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今週の株式相場見通し 

＊日経平均 26,100～27,100 円      TOPIX 1,840～1,900 

＊期待材料 中国都市部ロックダウン緩和 米中期金利の安定 原発再稼働議論の高まり   

＊不安材料 世界経済の減速 インフレ圧力の高まり ウクライナ情勢の泥沼化 

【ダウは 8 週連続下落後に反転】ロシアによるウクライナ侵略が開始された 2 月下旬以降、イ

ンフレ加速懸念や FRB による金融引き締め強化懸念などもあり、下落傾向が続いていた米国株

式市場は、週間で見ると 5 月 20 日までにダウは 8 週連続で下落し 1932 年の世界大恐慌以来の

長期間の下落となった。ナスダック、S&P500も 7週続落となりドットコムバブルが弾けた 2001

年以来の長さとなった。週明け 23 日の米国株式市場は、バイデン大統領がトランプ政権下で発

動された対中関税に関して「引き下げを検討している」と述べたことでインフレ抑制や米中貿

易の拡大への期待から買いが広がったことに加えて、大手銀行 JP モルガンが 22 年 12 月期の

純金利収入見通しを上方修正したことで反発となった。翌 24 日には SNS アプリのスナップが

業績見通しを引き下げ、43%の大幅下落となったことからネット関連株に売りが波及した。25

日水曜日は 5 月の FOMC 議事録が公開され、更なるタカ派姿勢が示唆されなかったことから、

株式市場に買い安心感が広がり、ダウは前週金曜日から 4 日続伸となった。 

【27,000 円の上値の重さを意識】23 日月曜日の日経平均は前週金曜日から続伸となり 27,000

円を回復して取引を終えた。翌 24 日火曜日も米国市場の上昇を受け、27,000 円台でスタート

したが、香港ハンセン指数や上海総合指数が軟調となると、ゼロコロナ政策による中国都市部

のロックダウンの影響が意識されマイナス圏となり結果的に 27,000 円の上値の重さが確認さ

れた。ただ、8 週連続下落となったダウに対し、下値の堅さが出てきている。 

【5 月の新高値は 51 銘柄】また、日経平均は揉みあいだが、採用 225 銘柄のうち 5 月に入り

25 日までに年初来高値を更新した銘柄数は 51 銘柄あり、銘柄ごとの温度差は増している。NTT

や、KDDI などの通信セクターや、鉄道、不動産など内需の一部が人気を集めた。一方で、キヤ

ノンやマツダなども高値を更新するなど円安メリット銘柄も注目されている。当面は、好業績

企業への個別株物色が続くものと思われる。（5 月 26 日現在、志田 憲太郎） 

今週の予定 

 国内 海外 

5/30（月） 決算：東和フードサービス（3329） ［米］休場（メモリアルデー） 

31（火） 4 月鉱工業生産（8:50） 

4 月の有効求人倍率 

MSCI 指数 終値で銘柄入れ替え（日

本企業 22 社が除外） 

［中］5 月製造業・非製造業 PMI（10:30） 

［欧］5 月消費者物価指数（18:00） 

［印］1-3 月期 GDP（21:00） 

［米］5 月消費者信頼感指数（23:00） 

6/1（水） 1 日当たりの入国・帰国者数の上限引

き上げ 

5 月の新車販売台数 

決算：伊藤園（2593）など 

［中］5 月財新製造業 PMI（10:45） 

［米］5 月 ISM 製造業景況指数（23:00） 

［デンマーク］EU 安保政策への参加に道を開く

国民投票 

2（木） 決算：アルチザネット（6778）など ［米］5 月 ADP 雇用統計（21:15） 

3（金） 決算：日本駐車場開発（2353）、アイ

ン HD（9627）など 

［米］5 月雇用統計（21:30） 

［米］5 月 ISM 非製造業景況指数（23:00） 

4（土） 陸上・日本選手権混成競技（～5 日） ［中］天安門事件から 33 年 

5（日） 競馬・安田記念 世界環境デー 

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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【自動化建機・農機、測量機、眼科向け検査機器を展開】人工衛星や機械制御技術を活用し、

建機や農機を非熟練作業者でも運転できるようにする自動化システム、建設業向け測量機に加

えて、眼科向けに3次元眼底像撮影装置、眼底カメラ、検眼システムなどを展開。22年3月期の

セグメント別営業利益計画（調整額控除前）の構成比は建機、農機向け自動化システムのポジ

ショニング事業が57.1%、測量機や国内向け建機、農機向け自動化システムのスマートインフラ

事業が28.8%、眼科向け検査機器などアイケアが15.9%、その他‐1.8%になっている。 

【住宅やインフラ投資が活況】22年3月期通期決算は前年同期比28.5%増収、営業利益は2.4倍に

拡大。欧米の住宅、インフラ投資需要を取り込んだ建機向け自動化システムや測量機の他、眼

科向け検査機器の販売が増加。設計変更や調達力強化などで部材不足の影響を抑え、売上は過

去最高を更新。人手不足や人件費の上昇により欧米で建機や農機の自動化需要が拡大。日本で

も自動化建機、農機の需要が好調で、測量機の販売も拡大しポジショニング事業とスマートイ

ンフラ事業は過去最高の売上を更新。眼科向け検査機器は欧米で複数の大手メガネチェーン店

から大型受注を獲得。遠隔地から視力測定ができるデジタル検眼システムも欧米の大手メガネ

チェーン店向けに販売が好調に推移し、アイケア事業の売上高も過去最高を更新した。 

【インフラ投資やアイケアの需要拡大が継続】今期は前年同期比7.7%増収、13.1%営業増益計

画。建築業界のDX化に向けて先行投資を実施することやサプライチェーンの混乱継続、金利上

昇による住宅市場の減速を想定するが、米国などのインフラ投資増加やアイケア事業の拡大に

より、売上、利益とも過去最高を更新見込み。景気対策に伴う空港や高速道路、橋などインフ

ラ投資の増加や人手不足、燃料高騰による省力化ニーズの拡大により、建機向け自動化システ

ムの需要増が継続。アイケアは高齢化や糖尿病の増加に伴い世界各国で慢性眼疾患が増え、全

自動で検査ができる検査機器に対して欧米メガネチェーン店の需要が増加する見込み。 

 

 

 

 

今週の参考銘柄 トプコン (7732)　東証ﾌﾟﾗｲﾑ
株価 5月26日 1,818 円

21年3月期 22年3月期 23年3月期(予) 株価(5/26) 1,818 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 137,247 -1.2% 176,421 28.5% 190,000 7.7% 時価総額 1,967 億円
営業利益 6,593 22.5% 15,914 141.4% 18,000 13.1% PER(予想) 15.90 倍
経常利益 5,587 93.0% 14,820 165.2% 17,000 14.7% PBR(実績) 2.29 倍
当期純利益 2,376 154.0% 10,699 350.3% 12,000 12.2% ROE(実績) 14.00 %

EPS(円) 22.59 101.71 114.07 配当利回り(予想) 2.20 %
配当金(円) 10 36 40 担当

出所：業績に関する数値は決算短信より

精密機器

松本　直志
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説明会より 

銘柄 

（コード） 

市場 

株価（5/26） 

コメント 

リニカル 
（2183） 

東証プライム 

855 円 

難易度の高い、がん、中枢神経系などを中心に製薬会社の創薬支援事業を展開。

医薬品開発業務受託（CRO）事業が主力。22 年 3 月期通期決算は 12.4%増収、

営業利益は 2.4 倍。日本事業の復調に加えて、欧州・米国事業がコロナ禍前の

成長軌道に回復し大幅増収増益となった。売上は過去最高、営業利益はコロナ

禍前（20 年 3 月期）水準まで回復した。中期経営計画の 23 年 3 月期の売上目

標、25 年 3 月期の営業利益目標を前倒しで達成した。（志田 憲太郎） 

三菱総研 
（3636） 

東証プライム 

4,065 円 

22 年 9 月期 2Q 累計（10-3 月）決算は、会計基準の変更の影響を除く実質で、

前年同期比 9.1%増収、14.6%営業増益となり、過去最高の売上、利益を更新。

官公庁が DX 関連の投資を積極化させており、官公庁向けにコンサルティング

やセキュリティ関係で大型案件を複数受注。民間からも採算の良いコンサルテ

ィング案件が入り、金融・カード向けシステム開発も拡大。脱炭素やスマート

工場・物流など DX 事業に重点投資を行い伸ばしていく方針。（松本 直志） 

エアトリ 
（6191） 

東証プライム 

2,843 円 

22 年 9 月期 2Q 累計（10-3 月）決算は前年同期比 38.6%減収、26.1%営業減益。

前期にあった出資する子会社の上場に伴う増益の反動を除いた事業ベースの

営業利益では実質増益となり、実質過去最高を更新。取扱高は前期比 109%と

増加した。国内旅行はまん延防止の全面解除を受けて回復傾向、感染者減少や、

新たな GoTo キャンペーンなどで更なる需要増を見込む。また海外旅行需要は

底打ちした。下期計画は期初と同様に据え置いたが、GoTo キャンペーン再開、

海外旅行需要の回復などを織り込んではいない。（志田 憲太郎） 

ダイキン 
（6367） 

東証プライム 

19,365 円 

22 年 3 月期通期決算は前年同期比 24.7%増収、32.6%営業増益。半導体不足は

先行調達で影響を最小化。原材料市況の上昇、物流費上昇も戦略的な値上げ、

空気・換気関連新商品の投入を通じた拡販によって 3 度の上方修正数字を上回

る業績着地。今期は 8.7%増収、7.5%営業増益を計画。今期も原材料などの価

格上昇が見込まれる中、コストダウン、値上げなどで吸収する計画。また、半

導体は今期の必要量の調達にはメドがついているとしている。（多功 毅） 

TDK 
（6762） 

東証プライム 

4,310 円 

22 年 3 月期通期決算は前年同期比 28.6%増収、49.4%営業増益。電池や電源な

どのエナジー応用製品は原料高の転嫁までのタイムラグ、パワーセル製品の先

行投資負担によって減益となったが、他のセグメントの収益性が大きく改善。

今期から国際会計基準を適用。国際会計基準に遡及修正した前期決算に対して

15.7%増収、10.9%営業増益を計画。今期もエナジー応用製品を中心に価格転

嫁の遅れが利益の圧迫要因となるが、各製品における拡販効果が利益をけん引

する計画。（多功 毅） 

ウシオ電機 
（6925） 

東証プライム 

1,725 円 

22 年 3 月期通期決算は前年同期比 25.5%増収、営業利益は 17.1 倍に拡大。コ

ロナ禍による落ち込みからシネマプロジェクターの需要が回復。最先端半導体

パッケージ向け露光装置、レーザーテック社のマスク検査装置向け EUV 光源、

半導体露光用 UV ランプなどの販売増も貢献。今期は前年同期比 14.2%増収、

30.1%営業増益計画。シネマプロジェクターの改善継続、最先端半導体パッケ

ージ向け露光装置などの販売増により業績の回復が続く見込み。（松本 直志）  
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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 
 


