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今週の予定 

 国内 海外 

6/15 

(月) 

日銀金融政策決定会合(～16日) 

伊藤園(2593)本決算 

パーク 24(4666)2Q 決算 

[中]5月鉱工業生産(11:00)  

[中]5月小売売上高(11:00) 

[独]仏、スイス、オーストリアとの国境封鎖の期限 

16(火) 桜田経済同友会代表幹事会見 

黒田日銀総裁会見 

[欧]6月 ZEW景気期待指数(18:00) 

[米]5月小売売上高(21:30) 

17(水) 通常国会会期末 

5月貿易統計(8:50) 

5月の訪日外国人数 

[欧]5月の新車販売 

[米]5月住宅着工件数(21:30) 

[ブラジル]政策金利 

18(木) 東京都知事選告示 

大阪府北部地震から 2年 

[中]全人代常務委員会(～20日) 

[欧]EU首脳会議(～19日) 

19(金) 5月消費者物価指数(8:30) 

東京都が休業要請を全面解除 

[仏]ルノー株主総会 

[露]政策金利(19:30) 

20(土) 国際日系デー [伊]セリエ A再開 

21(日) 日本全国で部分日食 世界 ALS/MND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 21,500～23,000 円      TOPIX 1,520～1,620 

＊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 

日本経済新聞社(日経)が開示している日経平均の予想 PERについては、今期業績予想を非開示と

した企業に対する日経による独自業績予想の作成が遅れ、それら企業の予想利益をゼロとして集

計、発表される事態が生じている。そのため、日経予想前提の PER及び EPSが異常値となっている。

そこで、日経は予想を作成できた企業のみを対象にした PERを暫定的に算出しているが、同数値は

6月 9日時点で 17.99倍であり、これを基に計算される EPSは 1,283円となっている。なお、QUICK

コンセンサス予想を集計して計算すると、6月 9日時点の日経平均の予想 EPS は今期で 1,270円、

来期で 1,700円となっている。アベノミクスが始動してから新型コロナの感染拡大が問題となる以

前の 19 年末まで予想 PER は、日経の今期予想 EPS に対して概ね 12倍から 16.5 倍程度での推移で

あり、同期間の平均で 14.46 倍であった。日経の暫定予想 EPS1,283 円を前提とすると、PER12 倍

で 15,396 円、14.46倍で 18,552 円、16.5 倍で 21,170 円となる。また、来期のコンセンサス予想

EPS1,700円を前提とすると、12倍で 20,400円、14.46倍で 24,582円、16.5倍で 28,050円となる。

最近の株価上昇を見ると、来期業績の V字回復シナリオを想定した動きと思われる。さらに、各国

で進む経済活動の制限措置の緩和、徐々に顕在化しつつある経済指標の底打ち、反転の兆候、各国

の財政・金融支援策の拡充への期待から、もう一段の株価上昇を想定する見方も出てきた。一方で、

リスク要因として、先進各国での新型コロナの感染再拡大、有望視されるワクチン開発期間の長期

化、さらに米中対立の一層の激化、資源価格や輸出に依存する新興国のデフォルトなどがあり、こ

れらが現実化するケースにおいては、来期の業績 V字回復シナリオが立ち消え、株価は大きな調整

局面となることが想定される。(6月 12日現在、多功 毅) 
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今週の参考銘柄  

東京エレクトロン(8035)  東証 1部            

＊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(6/11) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 1,278,240 13.0% 1,127,286 -11.8% ― ― 売買単位 株

営業利益 310,571 10.5% 237,292 -23.6% ― ― PER(予想) 倍

経常利益 321,662 14.6% 244,979 -23.8% ― ― PBR(実績) 倍

当期純利益 248,228 21.5% 185,206 -25.4% ― ― ROE(実績) %

EPS(円) 1,513.6 1,170.6 ― 配当利回り(予想) %

配当金(円) 758.0 588.0 ― 担当 松本　直志
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電気機器

　　　19年3月期 　　　20年3月期 　　　21年3月期(予) 23,510

半導体ウエハ上に薄膜を形成する成膜装置や薄膜を削るエッチング装置、露光の前後に感光材

を塗布/除去するコータ/デベロッパ、ウエハを洗浄する洗浄装置、ウエハの電気特性を検査する

際に使われるプローバなど様々な装置を展開。19年の半導体製造装置企業の世界売上ランキング

で3位。19年度の新規装置の売上構成比はロジック&その他(MPU、APなど)が34%、ロジックファウ

ンドリが26%、NANDなど不揮発性メモリが20%、DRAMが20%。装置別売上高比はエッチング装置37%、

コータ/デベロッパ26%、成膜装置20%、洗浄装置10%、ウェーハプローバ6%、その他1%。 

19年度決算は前年同期比11.8%減収、23.6%営業減益。生産能力増強の動きが一服し、主力のエ

ッチング装置などメモリ向け新規装置の売上が、前年同期比50.2%減と大きく落ち込んだことが影

響した。一方、データセンタや5G対応スマートフォン(スマホ)向け高性能プロセッサの需要が下

期から盛り上がり、ロジックファウンドリ向け新規装置は前年同期比127.0%増収、ロジック&その

他向けは38.2%増収と大きく売上が拡大。下期の全社業績は前年同期比5.4%増収、0.2%営業減益ま

で改善した。稼働台数の増加と高稼働率に伴い、パーツや中古装置、改造などサービス・保守売

上は、前年同期比5.8%増の3,048億円へ拡大している。今期は新型コロナに伴うマクロ経済環境が

不透明なため、計画は非開示。IoTやAI、5Gの活用拡大に加えてテレワーク、オンライン授業、EC、

ゲーム、動画、遠隔診療などの利用が進むことでデータセンタ、5Gスマホ向け半導体の需要は引

き続き旺盛。ロジック/ファウンドリの設備投資はEUVによる微細化進展に伴い高水準での推移が

続き、在庫調整進展によりメモリメーカーの設備投資にも回復の動きが出始めており、半導体製

造装置の需要は今期も底堅く推移するものと思われる。 

株価 6月11日 23,510 円
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決算発表より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(6/11) 
 

コメント 

ヤクルト 
(2267) 

東証 1部 

6,960円 

19 年度決算は前年同期比 0.2%減収、0.4%営業減益。インドネシアやベトナム、

インドなどアジアでヤクルトの販売が増加し、国内の「ヤクルト 1000」の販売

も好調だったが、薬価改定や円高、経費増で小幅減益。今期は前年同期比 1.2%

増収、2.9%営業増益計画。新型コロナの影響で健康意識が高まり、日本や中国で

ヤクルトの販売が好調に推移している。「ヤクルト 1000」、「ヤクルト 400W」の販

売本数増や、アジアでの販売拡大も寄与する見込み。(松本 直志) 

明治 HD 
(2269) 

東証 1部 

8,300円 

19 年度決算は前年同期比 0.1%減収、4.4%営業増益。新型コロナに伴う健康意識

の高まりにより、「R-1」などヨーグルトの販売が伸びたことや価格改定、コスト

削減、医薬品で新規連結企業が増加したことなどが寄与し増益を確保。今期は前

年同期比売上が横ばい、営業利益は 7.1%増の計画。ヨーグルトやチョコレート

の販売拡大、新型コロナの感染第 2波が警戒される秋冬に向けて、接種需要の高

まりが見込まれるインフルエンザワクチンの販売増を見込む。ワクチン開発のノ

ウハウ、生産設備を生かして、新型コロナのワクチン開発を開始。(松本 直志) 

TDK 
（6762） 

東証 1部 

10,830円 

前期は 4Qに自動車や産業機械向け需要の低迷を受けてマグネット及びアルミコ

ンデンサを中心に減損損失を 183億円計上。また、新型コロナによる工場稼働停

止や出荷停止等で売上高で約 280億円、営業利益で約 120億円の影響を試算して

いる。二次電池は引き続き好調に推移したものの、これら一過性の利益圧迫要因

や自動車向け受動部品の落ち込みを受けて、前年同期比 1.4%減収、9.2%営業減

益。今期については新型コロナの影響で自動車、スマホなど最終製品の需要が落

ち込むことを想定し、5.4%減収、28.5%営業減益を計画。(多功 毅) 

トヨタ 
（7203） 

東証 1部 

6,905円 

4Qに新型コロナによる影響が販売台数で 12.7万台、売上高で 3,800億円、営業

利益で 1,600 億円発生。前期はさらに円高による影響が 3,050 億円の減益要因と

なったが、各国で販売が堅調に推移したこと、原価改善効果、日本事業の減価償

却方法の変更による影響などがあり、売上高は前年比 2,957 億円減収の 29兆

9,299億円、営業利益は 246億円減益の 2兆 4,428億円での着地。今期から IFRS

決算に移行。売上高 24兆円、営業利益 5,000億円を計画。(多功 毅) 

ニコン 
(7731) 

東証 1部 

978円 

19 年度決算は前年同期比 16.6%減収、91.8%営業減益。カメラの市場縮小や新型

コロナに伴うサプライチェーンの混乱による新型カメラ・レンズの発売延期、中

高級機販売店の休業、FPD露光装置の投資一巡などが影響し大幅減益になった。

カメラ事業は今期も低調な推移が見込まれるが、半導体向け露光装置は、顧客の

要請により前倒しで販売が進展。5G/IoT がけん引し、半導体露光装置の需要は

底堅く、主要顧客の最先端投資開始が次の収益機会になる見込み。(松本 直志) 

三菱商事 
（8058） 

東証 1部 

2,400.5円 

前期決算は資源市況下落の影響、世界経済の減速や新型コロナの影響、さらに三

菱自動車に関する減損損失の計上があったものの、チリ銅鉱山にかかる繰延税金

負債の取り崩し益 767億円の計上があり、公表計画に対して上振れとなる純利益

5,354億円での着地。今期業績については新型コロナによる業績への影響が不透

明とのことで予想を非開示としたが、年間配当については 2 円増配となる 134円

配計画を発表。(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 
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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 

 


