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今週の株式相場見通し
＊日経平均 27,700～29,000 円
TOPIX 1,940～2,000
＊期待材料 岸田新政権による経済対策 経済活動の再開 新型コロナ治療薬の開発進展
＊不安材料 不動産業などの減速による中国経済の成長鈍化 新内閣の支持率低下 米長期金利上昇
先週の日経平均株価は 2009 年 7 月以来となる 8 日続落となり、一時、年初来安値に接近する展開
になった。中国恒大集団の過剰債務問題や中国の電力不足、米国の債務上限問題、エネルギー価格
上昇など海外発の複数の悪材料が噴出していることが株安の要因だが、この中でも中国恒大集団に
端を発して明るみになった中国不動産問題には注意したい。中国当局は過剰債務による不動産開発
にブレーキをかける方針だと見られ、中国恒大以外にも複数の不動産企業が経営難に陥り、中国経
済のけん引の一翼を担った不動産セクターが大きく減速することが警戒される。影響は不動産業界
にとどまらず、建設資材に使われる鉄鋼やセメント、ガラス、金属製品、建機など様々な業界に広
まり、関連企業の業績悪化により雇用が失われれば、個人消費も抑制されることが見込まれる。不
動産業の過剰債務問題への対応のため銀行の貸出姿勢が厳しくなり、資金調達環境も引き締まるこ
とが懸念され、中長期的に中国経済の成長率が鈍化していく可能性が高い。日本企業に与える影響
も警戒され、中国でエレベーターや建機など都市開発に関わる日立製作所、FA・ロボットを展開す
る安川電機、オムロン、ハーモニックドライブ、富士電機など中国で事業を展開する企業への投資
は慎重姿勢で臨みたい。一方、中国経済の失速は米国を利することになるため、世界の投資マネー
は中国を離れ米国に集中することが見込まれる。FRB のタカ派姿勢や債務上限問題により、米国金
利が上昇しハイテク関連を中心に米国株は調整局面にあるが、債務上限問題に折り合いがつけば、
金利上昇局面は一服しハイテク株を中心に反発する展開が期待される。10 年物価連動債に基づく実
質金利はマイナス 0.9%と過去の推移に比べて低い水準にとどまっており、経済成長や株価上昇を妨
げるほど上昇しているとは言えない。日本株も半導体や DX 関連の他、数十兆円規模とされる経済対
策による恩恵が見込まれる旅行、レジャー、飲食など国内消費関連銘柄中心に反転する展開が期待
される。（10 月 7 日現在、松本 直志）

今週の予定
10/11
(月)
12(火)
13(水)

14(木)

15(金)
16(土)
17(日)

国内
衆参両院で代表質問(～13 日)
9 月工作機械受注統計
コスモス薬品(3349)1Q 決算
J フロントリテイリング(3086)2Q 決算
8 月機械受注(8:50)
9 月マネーストック(8:50)
サイゼリヤ（7581）本決算
衆議院解散
良品計画(7453)本決算
ファーストリテイリング(9983)本決算
串カツ田中 HD(3547)3Q 決算
水泳 競泳短水路日本選手権(～17 日)
靖国神社秋季例大祭(～19 日)

海外
[米]コロンブスデー(外為、債券市場が休場、
株式、商品市場は通常取引)
ノーベル経済学賞
[欧]10 月 ZEW 景気期待指数(18:00)
[中]9 月貿易収支
[米]9 月消費者物価指数(21:30)
[米]G20 財務相・中央銀行総裁会議
[中]9 月消費者物価指数(10:30)
[中]9 月生産者物価指数(10:30)
[米]9 月生産者物価指数(21:30)
[米]9 月小売売上高(21:30)
世界食料デー
貧困撲滅のための国際デー

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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今週の参考銘柄
株価

10月7日

三井化学 (4183)

東証１部

3,525 円
13週移動平均

26週移動平均

3,760

3,260
2,760
2,260
1,760

2016/10/14 2017/4/14 2017/10/13 2018/4/13 2018/10/12 2019/4/12 2019/10/18 2020/4/17 2020/10/16 2021/4/16

売上収益
営業利益
経常利益
当期純利益
EPS(円)
配当金(円)

20年03月期
(百万円)
前年比
1,349,522 64,569 -

21年03月期
(百万円)
前年比
1,211,725
-10.2%
78,074
20.9%

22年03月期(予)
(百万円)
前年比
1,490,000
23.0%
139,000
78.0%

33,970 57,873
70.4%
99,500
174.52
298.00
507.72
100
100
110
国際会計基準の適応に伴い20年3月期の比較はなし

71.9%

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
千万

株価(10/7)
3,525
円
業種
化学
時価総額
7,214 億円
PER(予想)
6.90
倍
PBR(実績)
1.06
倍
ROE(実績)
10.18
%
配当利回り(予想)
3.12
%
担当
多功 毅
出所：業績に関する数値は決算短信より

総合化学大手。石油化学製品を中心とする基盤素材事業、自動車の内外装材料や電子情報関連
材料のモビリティ事業、食品包装材、産業用フィルムシート、農薬などのフード&パッケージング
事業、衛生材料用不織布、メガネレンズ材料、歯科材料などのヘルスケア事業の 4 セグメントを
中心に事業を展開している。21 年 3 月期決算におけるコア営業利益の構成比は、モビリティ事業
35.5%、フード&パッケージング事業 25.9%、ヘルスケア事業 23.4%、基盤素材事業 23.0%、その他
事業及び全社共通費用－7.8%となっている。
13 年以降、汎用的な石油化学製品のリストラクチャリングに取り組むと共に、高機能製品や高
シェア製品を中心とした事業に投資する、選択と集中を進めてきた。近年では、モビリティ事業、
フード&パッケージング事業、ヘルスケア事業を成長 3 領域事業と位置づけ、海外展開を図ってい
る。今後については、成長 3 領域に加えて、電子情報関連製品に積極的に投資して、第 4 の柱と
して確立させる方針である。電子情報関連製品の中でも特に高成長を期待したいのが、半導体の
製造工程で使用されるイクロステープとペリクルである。イクロステープは半導体ウエハの保護
フィルムとして用いられ、当社が世界トップシェアのポジションにある。大手半導体メーカーが
立地する台湾で大型投資を決定し、成長の加速を図っている。ペリクルは半導体製造用のフォト
マスクの防塵カバーであり、EUV 露光向けでは当社が独占的に供給する。今後の EUV 露光の本格的
な普及に伴い、高成長が期待される。
長期経営計画では、2030 年度にコア営業利益 2,500 億円、投下資本利益率 8%以上、ネット D/E
レシオ((有利子負債－現預金)/自己資本)0.8 倍以下、ROE10%以上を掲げ、高収益かつ好財務体質
の構築を目指している。
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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説明会より
銘柄
(コード)
市場
株価(10/7)

協和キリン
（4151）
東証 1 部
3,685 円

ディスコ
(6146)
東証 1 部
29,290 円

識学
(7049)
東証マザーズ
2,085 円

西松屋
チェーン
（7545）
東証 1 部
1,440 円

しまむら
（8227）
東証 1 部
9,510 円

アークランド
サカモト
（9842）
東証 1 部
1,770 円

コメント
開発中の「KHK4083」
（アトピー性皮膚炎治療剤）について 4 週に 1 回の投与で効
果が確認され、36 週で投与完了したあと、56 週時点でも有効性が持続しており、
36 週以降は、間隔を更に長く出来る可能性があるとの認識を示した。発売され
れば既存薬と比べ患者負担が大幅に減ることに繋がる。また、米アムジェン社と
開発・販売に関して、一時金として 4 億ドル、今後最大 8 億 5,000 万ドルのマイ
ルストン、販売ロイヤリティを受取る契約を締結している。
（志田 憲太郎）
22 年 3 月期 2Q(7-9 月)の進捗状況は、中国で新規の引き合いがやや減速してい
るが、半導体不足に伴いアジア中心に設備投資需要が強く、研削・切削装置など
の受注は高水準で推移している。5G 関連や民生品、産業用、車載向け、パワー
半導体、ウエハメーカーなど幅広く需要が旺盛。装置の出荷状況は、会社計画通
りに推移。顧客の稼働が高く消耗品の出荷も高水準で推移。来年の案件も入って
来ており、受注、出荷ともに大きく落ちる兆しはないとしている。(松本 直志)
22 年 2 月期 2Q 累計(3-8 月)決算は前年同期比 86.4%増収、営業黒字転換。顧客
企業の組織運営上の問題を解決し、生産性改善を実現する組織コンサル事業にお
いて、コンサルタントの増員と顧客数の拡大が進み、会社計画比上振れ着地。コ
ンサルタントは 8 月末で 65 名と、2 月末の 54 名から拡大。22 年 2 月末で 75-85
名まで増員する方針。今後も年間で 20-25 名のコンサルタントを増やし、24 年 2
月期に売上 60 億円以上、営業利益 15 億円以上の達成を目指す。(松本 直志)
22 年 2 月期 2Q 累計(3-8 月)決算は前年同期比 0.3%増収、営業利益は横ばい。1Q
は好調に推移したが、2Q（6-8 月）は早めの梅雨入り、8 月の記録的な長雨など
の天候要因を主因に既存店売上高が苦戦し、計画未達での着地となった。ただ、
天候要因を除くと客数は想定通りであり、また、注力する PB 強化も順調に進ん
でいることを踏まえると、下期での巻き返しは可能であるとし、通期計画につい
ては期初に公表した 6.6%増収、13.3%営業増益計画を据え置いている。(多功 毅)
22 年 2 月期 2Q 累計(3-8 月)決算は前年同期比 11.9%増収、58.6%営業増益。PB な
どの強化による差別化の進展、短期生産の活用による売れ筋商品の機動的な追加
投入により売上高が堅調に推移したことに加えて、デジタル販促活用による広告
宣伝費の抑制も貢献。計画を上回った上期業績と 9 月実績を踏まえて、通期計画
を 5.1%増収(従来 2.3%増収)、20.1%営業増益(同 1.6%増益)に上方修正。10 月以
降は当初の業績予想を据え置いたとしている。(多功 毅)
22 年 2 月期 2Q 累計(3-8 月)決算は前年同期比で売上は 2.5 倍の 1,615 億円、営
業利益は 47.1%増の 113 億円、最終利益は 3.0 倍の 139 億円だった。6 月に売却
した土地建物代金 100 億円を最終利益に計上。9 月 13 日に業績を修正しており、
通期の見通しの変更はなかった。ホームセンター事業はコロナ感染拡大による巣
ごもり消費の反動で既存店売上は 7.7%減だったが、買収したビバホームの売上
が寄与し（ホームセンター事業の売上 1,318 億円のうちビバホームは 962 億円）
大幅増収となった。今後は PB の相互導入、共同仕入れなどで粗利益率改善を目
指す。
（志田 憲太郎）

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。
3

ヤマワ・レポート
調査室

2021 年 10 月 11 日

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

