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今週の予定 

 国内 海外 

10/19 

(月) 

9月貿易統計(8:50) 

SBI証券 日本銀行との当座預金取引を開始 

食育の日 

[中]9月鉱工業生産(11:00)  

[中]9月小売売上高(11:00)  

[米]上院再開 

20(火) 9月の主要コンビニ売上高 [米]9月住宅着工件数(21:30) 

21(水) 日本高純度化学(4973)2Q 決算 [米]テスラ 3Q決算 

22(木) 中外製薬(4519)3Q 決算 

ディスコ(6146)2Q 決算 

三谷産業(8285)2Q 決算 

[仏]ミシュラン 3Q決算 

[米]9月中古住宅販売件数(23:00) 

[米]大統領候補テレビ討論会 

23(金) 9月全国消費者物価指数(8:30) 

10月製造業 PMI(9:30)  

新潟県中越地震から 16年 

[欧]10月製造業 PMI(17:00) 

[露]政策金利(19:30)  

[米]アップル iPhone12発売開始 

24(土) 世界開発情報の日 国連創設 75周年 

25(日) 競馬 菊花賞 [欧]夏時間終了 

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 23,000～24,000円      TOPIX 1,600～1,670 

＊期待材料 菅内閣の政策 好業績企業への選別物色 5G化の進展 海外投資家の日本株回帰 

＊不安材料 欧米の新型コロナ拡大 米大統領選を巡る混乱 南カフカス情勢 英・EUの FTA交渉  

トランプ大統領は自身の新型コロナ感染からの回復をアピールするかのように大統領選の遊説

を再開したものの、日を追うごとにバイデン氏優勢との見方が強まってきている。当初は、トラン

プ氏勝利なら追加減税などの親ビジネス的な政策が取られることで株高、バイデン氏勝利なら法人

税率、キャピタルゲイン課税率、所得税の最高税率の引き上げが行われることで株安との見方が主

流であった。しかしながら、大統領選でバイデン氏が勝利し、上下院の改選でも民主党が過半数を

押さえる可能性が高まっているとの観測が強まるなかで、その際には新型コロナからの経済復興が

優先されることで当面は増税が見送られるうえ、新型コロナ対策の巨額の追加経済対策が速やかに

議会を通過するとの期待や、環境分野を中心とした財政出動の強化が経済成長を後押し、株価上昇

に寄与するとの見方が増えつつある。また、投票結果が僅差となった場合に想定される政権移行を

巡る混乱についても、バイデン氏勝利の確率が高まることで、懸念が後退している。もっとも、バ

イデン氏が勝利した際の経済、株価への見通しについて、市場がやや楽観に傾き過ぎている可能性

はある。10月 7日の副大統領候補 TV討論会において民主党のハリス候補は「政権初日にトランプ減税

を撤廃する」と述べている。今後の、選挙戦を通じてバイデン氏、ハリス氏から早期増税を強調するような

コメントが出ると市場に冷や水を浴びせる可能性がある。また、今週 22 日の大統領候補のテレビ討論会

の結果、トランプ氏が巻き返すようだと、選挙結果確定までの混乱への懸念が高まるものと思われ、注意

したい。一方で、日本株については、米国株に対する相対的な出遅れ感、米国大統領選結果の直接的な

影響の小ささ、欧米各国に比べてコントロールされている新型コロナの感染状況、菅首相によるデジタル

化及び構造改革期待、中国経済が回復感を強めるなかで世界の景気敏感株としての見直し余地な

どから、堅調な展開が想定される。(10月 15 日現在、多功 毅) 
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今週の参考銘柄  

安川電機(6506)  東証 1部            

＊決算期変更に伴い 19年 2月期の前年比は記載していない    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(10/16) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上収益 474,638 ― 410,957 -13.4% 366,846 -10.7% 売買単位 株

営業利益 53,098 ― 24,198 -54.4% 22,294 -7.9% PER(予想) 倍

税前利益 55,051 ― 24,642 -55.2% 22,509 -8.7% PBR(実績) 倍

当期利益 42,524 ― 15,572 -63.4% 15,510 -0.4% ROE(実績) %

EPS(円) 161.0 59.4                 - 配当利回り(予想) %

配当金(円) 52.0 52.0 24.0 担当 松本　直志

―
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電気機器

　　　19年2月期 　　　20年2月期 　　　21年2月期(予) 4,145

半導体や液晶製造装置、工作機械などで使われるACサーボモータ、ビル空調やクレーン、エレ

ベータなど産業機械・インフラのモータ制御に使われるインバータ、自動車、半導体、液晶パネ

ルの製造工程などで使われる産業用ロボットが主力製品。19年度のセグメント別売上構成比はAC

サーボモータ、インバータなどのモーションコントロール事業が43.3%、ロボット事業が37.0%。 

21年2月期上期決算は前年同期比11.8%減収、8.3%営業減益となったが、自動車工場などの稼働

再開に伴いロボットの売上計上が進み、売上、利益とも会社計画を上振れ達成。2Qは前年同期比

7.9%減収、7.9%営業増益となり、1Qの15.5%減収、21.6%営業減益から持ち直し増益転換。特にロ

ボットは1Qに前年同期比87.0%営業減益と落ち込んだが、2Qは自動車工場の稼働再開や中国の5G関

連需要、新型コロナを契機とした自動化ニーズの加速が貢献し15.5%営業増益に転換した。中国で

はEV向けバッテリーや太陽光、5Gなどニューインフラ関連の投資が活発に推移したことや公共イ

ンフラ投資の拡大、自動車需要の改善に伴うロボットの需要回復などが貢献し、上期の売上は前

年同期比6.5%増とプラス転換。半導体関連の投資も継続し米国や韓国、日本などでACサーボモー

タやウエハ搬送ロボットの需要が堅調に推移している。 

未定としていた通期計画は前年同期比10.7%減収、7.9%営業減益と公表。来年度に向けて緩やか

な回復を見込むが、新型コロナの感染再拡大や米中摩擦の再燃などにより、下期の営業利益は上

期の133億円に対して、90億円と慎重に計画。春節などで工場の稼働が低下することに伴う中国の

ACサーボモータ事業の減速やコスト削減の一巡により、収益力が悪化すると想定している。 

株価 10月15日 4,145 円
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(10/15) 

コメント 

ピックルス 
(2925) 

東証 1部 

2,993円 

21 年 2 月期上期決算は前年同期比 13.3%増収、28.6%営業増益。新型コロナで外

出が自粛され家庭内で食事をする機会が増えたことや、健康志向の高まりによ

り、発酵食品のキムチの需要が増えたことで、主力製品の「ご飯がススムキムチ」

の販売が伸び、売上、利益とも過去最高を更新。通期計画も上方修正。白菜など

原材料の野菜価格は上昇したが、労働時間削減や出張費の減少、アイテム集約な

どによる生産性アップ、商品企画の見直しなどでカバーした。(松本 直志) 

富士フィルム 
（4901） 

東証 1部 

5,332円 

ヘルスケアを主力事業として強く成長させていく構造改革中にあり、特にバイオ

CDMO（医薬品受託製造開発）事業は成長のけん引役と位置付けている。当事業は

18年から 20年の 3年間は年率 50%成長し、業界第 2位の売上規模に成長してい

る。需要は非常に旺盛で 24年には 20年の倍となる 2,000億円の売上計画の達成

確度が高いと説明。さらなる成長に向け、今年からバイオ CDMO業界初となる培

養から精製までの全工程連続生産システムの受託を開始した。（志田 憲太郎） 

西松屋 
チェーン 
（7545） 

東証 1部 

1,510円 

低価格戦略の強化によって顧客基盤が広がるなか、コロナ禍を受けて郊外型か

つ、セルフサービス中心で従業員が少なく、通路が広く天井が高いといった密接

度が低い業態の評価が高まり既存店売上高が好調に推移。さらに、相対的に好採

算な PB強化に加えて、注力してきた在庫コントロールの強化も奏功し、粗利益

率が向上。2Q累計決算は前年比 12.7%増収、189.5%営業増益。通期計画は、下期

の既存店売上高を 2.6%増とし、9.1%増収、345.3%営業増益を計画。(多功 毅) 

スギ HD 
（7649） 

東証 1部 

6,870円 

調剤がコロナの病院受診抑制の中でも堅調に推移。ドラッグ事業も、化粧品こそ

マスク着用の定着や外出自粛の影響で低迷しているが、感染予防商品、住宅洗剤、

食品が好調。ドラッグ事業における売価見直し、高付加価値商品の販売強化によ

る粗利益率向上、広告宣伝費を中心とした販売管理の抑制も効き、2Q累計決算

は計画を上回る前年同期比 14.8%増収、25.2%営業増益で着地。通期計画につい

ては 10.7%増収、0.8%営業増益の従来計画を据え置いている。(多功 毅) 

マニー 
（7730） 

東証 1部 

2,760円 

2020年 8月期の最終利益は前年同期比 45.4%減の 33億 2,900 万円となった。4

月にコロナの影響額を 30億円程度の減収の見通しを発表していたが、実際は 23

億 6,000万円の減収効果であったため、4月発表の最終利益 29億円の予想は上

回った。今期に関しては、医療機関の在庫調整もあり、新型コロナの影響からの

回復は一般的な企業より後ズレになる傾向のため、今期の新型コロナによる減益

効果を 16億 4,000万円と想定し、最終益を同 13.7%増の 38億円とした。11月

25日に新たな社長、副社長が就任する予定。（志田 憲太郎） 

イオンモール 
(8905) 

東証 1部 

1,680円 

21 年 2 月期上期決算は前年同期比 21.7%減収、59.7%営業減益となったが、国内

外のショッピングモールが回復基調にあり、売上、利益ともに会社計画を上振れ。

日本の 6－8 月期の専門店売上は前年同期比 16.8%減と回復が鈍いが、中国の専

門店売上は 7－9 月期に 5.3%減となり、9 月は 1.2%増とプラス転換。2 桁成長へ

回帰した店舗もあり、個人の消費意欲は回復している。海外旅行が出来なくなり、

レジャー施設として利用され、国慶節の販売も好調に推移した。(松本 直志) 
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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 

 


