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今週の株式相場見通し 

＊日経平均 27,600～29,000 円      TOPIX 1,940～2,020 

＊期待材料 米企業の好調な決算 米長期金利の落ち着き 好調な経済指標 

＊不安材料 オミクロン変異株の感染拡大 米長期金利上昇 ＦＲＢ資産の早期圧縮観測 

【年初はトヨタなど大型株買い】年明け最初の取引となる 1 月 4 日は大発会として 4 年ぶりの

上昇となり日経平均株価の終値は 29,301 円となった。さらに 5 日も 21 年の米自動車販売にお

いてトヨタがゼネラル・モーターズ（GM）を超え、首位となったことが報道されると自動車関

連を中心に物色が広がり続伸した。またソニーG も 4 日に 3.4%、5 日に 3.7%上昇するなど大

型株への物色が強まった。一方で、中小型株は米金利引き上げの前倒し観測により軟調な展開

が続き、マザーズ指数は 4 日、5 日と続落した。 

【米早期金利引き上げ観測で軟調に】現地時間の 5 日、12 月の米連邦公開市場委員会（FOMC）

議事録が公表されると、テーパリング（緩和縮小）の加速、22 年の金利引上げに加え、FRB 資

産の早期圧縮についても話し合われていたことが判明し、米 10 年債利回りが 1.7%台まで上昇、

米国株式市場は下落し、翌 6 日の日経平均は 4 日、5 日の上昇分を超える 844 円安となり 28,487

円の安値引け、マザーズ指数は日経平均の下落率 2.9%を超える 4.9%の大幅安だった。翌週 10

日月曜日の日本市場は休場だったが、米国市場では複数の大手米証券が 22 年の金利引き上げに

ついて 3 回から 4 回へ引き上げる見通しを示したことからＮＹ市場は 4 日続落となり、翌 11

日の日経平均も 28,222 円まで下落した。 

【米金利の 3 月引上げを織り込みに】パウエルＦＲＢ議長の再任に関する議会証言では、サプ

ライズがなかったことからＮＹ市場は落ち着きを取り戻し、12 日の日経平均は 543 円上昇の

28,765 円となった。この日は、マザーズ指数も 2.6%上昇するなど、米金利引上げ観測により 

軟調だった比較的高い PER で、いわゆる成長株とされる企業も買われた。11 日までの値動き

で市場は米金利の早期引上げをある程度、織り込んだ状態と思われリスク資産である株式市場

への投資意欲は日米ともに改善傾向が出てきている。しかし、リスク回避志向も未だ高く、日

米ともに物色の対象は大型株や好配当株、相対的に PER の低い銘柄が中心となっている。今週

から米国で決算発表シーズンとなり、また日本でも決算発表が始まっている。今後は業績面で

評価される企業へ物色の選別が強まることが想定される。（1 月 13 日現在、志田 憲太郎） 

今週の予定 

 国内 海外 

1/17

（月） 

通常国会召集 

11 月機械受注（8:50） 

日銀金融政策決定会合（～18 日） 

決算：津田駒工業（6217）など 

[中]12 月鉱工業生産（11:00）  

[中]12 月小売売上高（11:00）  

[中]12 月固定資産投資（11:00） 

[米]休場（キング牧師生誕記念日） 

18（火） 日銀 経済・物価情勢の展望 [欧]1 月 ZEW 景気期待指数（19:00） 

19（水） ネプコンジャパン 2022（～21 日） 

オートモーティブワールド（～21 日） 

[独]12 月消費者物価指数（16:00） 

[米]12 月住宅着工件数（22:30） 

20（木） 12 月貿易統計（8:50） 

山口県知事選告示（2 月 6 日投開票） 

[トルコ]中央銀行、政策金利（20:00） 

[米]12 月中古住宅販売件数（24:00） 

21（金） 12 月全国 CPI（8:30） [独]キリスト教民主同盟党大会（～22 日） 

22（土） 将棋の王将戦 7 番勝負第 2 局（～23 日） [ウクライナ]統一の日 

23（日） 沖縄県名護市長選 投開票 [中、韓]世界自由の日 

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) 
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【プロフェッショナル人材の派遣・紹介、プロデュース事業などを展開】TV や映画、ゲーム、

Web、広告・出版、医療、法曹、会計、IT など 18 分野で活躍するプロフェッショナル人材に対

し、仕事を提供する派遣・紹介、プロジェクトを組成することにより仕事の機会を提供するプ

ロデュース、知的財産の収益機会拡大をはかるライツマネジメントのサービスを提供。22 年 2

月期 3Q 累計（3-11 月）決算におけるサービス別売上高比率は派遣 43%、プロデュース 35%、

紹介 13%、ライツマネジメント他 9%。分野別売上高比率はゲーム 24.4%、Web18.1%、TV/映

像 17.7%、医療 11.6%、電子書籍・版権 6.6%、会計 4.3%、その他 17.3%になっている。 

【過去最高の業績を更新】3Q累計決算は前年同期比13.5%増収、57.7%営業増益となり過去最

高の業績を達成。漫画家を育成、発掘する漫画LABOでヒット作が出たことやゲームの開発受託、

医師の紹介事業など利益率の高い分野が伸びたことに加え、DX投資を進め営業効率が改善した

ことがけん引した。漫画LABOはオリジナル作品のコミック「間違いで求婚された女は一年後離

縁される」が、電子書籍サイトの「ピッコマ」「BookLive!」「Renta!」などでベストセラーとな

り業績拡大に貢献。他にもコミックや小説で年間数十タイトルをリリースし、デイリーや週間

で1位を獲得する作品が複数誕生している。ゲーム分野では、高額、長期にわたる請負案件が増

加。TV分野は所属のディレクターが国際的な映画祭などで賞を受賞するなど、制作力の高さが

評価され番組制作の請負案件が拡大。YouTubeはサポートするチャンネル数が20年3月の219チ

ャンネルに対し21年11月末は280チャンネルへ増え、月間総再生回数は6.25億回から7.4億回に

拡大している。 

【クリエイティブ分野の需要は強い】4Q（12-2月）に認知度向上のため、クライアントやクリ

エイター向けに広告宣伝活動を行うことから通期計画は据え置いているが、ゲームや電子書籍、

映像制作などクリエイティブ分野の需要は強く、今後も業績の拡大が期待される。 

 

今週の参考銘柄 クリーク・アンド・リバー社 (4763)　東証１部

株価 1月13日 1,745 円

20年2月期 21年2月期 22年2月期(予) 株価(1/13) 1,745 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 32,946 11.4% 37,314 13.3% 41,300 10.7% 時価総額 402 億円
営業利益 2,083 32.0% 2,447 17.4% 3,200 30.7% PER(予想) 19.90 倍
経常利益 2,103 32.7% 2,485 18.1% 3,200 28.7% PBR(実績) 3.30 倍
当期純利益 1,359 40.2% 1,647 21.2% 1,950 18.4% ROE(実績) 17.87 %

EPS(円) 63.6 74.25 87.48 配当利回り(予想) 1.03 %
配当金(円) 15 16 18 担当

出所：業績に関する数値は決算短信より

サービス業

松本　直志
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説明会より 

銘柄 

（コード） 

市場 

株価（1/13） 

コメント 

ウエルシア HD 
（3141） 

東証 1 部 

3,325 円 

22 年 2 月期 3Q 累計（3-11 月）決算は前年同期比 6.5%増収、9.6%営業減益。

調剤事業は受診控えの一巡、後発品・地域体制加算などの獲得を進めたことで

回復しているが、物販における食品や感染対策商品の反動減が想定を上回って

長期化している。売上高の未達に加えて、人件費の増加によって営業利益は下

振れ着地。4Q に前年の風邪薬の不振からの回復を見込むことで、通期の 7.5%

増収、3.1%営業増益計画を据え置いている。（多功 毅）  

コスモス薬品 
（3349） 

東証 1 部 

16,380 円 

22 年 5 月期 2Q 累計（6-11 月）決算は収益認識の基準変更前決算である前年同

期に対して 1.9%増収、18.1%営業減益。戦略的に価格訴求を一段と強化したこ

とに伴い、営業利益は未達着地。通期計画は同 3.2%増収、0.2%営業増益計画

を据え置き。会社側は、各種コストが上昇し、競合企業の出店余力が低下する

なかで、自社の低コスト体質に自信を示しており、価格競争を仕掛けつつ、新

規出店を加速させる方針。（多功 毅） 

武田薬品 
（4502） 

東証 1 部 

3,363 円 

クリストフ・ウェバーCEO を始めとする経営陣が参加し電話会議を開催。当社

で最大売上の潰瘍性大腸炎治療剤「エンタイビオ」の特許切れについて、欧州

は特許が切れる 24 年 5 月、米国は 26 年 5 月以降でも後発薬の参入の可能性が

低く、最長で 32 年まで売上が継続される見通しを示した。これらによりグロ

ーバル展開している主力の 14 製品に新製品を加えた 25 年度の売上は 20 年度

比 90 億ドル増加する見込みとしている。「エンタイビオ」の 20 年度の売上は

4,293 億円で当社売上の 13.4%を占める。（志田 憲太郎） 

富士フイルム 
（4901） 

東証 1 部 

8,457 円 

バイオ CDMO 事業・ライフサイエンス事業の説明会を開催した。これまでバ

イオCDMO事業の売上目標として 20年度の 1,130億円に対し 24年度に 2,000

億円とする計画を発表していたが、新たに 30 年度に 5,000 億円とする目標を

発表した。年間平均成長率 20％を超えることになる。先端技術の対応力強化、

拡張可能な培養工場、現在主力の抗体薬だけではなく遺伝子治療薬などでも世

界トップの生産性を目指すことで実現するとしている。（志田 憲太郎） 

安川電機 
（6506） 

東証 1 部 

5,210 円 

半導体や電子部品、EV、電池などの設備投資拡大がけん引し、22 年 2 月期 3Q

累計（3-11 月）決算は前年同期比 27.7%増収、99.2%営業増益。部材不足の影

響や中国景気の減速で、業績を伸ばし切れず通期計画は据え置きも、EV、電池

向けが好調で、3Q（9-11 月）の受注は過去最高を更新。10 月を底に 11 月、12

月と部材不足は改善傾向にあり、政策効果で中国の受注も回復傾向となってお

り、来期に向けて業績は好調に推移することが期待される。（松本 直志） 

髙島屋 
（8233） 

東証 1 部 

1,085 円 

22 年 2 月期 3Q 累計（3-11 月）決算は前年同期比 12.0%増収、営業損益は 105

億円の赤字から 11 億円の赤字へ縮小。3Q（9-11 月）は前年同期比 4.1%増収、

営業損益は 3 億円の赤字から 9 億円の黒字に転換し 7 四半期ぶりに黒字化を達

成。富裕層の高額消費が好調に推移したことや 11 月下旬からコート、ブーツ

などの売れ行きが回復。12 月の百貨店売上高は前年比 2 桁増になっており、4Q

（12-2 月）も黒字確保が見込まれる。（松本 直志） 
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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 
 


