,150億円)と下期の V字回復を想定している。

なお、1Qについては受払差の影響も大きく、赤字を想定としている。(多功 毅) 

ファンケル 
(4921) 

東証 1部 

3,200円 

19年度決算は前年同期比 3.5%増収、14.0%営業増益。新型コロナの影響でインバ

ウンドなどの売上減があったものの、化粧品の 8割が生活必需品のスキンケア商

品であることや通販を強化してきたこと、中国向け越境 EC など海外売上が拡大

したことにより底堅く推移。今期は前年同期比 0.1%増収、2.6%営業増益計画。

下期から新型コロナの影響が徐々に回復し、4Qには前年並みとなることを想定。

4月の通販売上は前年比 2割増となり、過去最高を更新。スキンケア中心に店舗

から通販へ顧客が移っており、新規顧客も増加している。(松本 直志) 

富士電機 
(6504) 

東証 1部 

2,971円 

19年度決算は前年同期比 1.6%減収、29.1%営業減益。米中貿易摩擦や新型コロナ

の発生で、低圧インバータ、FA コンポーネント、産業向けパワー半導体、自販

機などの売上が減少した。生産能力を増強している自動車向けパワー半導体は、

電動車向けに販売が増加しており、4Qの受注は前年同期比 24%増加。今期計画は

未定だが、中国や自動化関連の需要が回復傾向にあり、自動車向けパワー半導体

は今期も増収見込みで、増産投資を継続する方針。(松本 直志) 

SUBARU 
（7270） 

東証 1部 

2,521.0円 

前期決算は国内でインプレッサの販売台数が落ち込んだものの、北米での拡販効

果及び台当たりインセンティブの減少、前々期に発生した品質関連費用の剥落が

あり、前年同期比 6.0%増収、15.7%営業増益。今期については、新型コロナの影

響で国内及び北米での工場稼働を一時的に停止させたこと、稼働後も生産調整を

継続させていること、また、北米の販売店の多くで営業上の制約がかかっている

こと、さらに今後の各国の経済再開の行方も不透明であることを踏まえて、業績

予想は非開示としている。(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
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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 

 


