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今週の株式相場見通し 

＊日経平均 26,500～27,500 円      TOPIX 1,870～1,930 

＊期待材料 ウクライナとロシアの和平交渉の進展 原油の需給緩和 政府の成長戦略 

＊不安材料 ウクライナ情勢の激化 上海ロックダウン インフレ加速と米金利の上昇  

【不透明感の強い環境が継続】アメリカと EU がウクライナに対して巨額の軍事支援を追加で

行うことにより戦争が長期化している。ロシアが 5 月 9 日の旧ソ連の対独戦勝記念日までに一

定の成果を追求するとの観測を踏まえると、一段とウクライナ情勢が激化するリスクも高まっ

ている。米国の金融引き締めに関しても、5 月の FOMC を控え FOMC メンバーでもっともハト

派（緩和派）とされていたブレイナード FRB 理事による積極引き締めに関するコメントがあり、

原油を筆頭とした商品市況の動向からも目が離せない。中国の都市部へのロックダウンの拡が

りは経済の下押し要因になると共に、サプライチェーンにも影響を与え始めている。 

【好業績企業の個別株物色を想定】来週からは 3 月期決算企業の決算発表と新年度業績予想の

発表が本格化する。先行して 12-2 月期の決算実績や業績予想の修正を発表した企業から、ヒン

トとなりそうなものを以下、ピックアップする。小型建機の竹内製作所は新年度の業績につい

て値上げ、円安効果の寄与を見込むが、資材費及び海運を中心とした運送費上昇の影響が上回

るとして減益予想を発表。一方、半導体製造装置のローツェは米国、中国の製造装置メーカー

向け、台湾ファウンドリ向けのウエハ搬送装置にピークアウト感がなく、新年度業績は 5 期連

続の純利最高益の更新予想。サーボモータや産業用ロボットの安川電機は半導体や電子部品市

場の拡大及び、自動車市場における EV 化や二次電池などの投資拡大を受けて 4 期ぶりの純利

最高益の更新を予想。計測機器の日置電機は 1Q 決算（1-3 月）の発表を待たず、バッテリー、

モータ、電子部品向けの需要好調を理由に上期及び下期業績の上方修正と増配を発表。現状に

おいても 5G 化、EV 化、省人化などのメガトレンド（世界的且つ構造的な大変化）に大きな変

化は生じていない模様だ。ウクライナ情勢の不透明化、中国におけるロックダウン、米国を中

心とした金融引き締め、原材料等コスト上昇、半導体を中心とした部材調達難などのリスク要

因が継続しており、また長期連休も控えることで株式市場が全面高となる展開は想定し難く、

当面は好業績企業を中心とした個別株物色の強い展開を想定する。（4 月 15 日現在、多功 毅） 

今週の予定 

 国内 海外 

4/18

（月） 

21 年度と 3 月のマンション市場動向 

光とフォトニクス国際会議（～22 日） 

三重県民の日 

［中］1-3 月期 GDP（11:00） 

［中］3 月鉱工業生産（11:00） 

［中］3 月小売売上高（11:00） 

19（火） 全国学力・学習状況調査 ［米］3 月住宅着工件数（21:30） 

20（水） 3 月貿易統計（8:50） 

Sea Japan 2022（～22 日） 

［米］3 月中古住宅販売件数（23:00） 

［米］G7 財務相・中央銀行総裁会議 

21（木） 決算：オービック（4684）、ディスコ

（6146）、OKK（6205）、日本電産

（6594）など 

［米］4 月フィラデルフィア連銀製造業景気指数

（21:30） 

［欧］4 月消費者信頼感（23:00） 

22（金） 3 月全国 CPI（8:30） 

4 月製造業 PMI 速報値（9:30） 

［欧］4 月製造業 PMI 速報値（17:00） 

アースデイ（地球の日） 

23（土） 日本心血管脳卒中学会 世界図書・著作権デー 

24（日） 参院石川選挙区補欠選挙 ［仏］大統領選決選投票 

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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【国内通信事業最大手】携帯電話、固定電話、光回線などグループ全体で通信サービスを提供

する国内通信事業最大手。光を中心とした革新的技術を活用し高速大容量通信、膨大な計算リ

ソースなどを提供可能な、端末を含むネットワーク・情報処理基盤の構想であるIOWN（アイオ

ン）構想を24年に最初のデバイス開発、25年にシステム開発完了、26年に商用導入する計画。 

【過去最高売上・利益見込み】苦戦する海外事業・NTTリミテッドの構造改革を実行し、改革に

伴う減益分を織り込みながらも、好調なNTTデータの増収増益、地域通信の伸長もあり、22年3

月期決算は3Q累計（4-12月）は前年同期比2.1%増収、2.5%営業増益、24.0%最終増益と売上・

営業利益・最終利益いずれも過去最高を達成。通期見通しを上方修正している。 

【IOWN構想は着実に進む】次世代通信基盤構想とも言えるIOWNは実現に向けて着実に進んで

おり、米国にIOWNの仕様を検討する国際団体「IOWN Global Forum」を立ち上げ、設立メンバ

ーにソニー、米インテルが加わった。その後も通信機器大手エリクソンや米シスコシステムズ、

米マイクロソフト、日本からはNECや富士通に加えトヨタ、みずほ銀行、三菱UFJ銀行など多数

の企業がフォーラムのメンバーとなっている。IOWN構想は通信ネットワークのみに留まらず、

端末まで光技術を使うことを目標としている。一例を挙げると半導体チップ上の電子回路を光

回路に置き換えることにより、端末やチップの中でも光で情報を処理し、電力消費量が大幅に

低減、処理スピードも上がり、電気へ置き換える事なく光通信ネットワークに接続が可能とな

る。これにより消費電力100分の1、伝送容量を125倍、遅延は200分の1となる性能向上を目標

としている。また東京大学と光を用いる量子コンピューターを開発、2030年に実用化する計画

と発表した。量子コンピューターはこれまで超電導という技術を用いていたが、光を用いた仕

組みでは、コストの大幅低下に加え、通信との相性も良くなる。東京大学の古沢教授は「パラ

ダイムシフトだ」としており、量子コンピューターの本命になることも期待される。 

 

 

今週の参考銘柄 日本電信電話 (9432)　東証ﾌﾟﾗｲﾑ
株価 4月14日 3,773 円

20年3月期 21年3月期 22年3月期(予) 株価(4/14) 3,773 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 11,899,415 0.2% 11,943,966 0.4% 12,180,000 2.0% 時価総額 136,659 億円
営業利益 1,562,151 -7.8% 1,671,391 7.0% 1,745,000 4.4% PER(予想) 12.10 倍
税引前利益 1,570,141 -6.1% 1,652,575 5.3% 1,736,000 5.0% PBR(実績) 1.67 倍
当期純利益 855,306 0.1% 916,181 7.1% 1,100,000 20.1% ROE(実績) 11.02 %

EPS(円) 231.21 248.15 306 配当利回り(予想) 3.04 %
配当金(円) 95 105 115 担当

（注）20年1月に1：2の株式分割をしており、EPS、配当金は遡及修正している。 出所：業績に関する数値は決算短信より

情報・通信業

志田　憲太郎
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説明会より 

銘柄 

（コード） 

市場 

株価（4/14） 

コメント 

ウエルシア HD
（3141） 

東証プライム 

2,730 円 

22 年 2 月期通期決算は前年同期比 8.0%増収、0.1%営業増益。今期は既存店売

上高 3.4%増（物販 2.1%増、調剤 9.0%増）を前提としたうえで、自動発注シ

ステムの稼働率向上やワークマネジメントシステムを活用した人件費コント

ロールの強化、買収企業とのシナジー効果の発現などを見込むことで、収益認

識に関する会計基準の変更を適用前の前期決算に対して 8.2%増収、9.3%営業

増益を計画。（多功 毅） 

SHIFT 
（3697） 

東証プライム 

25,870 円 

22 年 8 月期 2Q 累計（9-2 月）決算は前年同期比 47.2%増収、営業利益は 2.6

倍に拡大。IT 人材の採用やエンジニア単価の引き上げ、主力のソフトウェアテ

ストに加えてシステム開発、コンサルティング、使いやすさ改善などサービス

ラインナップの拡充、新規顧客獲得、M&A で取得した子会社の構造改革などが

順調に進展し、通期計画を上方修正。人材採用など先行投資を継続するため、

下期計画は利益率中心に慎重な想定にとどめている。（松本 直志） 

東京個別指導 
（4745） 

東証プライム 

582 円 

オーダーメイドの教育として完全個別指導塾を首都圏中心に、関西、東海、九

州などでも展開。高校生の塾生が最も多く大学受験向けが主力。22 年 2 月期通

期決算は前年同期比 17.5%増収、営業利益は 3.9 倍、最終利益は 6.2 倍。1 月

に上方修正した水準での着地となったが、期初計画は上回り過去最高の売上と

なった。夏期、冬期講習会が好調だった。今期は東京を中心に 6~8 教室開校予

定。オンライン授業のサービス内容も充実させる。（志田 憲太郎） 

 クリーク・ 
アンド・ 
リバー社 
（4763） 

東証プライム 

2,181 円 

22 年 2 月期通期決算は前年同期比 12.0%増収、39.4%営業増益となり過去最高

の業績を達成。ゲーム制作の受託やヒット作が出た電子漫画、医師紹介など医

療事業が成長をけん引。今期は前年同期比 5.3%増収、17.2%営業増益とし、13

期連続で増収、4 期連続で増益の計画。引き続きゲームや医療事業が伸びる他、

電子漫画ではヒット作のコミック化が決定。人気漫画「カイジ」など、サポー

トする作品の NFT（非代替性トークン）化も進める方針。（松本 直志）  

ベルシステム
24HD 

（6183） 

東証プライム 

1,492 円 

22 年 2 月期通期決算は前年同期比 7.9%増収、12.2%営業増益。新型コロナ関

連の給付金やワクチン接種などに関するスポット案件が大きく貢献。今期は好

採算であった新型コロナ関連のスポット案件の減少を見込むが、企業活動再開

に伴う需要の高まり、音声認識データの活用を通じた収益性改善などを想定し

1.0%増収、5.8%営業増益を計画。音声データを活用し、コールセンター業務

の効率化、競争力強化などへの寄与を目指す。（多功 毅） 

JVC 
ケンウッド 
（6632） 

東証プライム 

167 円 

ものづくり改革説明会を開催。今期より、工場の国内回帰を推進する方針を打

ち出しており、長野工場では、人手作業をアーム型ロボットに置き換えるなど

生産工程の自動化設備を導入。インドネシア工場ではカーナビを 1 日 500 台製

造すると仮定した際に必要な従業員は 38 名だったが、長野工場では自動化設

備導入により 9 名となっている。また大幅な設計変更による工程数、部品数の

削減、工場の自動化などに加え、国内製造による地産・地消のメリットを生か

し物流費抑制、納期短縮で利益率の改善を目指している。（志田 憲太郎） 

 



ヤマワ・レポート 
2022年 4月 18日 調査室 

 

いつもあなたのそばで 頼れる金融機関です 

■ ■ ■ 山和
やまわ

証券店舗網 ■ ■ ■ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 
 


