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今週の株式相場見通し
＊日経平均 28,000～30,000 円
TOPIX 1,850～1,980
＊期待材料 企業業績の上振れ 金融緩和の長期化 緊急事態宣言により感染拡大の鎮静化
＊不安材料 新型コロナ感染拡大の深刻化 内需の低迷 米中対立激化 米長期金利急騰
3 万円に近づくと跳ね返される展開が続いていた日経平均だが、先週の火曜、水曜日に大きく調
整した。投資部門別売買動向を見ると信託銀行からの売りが 4 月に入っても続いており、一日の売
買代金が 2 兆円近辺に低下していた市場には売り圧力となっていた。加えて、先週は大阪や東京の
緊急事態宣言の要請報道などで新型コロナ感染拡大の深刻化が懸念されたほか、米中の対立激化な
どの影響から企業業績への不安が広がり大きな調整となった。日本は欧米の先進国に比べて、感染
者数が少ないこと、中国からの売上が大きいことなどが強みであったため、感染拡大や米中対立激
化の影響は大きく、世界市場に比べて比較的大きな下落となった。米国や欧州ではワクチンの接種
が進み、感染者数も低下していることから経済活動再開の動きとなっているが、インドで新規感染
者数や死者数が過去最高を更新、中南米でも感染拡大が深刻化するなど、新興国を中心に世界の感
染者数は過去最多水準となっている。これを受け市況関連である鉄鋼や非鉄金属などが調整となっ
たほか、旅行関連や外食、陸運など経済正常化期待で上昇していた内需企業の下落が目立った。一
方で、世界的な半導体需給のひっ迫から、増産報道が相次ぎ、台湾の大手ファウンドリ TSMC やオラ
ンダの半導体製造装置大手 ASML の決算発表が好調だったことで、半導体検査装置のレーザーテック
が高値を更新するなど、半導体関連銘柄は比較的堅調な推移となり業種によって明暗が分かれた。
今週は月曜から日銀政策決定会合、火曜日から FOMC が開催され、水曜日はバイデン大統領の議会演
説も予定されている。決算発表は日米ともに主要企業が集中する。また GW 期間は日本の株式市場が
休場となることから、ポジション調整の動きも想定される。金融政策の動向と企業業績動向の見極
めに伴い株式市場は大きく上下する可能性が高いと思われる。（4 月 22 日現在、志田 憲太郎）

今週の予定
国内
日銀金融政策決定会合(～27 日)
IoT＆5G ソリューション展「春」(～28 日）
ファナック(6954)本決算
ソニーGP(6758)本決算
昭和の日
3 月鉱工業生産(8:50)
東京エレクトロン(8035)本決算
5/1(土) 天皇陛下御即位と改元から 2 年
2(日) 競馬 天皇賞・春
3(月) 憲法記念日
4(火) みどりの日
5(水) こどもの日
6(木) 任天堂(7974)本決算
7(金) 日本製鉄(5401)本決算
8(土) 世界赤十字デー
9(日) 大相撲夏場所(～23 日)
4/26
(月)
27(火)
28(水)
29(木)
30(金)

海外
[独]4 月 IFO 企業景況感指数(17:00)
[欧]欧州議会本会議(～29 日)
[米]FOMC(～28 日)
[米]バイデン大統領が議会演説
[米]1-3 月期 GDP 速報値(21:30)
[中]4 月製造業、非製造業 PMI(10:00)
[欧]1-3 月期 GDP 速報値(18:00)
[中]労働節休暇(～5 日)
ASEAN+3 財務・中央銀行次長会議(～3 日)
[米]4 月 ISM 製造業景況指数(23:00)
[中]4 月財新製造業 PMI(10:45)
[米]4 月 ISM 非製造業景況指数(23:00)
[英]統一地方選
[米]4 月雇用統計(21:30)
ヨーロッパ戦勝記念日
ヨーロッパ・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)
本資料のご利用にあたり、お客様にご確認いただきたい事項を、本資料の最終ページに
記載させていただきました。ご確認の程、宜しくお願い致します。
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化粧品と栄養補助食品(サプリメント)が 2 本柱。19 年度のセグメント別売上比率は化粧品
59.8%、サプリメント 34.7%、その他 5.5%、チャネル別売上比率は通販 39.3%、店舗 33.7%、卸売他
18.6%、海外 8.4%。化粧品は肌にストレスを与える防腐剤、香料、合成色素などを使わない無添加
にこだわった化粧水や乳液など基礎化粧品中心に展開。サプリメントは高めの血圧を下げる「血
圧サポート」、高めの尿酸値を下げる「尿酸サポート」などを展開。合成着色料や保存料が無添加、
栄養を必要な場所へ届ける体内効率設計、医薬品レベルの工場で製造する品質と安全性が強み。
21 年 3 月期 3Q 累計決算は前年同期比 12.8%減収、30.4%営業減益。化粧品の店舗販売が苦戦し
ており、通期は前年同期比 9.3%減収、18.6%営業減益で着地見込み。基礎化粧品中心の商品構成や
通販の売上比率が高いため、他の化粧品企業に比べて新型コロナの影響は大きくないが、店舗で
の販促活動が抑制されており、今期 2 度目の下方修正となった。サプリメントも店舗販売が苦戦
しているが、昨年 12 月に販売を開始した「免疫サポート」が過去最高の初動売上を達成。健康な
人の免疫機能の維持を助ける機能があり、ドラッグストアやコンビニなどからの引き合いが旺盛。
サプリメントの中国向け越境 EC も好調で、20 年の売上は前年比 3 倍に拡大。中国では急速な都市
化、食の欧米化に伴い糖尿病や高血圧、肥満などが増えていることや新型コロナの流行もあり、健
康意識が高まりサプリメントの需要が拡大することが期待される。昨年 12 月から中国企業と協力
して中国での現地販売も始めており、ビタミンや亜鉛、コラーゲンなどの販売を強化する方針。
新型コロナの影響により 21 年 3 月期業績は低調だが、ワクチンの普及による経済活動の正常化
に伴う化粧品やサプリメントの店舗販売の回復、
「免疫サポート」の販売拡大、中国向けサプリメ
ント事業の成長などにより、22 年 3 月期業績の持ち直しが期待される。
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説明会より
銘柄
(コード)
市場
株価(4/22)

わらべや日洋
HD
（2918）
東証 1 部
1,976 円

コメダ HD
（3543）
東証 1 部
2,011 円

Sansan
（4443）
東証 1 部
9,690 円

中外製薬
（4519）
東証 1 部
4,388 円

富士フイルム
（4901）
東証 1 部
7,057 円

日本電産
（6594）
東証 1 部
13,970 円

コメント
21 年 2 月期通期決算は前年同期比 9.0%減収、22.4%営業増益。おにぎりの販売
減など新型コロナの影響により売上で 152 億円、営業利益で 31 億円のマイナス
影響が発生したが、工場再編や商品規格見直し、人件費の抑制、水道光熱費の
単価下落などで利益率が改善し、下期の営業利益は過去最高を更新。今期は前
年同期比 1.9%増収、35.1%営業増益計画。米飯類の販売回復や収益性改善施策
の実施により、純利益は 7 期ぶりに過去最高益を更新する見込み。(松本 直志)
コロナ禍での既存店の落ち込みが 1,599 百万円の減益要因となったうえ、新型コ
ロナ対策として行った加盟店支援 268 百万円、減損損失 441 百万円、その他関連
費用 132 百万円のコロナ関連一過性費用 841 百万円が発生したことで前期決算
は 7.6%減収、30.0%営業減益。ただ、郊外型店舗が多い事もありコロナの影響は
外食企業のなかでは相対的に軽微に留まっている。今期は新規出店効果や前期発
生した一過性費用のはく落を見込み売上高 14.2%増収、
31.6%営業増益。(多功 毅)
21 年 5 月期 3Q 累計決算は前年同期比 21.5%増収、営業利益は 4.3 倍に拡大。リ
モートワークや生産性改善に向けた取り組みに伴い、クラウド名刺管理サービ
ス「Sansan」の拡大が継続。新型コロナが新規客の獲得に逆風となったが、大
手メーカーや中小企業で顧客獲得が着実に進展。3Q のストック売上も前年同期
比 22.9%増と順調に拡大。新規事業のクラウド請求書サービス「Bill One」
は、契約件数が前四半期比 86.5%増となり高成長が継続している。(松本 直志)
21 年 12 月期 1Q 決算は前年同期比 5.9%減収、11.7%営業減益、8.0%最終減益だ
った。主力の肺がん治療剤「テセントリク」が引き続き伸長したものの、薬価
改定や後発薬の影響に加えて、関節リウマチ治療剤「アクテムラ」の輸出が減
少した。
「アクテムラ」の減少については、輸出タイミングのズレであり通期見
通しに変更はなしと説明した。一方で血友病治療剤「ヘムライブラ」に関する
ロイヤリティ収入は 10.6%増加と順調に伸びた。
（志田 憲太郎）
中期経営計画「VISION2023」として 24 年 3 月期までの計画、併せて 22 年 3 月
期の会社予想を発表した。22 年 3 月期通期予想は 21 年 3 月期予想比 11.9%増
収、12.5%営業増益、18.8%最終減益とした。また、24 年 3 月期の目標も発表。
24 年 3 月期は 21 年 3 月期予想比 23.9%増収の 2 兆 7,000 億円、62.5%営業増益
の 2,600 億円、25%最終増益の 2,000 億円とした。達成すればいずれも過去最高
となる。成長ドライバーであるヘルスケアを重点領域として、24 年 3 月期には
売上構成で 32%と最大事業に成長させる計画。（志田 憲太郎）
前期決算は HDD モータの落ち込みや EV 向けトラクションモータシステムの先行
投資費用の増加があったが、新製品群の拡販、構造改革が寄与し前年比 5.4%増
収、47.4%営業増益。今期については、新型コロナの感染拡大、半導体などの部
品不足などのリスク要因があり少し保守的にみる必要があったとしたうえで
5.1%増収、177 億円の研究開発費増を吸収して 12.5%営業増益を計画。CEO 職を
創業者の永守会長から日産自動車出身の関社長への移行を発表したが、今後も
永守氏は重要な経営の意思決定には参画を継続するとしている。(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

やまわ

■ ■ ■ 山和証券店舗網
本店営業部
金町支店
高円寺支店
大岡山支店

(03)3668-5412
(03)3600-6681
(03)3311-1171
(03)5754-5523

〒103-0026
〒125-0041
〒166-0003
〒145-0062

巣鴨支店
上板橋支店
深川支店
茂原支店

(03)3918-6311
(03)3935-0311
(03)5600-7891
(0475)25-1151

〒170-0002
〒174-0071
〒135-0005
〒297-0023

■ ■ ■

中央区日本橋兜町 1-8
葛飾区東金町 1-22-9
杉並区高円寺南 3-58-25
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
豊島区巣鴨 3-33-2
板橋区常盤台 4-22-12
江東区高橋 11-1
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

