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今週の株式相場見通し 

＊日経平均 25,800～26,800 円      TOPIX 1,830～1,890 

＊期待材料 企業業績の拡大 物価上昇ペースの鈍化 国内の原発再稼働 

＊不安材料 中国ロックダウンの拡大  米国の金融引き締め強化 ウクライナ情勢の激化 

【中国の景気悪化と米企業の軟調決算】5 月 3～4 日に開催される FOMC における米金融引き

締めの加速懸念や、長期化するロシアのウクライナ侵略などにより日米ともに上値の重い展開

が続いている。また新型コロナウイルスの感染防止対策で上海や近隣の都市部をロックダウン

している影響で、中国の 4 月の石油需要が大幅な落ち込み見通しと報じられたことが景気減速

懸念となってきている。米国では、22 日金曜日に病院運営の HCA ヘルスケアや、通信大手ベ

ライゾンが見通しを下方修正し大幅安したことで、決算発表本格化を前に業績悪化懸念が全体

に広がり、全面安の展開。25 日月曜日の日経平均も 514.48 円安の 26,590.78 円となった。 

【原油価格が下落】週明けの米国市場は、上海などのロックダウンによる需要減で、WTI 原油

先物が 1 バレル 100 ﾄﾞﾙを割り込んだことに加え、景気悪化懸念により米債券が買われたこと

で長期金利が低下、バリュエーションが高いが、不況に強いとされる米大手ハイテク株へ押し

目買いが入り上昇に転じ、翌 26 日の日経平均は小反発した。 

【中国の都市封鎖拡大懸念】26 日火曜の NY 市場はロックダウンが北京にも広がるのではない

かとの懸念に加え、FOMC が近づき警戒感から再度、株式市場は売りが先行、翌日の日経平均

も 26,000 円台前半水準の推移となっている。28 日の日銀金融政策決定会合、5 月 4 日の FOMC

の結果や本格化する決算発表を控え変動率の高い市場が続いている。指数は金融政策や地政学

的情勢、それに伴う要人発言に左右される展開は続くと思われ見極めが難しい状況となってい

る。決算発表が本格化することもあり、全体を見るより、企業業績に焦点を当てた「森より木」

を見る個別物色の投資判断が大切になるものと思われる。（4 月 27 日午前現在、志田 憲太郎） 

今週の予定 

 国内 海外 

5/2（月） 決算：双日（2768）、三井物産（8031）など ［米］4 月 ISM 製造業景況指数（23:00） 

3（火） 憲法記念日 ［米］FOMC（～4 日） 

4（水） みどりの日 ［米］ 4月 ISM非製造業景況指数（23:00） 

5（木） こどもの日 ［中］4 月財新サービス業 PMI（10:45） 

6（金） 決算：JFEHD（5411）、丸紅（8002）など ［米］4 月雇用統計（21:30） 

7（土） 陸上・日本選手権 1 万メートル 世界エイズ孤児デー 

8（日） 大相撲、夏場所(～22 日） ［中］香港特別行政区行政長官選挙 

9（月） 決算：日本郵船（9101）、川崎汽船（9107）

など 

［中］4 月貿易収支 

［露］旧ソ連による対独戦勝記念日 

10（火） 決算：ソニーG（6758）、任天堂（7974）など ［韓］ユン新政権発足 

11（水） 決算：武田薬品（4502）、ブリヂストン（5108）、

トヨタ（7203）など 

［中］4 月消費者物価指数（10:30） 

［米］4 月消費者物価指数（21:30） 

12（木） 4 月景気ウォッチャー調査（14:00） 

決算：ソフトバンク G（9984）など 

［米］4 月生産者物価指数（21:30） 

［米］ASEAN 特別首脳会議（～13 日） 

13（金） 決算：東芝（6502）、みずほ FG（8411）など ［露］1-3 月期 GDP（25:00） 

14（土） 体操 NHK 杯（～15 日） ［パラグアイ］独立記念日 

15（日） 沖縄返還（本土復帰）から 50 年 国際家族デー 

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） 



ヤマワ・レポート 
2022年 5月 2日、9日合併号 調査室 

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。 

2 

 

【中古マンションの販売、賃貸業を展開】主に賃貸中のファミリー向け中古マンションを1室 

単位で購入し、物件保有中は入居者から賃貸収入を得て、入居者の退去後はリフォームをして

売却している。居住者がいることで売りにくい賃貸中物件の方が、売りやすい空室物件よりも

買い手が少なく、取引価格が低い傾向があり利益を確保しやすい。膨大な査定や取引をミスな

く行う必要があり、同様のビジネスを大規模に展開する企業は他になく差別化ができている。 

21年11月期のセグメント別売上総利益（評価損除く）の構成比は中古マンション売買が60.3%、

中古マンション賃貸が32.1%、不動産コンサルティングなどその他が7.6%になっている。 

【中古マンションの販売が好調】22年11月期1Q（12-2月）決算は前年同期比28.5%増収、88.3%

営業増益となり、1Qとして売上、利益とも過去最高を更新。中古マンションの販売戸数が前年

同期比22.8%増の339戸に拡大したことや、新築マンション価格の上昇に伴い中古マンションに

対する需要が増加しており、利益にこだわった販売戦略を実行したことで、営業利益率が前年

1Qの11.6%から17.0%へ上昇し大幅増収増益を達成。 

【中古マンション市場の活況継続により再度の上方修正を期待】中古マンションの販売利益率

が期初想定を上回ったことから通期計画を上方修正したが、2Q（3-5月）の営業利益率は9.9%、

下期（6-11月）は10.3%と、2Q以降の中古マンション市況を慎重に想定した計画にとどめてい

る。開発に適した用地の減少や賃貸マンション、ホテルなどとの用地取得競争の激化などによ

り、新築マンションが供給しにくい状況にあり、2Q以降も中古マンション市況は好調に推移す

ることが見込まれ、再度の上方修正が期待される。また、ロシアによるウクライナ侵攻に伴う

資源価格高騰やサプライチェーンの混乱、円安などによりマンションの建設費が高騰し、新築

マンション価格は来年に向けて一段と上昇することが見込まれる。中古マンションの需要増、

価格上昇も継続することが見込まれ、今後の業績拡大余地は大きいものと思われる。 

 

 

 

 

今週の参考銘柄 ｽﾀｰﾏｲｶHD (2975)　東証ﾌﾟﾗｲﾑ
株価 4月27日 1,538 円

20年11月期 21年11月期 22年11月期(予) 株価(4/27) 1,538 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 39,568 23.0% 36,897 -6.8% 47,410 28.5% 時価総額 296 億円
営業利益 3,281 -9.5% 4,286 30.6% 5,643 31.7% PER(予想) 7.60 倍
経常利益 2,496 -14.7% 3,688 47.7% 4,916 33.3% PBR(実績) 1.16 倍
当期純利益 1,729 -14.5% 2,402 38.9% 3,385 40.9% ROE(実績) 11.76 %

EPS(円) 94.86 130 183.14 配当利回り(予想) 2.47 %
配当金(円) 32 33 38 担当

出所：業績に関する数値は決算短信より

不動産業

松本　直志
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説明会より 

銘柄 

（コード） 

市場 

株価（4/27） 

コメント 

コーエー 
テクモ HD 
（3635） 

東証プライム 

4,170 円 

22 年 3 月期通期決算は 1 月発表の計画に対し 2.5%増収、9.6%営業増益、11.9%

経常増益、10.5%最終増益の上振れ着地だった。当期純利益は 12 期連続の増益

を達成。国内、中国でモバイルゲームが好調に推移した。今期は年度を跨いだ

大型タイトルの開発費や、中国事業を保守的に見積もり増収減益の計画。ただ、

中期経営計画の利益目標を初年度で達成したことから、新しい中期経営計画を

発表。24 年度に営業利益 400 億円を目指す。（志田 憲太郎） 

中外製薬 
（4519） 

東証プライム 

3,906 円 

22 年 12 月期 1Q（1-3 月）決算はコアベースでは、前年同期比 59.1%増収、51.2%

営業増益、45.9%最終増益。コロナ治療薬「ロナプリーブ」の政府納入に加え

ロシュ向け輸出拡大により大幅な増収増益となったが、会社想定通りで通期見

通しは据え置いた。IFRS ベースでは、当社とアレクシオン・ファーマとの訴

訟和解金 919 億円などを売上収益、営業利益に計上している。コアベースの進

捗率は売上が 23.4%、営業利益は 22.5%。開発状況では、3 月にアトピー性皮

膚炎に伴う痒みを抑える治療薬「ミチーガ」が承認を取得した。（志田 憲太郎） 

ディスコ 
（6146） 

東証プライム 

32,000 円 

22 年 3 月期通期決算は前年同期比 38.8%増収、72.3%営業増益となり、売上、

利益ともに過去最高を更新。ロジックやメモリ、パワー半導体、パッケージな

どで顧客の投資意欲が強く、半導体ウエハ切断・研削装置、消耗品ともに高水

準の出荷が継続。4Q（1-3 月）の受注高は 3Q（10-12 月）比小幅減の約 785

億円となったが、引き合いに減速感はなく高水準で推移。顧客からの要求をこ

なし切れていない状況にあり、今期も業績は堅調に推移することが見込まれ

る。（松本 直志） 

ローツェ 
（6323） 

東証プライム 

11,310 円 

22 年 2 月期通期決算は前年同期比 31.9%増収、69.7%営業増益となり、売上、

利益ともに過去最高を更新。米国の半導体製造装置大手アプライドマテリアル

ズや中国の製造装置メーカー、台湾ファウンドリなどに向けてウエハ搬送装置

が好調に推移。市場拡大に加えて、製品の性能が評価されシェアアップも進展。

ピークアウト感はなく強い引き合いが続いており、今期は前年比 2.1 倍となる

54.5 億円の設備投資を行い、生産体制の強化を進める方針。（松本 直志）  

日本電産 
（6594） 

東証プライム 

8,429 円 

22 年 3 月期通期決算は前年同期比 18.5%増収、7.2%営業増益だが、計画に対

しては営業利益で 9.7%の未達。原材料価格上昇、部材調達難、先行投資負担

などにより精密小型モータ、車載事業が苦戦。今期は 9.5%増収、22.5%営業増

益を計画。価格転嫁、前期に発生したベトナムロックダウン対応コストの反動

などが増益要因になるものと思われる。業績、株価水準への不満から創業者の

永守会長が CEO に復帰。23 年 4 月に社名をニデックに変更予定。（多功 毅） 

日東電工 
（6988） 

東証プライム 

8,360 円 

22 年 3 月期通期決算は前年同期比 12.1%増収、41.0%営業増益。4Q は構造改

革費用を計上したことに加えて、核酸医薬受託製造の原材料の供給問題で減速

したが、これを除くと高精度基板を中心に好調に推移。今期は 1 ドル 112 円を

前提に 3.1%増収、5.9%営業増益を計画。核酸医薬の原材料問題は解消し 1Q

で挽回するとしており、また、高収益の高精度基板中心とした拡販を見込んで

いる。対ドル感応度は 1 円の円安で 30~35 億円の増益要因。（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 
 


