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今週の株式相場見通し 

＊日経平均 26,500～27,700 円      TOPIX 1,860～1,940 

＊期待材料 企業業績の拡大 物価上昇ペースの鈍化 中国ロックダウンの緩和 

＊不安材料 大型連休前の手控え 長期金利上昇 金融政策決定会合に絡む為替の乱高下  

【手控え要因が多く、方向感の出にくい状況】FRB の金融引き締め強化による金利上昇やウク

ライナ情勢の混迷、日本の 3 月期決算企業の本決算発表を前にした手控え感などが重しになっ

ているが、米国経済の底堅さを示す企業決算や経済指標の内容が好感され、先週の日経平均株

価は戻りを試す展開になった。FRB の金融引き締めに伴い米国が景気後退に陥るかが関心の的

だが、米 10 年債利回りが 3%に接近するなど事前に市場の織り込みがかなり進んでおり、金利

上昇の影響を受けやすい住宅や中古車の需要が減少し、価格上昇ペースが鈍化してくることが

見込まれる。株式市場では既に景気後退を織り込みつつあり、実際に景気が悪くなり物価上昇

ペースが鈍化してくると、FRB の引き締め終了観測が高まり、株価が持ち直すことも想定され、

当面の株式市場は方向感が出ずに、もみ合いの状況が続くことが見込まれる。 

【今週は日銀の金融政策、決算発表に注目】今週の予定では 27 日～28 日の日銀金融政策決定

会合、27 日の富士電機、ルネサス、NRI の決算に注目したい。日銀金融政策決定会合では、指

値オペの対象となる金利水準の引き上げなど引き締め姿勢を見せない場合、大型連休で商いが

薄くなるゴールデンウィーク中にも、ドル円は 130 円台に乗せていく展開が想定され、日銀の

金融政策に変化がないか注目したい。富士電機はハイブリッド車や EV 向けにパワー半導体の

引き合いが強く、23 年 3 月期末におけるパワー半導体の主力ラインの生産能力を前年同期比

1.5 倍に増やす方針を示している。FA 機器の需要増、円安も追い風になり 23 年 3 月期も業績

は堅調に推移することが見込まれる。また、半導体受託生産大手の台湾 TSMC の決算では、日

本向け、自動車向けの半導体の販売が大幅増になっており、自動車向け半導体のルネサスも業

績が好調に推移していることが期待される。NRI は証券業向け共同利用型システムの「STAR」

がみずほ証券で新規稼働することや DX コンサル、システム開発が 22 年も好調に推移するもの

と思われ、決算発表を契機に株価が見直される展開を期待したい。（4 月 21 日現在、松本 直志） 

今週の予定 

 国内 海外 

4/25

（月） 

決算：JSR（4185）、中外製薬（4519）

など 

［北朝鮮］朝鮮人民革命軍創建日 

［独］4 月 IFO 企業景況感指数（17:00） 

26（火） 3 月失業率（8:30） 

決算：ファナック（6954）、日東電工

（6988）、キヤノン（7751）など 

［米］3 月耐久財受注（21:30） 

［米］3 月新築住宅販売件数（23:00） 

［米］4 月消費者信頼感指数（23:00） 

27（水） 日銀金融政策決定会合（～28 日） 

決算：信越化学工業（4063）など 

［露］3 月失業率（25:00） 

WTO 紛争解決機関会合 

28（木） 3 月鉱工業生産（8:50） 

決算：村田製作所（6981）など 

［独］4 月消費者物価指数（21:00） 

［米］1-3 月期 GDP 速報値（21:30） 

29（金） 昭和の日 

ゴールデンウィーク 

柔道・全日本選手権 

［欧］1-3 月期 GDP（18:00） 

［欧］4 月消費者物価指数（18:00） 

［米］3 月 PCE コアデフレータ―（21:30） 

30（土） 陸上・木南道孝記念（～5 月 1 日） ［中］4 月製造業・非製造業 PMI（10:30） 

5/1（日） 競馬・天皇賞・春 メーデー 

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） 
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【原料炭事業に強みを持つ大手総合商社】資源から自動車関連、電力、食品など多岐にわたる

事業を国内外で展開している。特に大きな稼ぎ頭となっているのが鉄鋼生産に使われる原料炭

（コークス原料）事業である。豪州で原料炭事業を展開する100%子会社MDP社は、国際的資源

メジャーのBHP社と折半出資するBMA社を通じて原料炭鉱山、輸送用鉄道、輸出用港湾を運営

している。BMA社の原料炭の年間生産量、海上貿易量は世界最大規模となっており、原料炭の

価格は三菱商事の利益に大きな影響を与える。他には、LNG事業、東南アジアを中心にいすゞ、

三菱自動車の販売や金融サービスの提供などを行う自動車事業、ノルウェー、チリ、カナダに

おいて展開する世界有数のサーモン養殖・加工事業、オランダの総合エネルギー企業エネコ社

を中心に展開する電力事業などの業績貢献も大きい。 

【次期中計における株主還元方針に注目】22年3月期を最終年度とする中期経営計画期間では、

減配せずに利益成長に合わせて増配していく「累進配当」を掲げていた。三菱商事は5月の決算

発表時に新経営陣の下で新中期経営計画を発表する予定であり、配当方針に注目が集まってい

る。2月に開催された決算説明会では、4月からCFOに就任することが決まっていた野内氏が、

「累進配当」が投資家に評価を受けていたことを踏まえて検討したいと発言しており、新中期

経営計画期間中においても「累進配当」方針が維持されることが期待される。 

【新社長の下での電力事業の成長に期待】4月1日に入社以来一貫して電力部門でキャリアを積

んだ中西勝也氏が新社長に就任。中西氏が主導した案件で大きな注目を集めたのが、20年に中

部電力と組んで取りまとめたエネコ社の巨額買収である。買収効果として発現したのが昨年末

に三菱商事を中心とした企業連合が全3案件で選定された秋田、千葉県沖の洋上風力発電事業で

ある。エネコ社の長年の風力発電事業のノウハウを活かしたコスト競争力が高い評価を受けた。

中西新社長の下で、今後の電力事業の成長加速に期待したい。 

 

 

 

今週の参考銘柄 三菱商事 (8058)　東証ﾌﾟﾗｲﾑ
株価 4月21日 4,495 円

20年3月期 21年3月期 22年3月期(予) 株価(4/21) 4,495 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 14,779,734 -8.2% 12,884,521 -12.8% - - 時価総額 66,783 億円
営業利益 - - - 　　　　- - - PER(予想) 8.00 倍
税引前利益 648,864 -23.8% 253,527 -60.9% - - PBR(実績) 1.07 倍
当期純利益 535,353 -9.4% 172,550 -67.8% 820,000 375.2% ROE(実績) 3.18 %

EPS(円) 348.5 116.86 555.46 配当利回り(予想) 3.15 %
配当金(円) 132 134 142 担当

出所：業績に関する数値は決算短信より
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説明会より 

銘柄 

（コード） 

市場 

株価（4/21） 

コメント 

コメダ HD 
（3543） 

東証プライム 

2,216 円 

22 年 2 月期通期決算は前年同期比 15.5%増収、32.6%営業増益。サイズアップ

無料で再登場したコメ牛、ドミグラスバーガー、定番商品のシロノワールなど

がけん引した既存店売上高に加えて、時短協力金の計上、前期の減損損失の反

動も増益に寄与している。今期は 11.1%増収、9.5%営業増益を計画。小麦、コ

ーヒーなどの食材コスト上昇の影響が見込まれるが、FC 加盟店支援の観点か

ら FC 向け卸価格の値上げは下期からを想定するとしている。（多功 毅） 

メディアドゥ 
（3678） 

東証プライム 

1,849 円 

22 年 2 月期通期決算発表に併せて 1 年前倒しで新しい中期経営計画を発表し

た。27 年 2 月期を最終年度としており、25 年 2 月期売上 1,200 億円、営業利

益 40 億円、27 年 2 月期売上 1,500 億円、営業利益 85 億円とした。ただし、

23 年 2 月期は大口顧客である LINE 社からの減収を見込み売上 1,000 億円、営

業利益 20 億円と前期比減収減益としている。電子書籍流通事業による安定収

益を源泉に第二・第三の収益の柱を確立していく。（志田 憲太郎） 

Sansan 
（4443） 

東証プライム 

1,299 円 

22 年 5 月期 3Q 累計（6-2 月）決算は前年同期比 25.1%増収、71.5%営業減益。

クラウド名刺管理サービスの Sansan や紙、PDFの請求書をオンラインで受け

取ることを可能にし、業務効率化を実現する Bill One の売上は伸びたが、広告

費の増加で減益着地になった。Sansan は新型コロナのオミクロン株の感染拡

大が落ち着いてきたことや、サービス強化の施策が好評で営業活動が盛り返し

ており、来期に向けて増収増益基調へ転換することが期待される。（松本 直志） 

アドテック プラズ

マ テクノロジー 

（6668） 

東証 

スタンダード 

2,195 円 

22 年 8 月期 2Q 累計（9-2 月）決算は前年同期比 60.4%増収、営業利益は 2.8

倍に拡大。半導体製造装置内でプラズマを発生させる高周波電源の需要がグロ

ーバルで拡大。11 月に先行発注が集中したことで、1 月、2 月の受注が一服し、

2Q（12-2 月）の受注は 1Q（9-11 月）比減少したが、3 月には受注の勢いが回

復し 4 月も活発。需要増に伴い生産能力を従来比 2 倍に増やす方針を示してお

り、今後も業績は拡大基調で推移することが見込まれる。（松本 直志）  

マニー 
（7730） 

東証プライム 

1,498 円 

22 年 8 月期 2Q 累計（9-2 月）決算は前年同期比 16.2%増収の 97 億円、15.6%

営業増益の 31 億円、15.8%最終増益の 23 億円だった。通期見通しの変更はな

かった。アジア・欧州において需要が回復、出荷見込みのない在庫を処分し原

価率は悪化したが販管費の低下で営業利益率は前年同期並みとなった。2Q 累

計では計画比上振れも、地政学的リスクを考慮し通期計画は据え置いた。下期

は新発売したニッケルチタン製の歯科用治療機器「JIZAI」の販売促進、眼科用

硝子体鑷子（ピンセット）の薬事認証取得を予定している。（志田 憲太郎） 

ベルク 
（9974） 

東証プライム 

5,310 円 

埼玉県地盤の食品スーパー。徹底した店舗フォーマット、業務運営の標準化を

通じた効率経営が強み。22 年 2 月期通期決算は前年同期比 5.6%増収、9.6%営

業増益。コロナ特需は収束したが、戦略的な売価設定で客数を増やしつつ、PB

拡充、直輸入商品の取り扱い増加などで差別化や粗利益率改善策を図り、お家

芸の生産性向上で利益を確保。今期は収益認識に関する会計基準等適用前の前

期業績に対して 1.4%減収、0.9%営業増益を計画。（多功 毅） 
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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 
 


