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今週の株式相場見通し 

＊日経平均 25,500～27,100 円      TOPIX 1,820～1,910 

＊期待材料 岸田首相の投資優遇政策 企業の積極投資と株主還元強化 中国経済対策  

＊不安材料 インフレと金融引き締め加速 世界経済減速 ウクライナ情勢の一段の混迷  

【リスクオフムード継続】引き続き株式市場は軟調な展開が続いている。インフレ鎮静化を目

的とした米国の金融引き締め加速による流動性低下やバリュエーション下押し圧力への警戒、

ウクライナ情勢に加えて上海のロックダウンに起因するサプライチェーンの混乱や世界経済減

速への懸念、さらには、景気減速とインフレ及び金融引き締めが並行するスタグフレーション

リスクが、市場で強く意識されている。これら、懸念材料が軽減しないと、急落後の反発も「戻

り売り」に押し戻される状況が継続するものと思われる。これら懸念材料のうち、米国の利上

げと量的引き締めは、しばらくは継続することが確実で、また、ウクライナ情勢についても短

期収束は見通し難い状況である。一方で、上海のロックダウンについては 4 月末から一部の工

場で稼働が再開するなど明るい兆しもある。また、中国の李克強首相は 11 日に開催された常務

会議において、雇用と経済の安定化のために財政・金融政策を活用するよう発言している。新

型コロナの国内感染終息が当面、優先されるのであろうが、過去の中国における政策を踏まえ

ると、景気対策に舵を切った時には急速に需要が立ち上がる傾向がある。中国の経済対策によ

って、徐々に世界経済減速懸念が後退し、株式市場も落ち着きを取り戻す展開を期待したい。 

【日本企業のアニマルスピリッツ復活に期待】岸田首相は英国の金融街であるシティにおいて

海外の投資家などに向けて講演を行い、「インベスト イン キシダ（岸田）」と日本への投資を

呼びかけ、目標として「貯蓄から投資へのシフトを大胆・抜本的に進め、投資による資産所得

倍増を実現する」と述べた。従来、意欲を示していた政策が反証券投資とも受け取られかねな

いものであっため、今後の政策への反映を見極めたい。もっとも、貯蓄から投資に抜本的に資

金シフトを進めたとしても、肝心の投資先企業が成長のために積極投資しつつ、資本効率を高

めるために選択と集中を図るなどの企業価値向上の努力を怠るならば、資産所得倍増など不可

能であろう。日本企業の中にも、インフレ局面において過剰に資金をため込まず、積極的に投

資を図る企業もある。失われた 40 年としないためにも、今次の世界的な株価調整局面を好機と

し、M&A などの積極的な攻めの投資が拡がることを期待したい。（5 月 12 日現在、多功 毅） 

今週の予定 

 国内 海外 

5/16

（月） 

決算：三菱 UFJFG（8306）、光通信

（9435）など 

［中］4 月鉱工業生産（11:00） 

［中］4 月小売売上高（11:00） 

17（火） 3 月第三次産業活動指数（13:30） 

決算：イチケン（1847） 

桜田経済同友会代表幹事会見 

自民党安倍派パーティー 

［米］4 月小売売上高（21:30） 

［米］4 月鉱工業生産（22:15） 

［スウェーデン］サウリ・ニーニスト フィンラン

ド大統領公式訪問（～18 日） 

18（水） 決算：アーレスティ（5852）、うかい

（7621）など 

［米］4 月住宅着工件数（21:30） 

［独］G7 財務相・中央銀行総裁会議（～20 日） 

19（木） 3 月機械受注（8:50） ［米］4 月中古住宅販売件数（23:00） 

20（金） 4 月全国 CPI（8:30） ［欧］5 月消費者信頼感（23:00） 

21（土） サッカー天皇杯全日本選手権開幕 ［豪］連邦議会総選挙 

22（日） バイデン米大統領来日（～24 日） ［スイス］世界経済フォーラム年次総会（～26 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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【カーナビに強み ドラレコ事業を強化】ビクターとケンウッドが統合。ドライブレコーダー、

カーナビなどのモビリティ&テレマティクス（M&T）事業が主力で22年3月期の売上構成比58%

を占める。ヘッドホンやオーディオ、ポータブル電源などのメディアサービス（MS）が19％、

業務用無線機、監視カメラなどのパブリックサービス（PS）が21％。その他が2％。24年3月期

を最終年度とした経営目標として売上3,200億円以上、コア営業利益120億円以上、ROE10％以

上などを目指している。 

【4Qにフル生産へ回復】22年3月期通期決算は前年同期比3.1%増収の2,821億円、85.0%営業増

益の91億円、最終利益は2.7倍の59億円だった。半導体などの部品供給不足の影響を大きく受け

たが、4Q（1-3月）に大幅に生産を回復し増収の計画を達成した。営業利益は子会社売却や金融

資産評価益など34億円を計上しており、大幅増となっている。本業の儲けを示すコア営業利益

は71億円と前年同期比5.3％減となったが、工場の国内回帰や不足部品に対応した設計変更、新

商品の投入などの対策で、3Q累計（4-12月）までの落ち込みから大幅に回復した。 

【工場の国内回帰】国内生産回帰については、長野工場を中心に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の生産を1日当

たり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導入によ

り9名で行える体制を構築した。自動化生産開始で営業利益率が高まっており、今後は山形、長

岡工場にも広げていく。23年3月期通期決算は前年同期比6.3%増収、11.6%営業減益、31.9%最

終減益の計画。前期に子会社売却益など34億円を計上した反動で営業減益見通しだが、主力の

カーナビ、ドラレコなどが伸び、中国のロックダウンに伴う部材調達難を一定程度織り込みつ

つも、コア営業利益では33.8%増加の見込み。製造の国内回帰により自動車メーカーへの納入で

物流時間減となり、急な増産へも対応が可能になることから競争力の向上にも期待したい。 

 

 

 

 

今週の参考銘柄 ＪＶＣケンウッド (6632)　東証ﾌﾟﾗｲﾑ
株価 5月12日 191 円

21年3月期 22年3月期 23年3月期(予) 株価(5/12) 191 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 273,609 -6.1% 282,088 3.1% 300,000 6.3% 時価総額 313 億円
営業利益 4,893 19.9% 9,054 85.0% 8,000 -11.6% PER(予想) 7.80 倍
税引前利益 4,533 57.6% 8,515 87.8% 7,000 -17.8% PBR(実績) 0.39 倍
当期純利益 2,154 125.8% 5,873 172.6% 4,000 -31.9% ROE(実績) 8.15 %

EPS(円) 13.14 35.89 24.47 配当利回り(予想) 3.66 %
配当金(円) 5 6 7 担当

出所：業績に関する数値は決算短信より

電気機器

志田　憲太郎
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説明会より 

銘柄 

（コード） 

市場 

株価（5/12） 

コメント 

東京エレクト
ロンデバイス 
（2760） 

東証プライム 

5,520 円 

22 年 3 月期通期決算は前年同期比 25.6%増収、58.2%経常増益。産業機器や車

載機器、通信基地局、PC サーバーなど幅広い分野で、テキサスインスツルメ

ンツなど海外製半導体の販売が好調に推移。23 年 3 月期も半導体の需要増が続

き前年同期比 11.2%増収、16.2%経常増益計画。半導体メーカーの増産により

下期には半導体の需給が緩和してくるとしており、調達難の改善が進むことで

半導体の販売拡大につながることが期待される。（松本 直志） 

信越化学 
（4063） 

東証プライム 

17,660 円 

22 年 3 月期通期決算は前年同期比 38.6%増収、72.4%営業増益、営業利益率

32.6%の着地。今期業績予想は非開示とし、可能となった時点で速やかに開示

するとしているが、例年 1Q 決算に合わせて発表を行っている。決算発表に合

わせて 1,000 億円を上限とする自己株の取得を発表。会社側は極めて高水準で

あった米国塩ビ事業の 4Q（10-12 月連結）に対して 1Q（1-3 月連結）は定期

修繕があったにも関わらず、前四半期比で一段と好成績と説明。（多功 毅） 

JFE HD 
（5411） 

東証プライム 

1,503 円 

22 年 3 月期通期決算は前年同期比 35.3%増収の 4 兆 3,651 億円、最終損益は

2,881 億円に黒字転換しリーマンショック以降で最高益となった。コスト上昇

はあったが、堅調な鋼材需要と販売価格改善により鉄鋼事業を中心に大幅回復

となった。3Q（10-12 月）と比べ鉄鉱石の評価益が減少したが、販売価格が改

善された。23 年 3 月期通期決算見通しは、原材料価格の乱高下や今後の鋼材価

格の動向が不透明なことから非開示としている。自動車生産は回復傾向だが速

度は緩やか、海外は需要の回復基調の継続を見込んでいる。（志田 憲太郎） 

富士電機 
（6504） 

東証プライム 

5,560 円 

22 年 3 月期通期決算は前年同期比 3.9%増収、54.0%営業増益となり最高益を

更新。電動車向けパワー半導体や FA製品、データセンター/半導体工場向け施

設・電源の拡大、自販機など食品流通事業の回復が貢献。23 年 3 月期は前年同

期比 5.5%増収、9.6%営業増益計画。原材料価格高騰の影響は値上げとコスト

ダウンで吸収。好調なパワー半導体は設備投資を前年の 419 億円から 717 億円

へ増やし、主力ラインの生産能力を 1.5 倍に増やす方針。（松本 直志）  

三菱自動車 
（7211） 

東証プライム 

361 円 

22 年 3 月期通期決算は前年同期比 40.1%増収、営業利益は 873 億円の黒字転

換（前期は 953 億円の赤字）。ASEAN や北米、豪州・NZ での販売回復、製品

構成の改善、対ドル・バーツを中心とした為替メリットが収益改善に寄与。今

期は 12.3%増収、3.1%営業増益を計画。部材価格上昇、ロシア向けの出荷停止、

欧州市場での戦略的な縮小の影響を見込む一方、ASEAN を中心とした拡販、

対ドル、豪ドルを中心とした円安効果を見込んでいる。（多功 毅） 

JAL 
（9201） 

東証プライム 

2,105 円 

22 年 3 月期通期決算は前年同期比 41.9%増収、最終損益は 1,776 億円の赤字。

前期比では赤字幅は縮小したが、3Q 累計（4-12 月）より赤字拡大した。23 年

3 月期通期見通しは 103.6%増収、最終損益は 450 億円の黒字化。コロナ禍前

の 20 年 3 月期に対して国際線は年平均で 45%程度、国内線は 90%程度に回復

する計画。今期中の復配を目指す。同時に発表した中期経営計画では、最終年

度の 26 年 3 月期に EBIT1,850 億円以上を目標としている。（志田 憲太郎） 
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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 
 


