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今週の株式相場見通し 

＊日経平均 26,600～28,000 円      TOPIX 1,880～1,970 

＊期待材料 業績上振れ期待 インバウンド回復 中国ロックダウン緩和 インフレリスクの後退 

＊不安材料 世界経済の減速 ウクライナ情勢の泥沼化 原材料・物流費の高騰 

【過度な懸念後退で日米株価は反発】先週の米国株は、米国の物価指数にピークアウトの兆候

が見られたことから過度な金融引き締めへの懸念が後退したことに加えて、世界経済やサプラ

イチェーンに与える影響から懸念の高まっていた上海のロックダウンが 6 月 1 日に解除が決ま

ったことにより底打ち反転の動きとなった。日経平均株価も米国株が下げ止まったことに伴い、

27,000 円の節目を超えたことにより、相場全体が強張っている。 

【日経平均の最初の戻りメドとして 28,000 円前後を想定】相場調整局面における日経平均の戻

りメドとして 200 日移動平均株価を意識するとの市場関係者の意見がある。6 月 1 日において、

200 日移動平均は 27,942 円となっており、同日の日経予想 EPS（大半が個別企業の業績予想

を適用）である 2,080 円程度を基にすると同移動平均は PER13.4 倍に当たる。岸田首相が自民

党総裁に選出された昨年 9 月 29 日から 6 月 1 日までの平均 PER も 13.4 倍であり、バリュー

エーション面で見ても 28,000 円前後は戻りのメドとして意識されるものと思われる。 

【コンセンサス予想への信頼度向上が一段高には必要】今期の会社予想業績は、夏場頃まで半

導体不足の影響が継続すること、長期化するウクライナ情勢に伴う不透明感、部材価格及び物

流費用を中心としたコストアップ、中国のロックダウンによるサプライチェーンや世界経済へ

の影響、さらには米国の金融引き締めなどのリスク要因を利益圧迫要因として保守的に織り込

んでいる。これに対して QUICK コンセンサス予想（アナリスト予想の平均値）は、サプライチ

ェーン問題の緩和、下期にかけて価格転嫁が浸透すること、輸出企業の業績に対する円安の寄

与などを織り込むことで、予想 EPS は 2,230 円程度となっており、日経予想の上振れを想定し

ている。日経平均株価が 28,000 円の水準を上回って上昇するには、上記リスク要因の後退が続

き、コンセンサス予想への信頼度が高まる必要があると思われる。（6 月 2 日現在、多功 毅） 

今週の予定 

 国内 海外 

6/6（月） 決算：モロゾフ（2217）など ［中］5 月財新サービス業 PMI（10:45） 

7（火） 4 月毎月勤労統計（8:30） 

4 月景気先行指数・速報値（14:00） 

［豪］中央銀行、政策金利（13:30） 

［米］4 月貿易収支（21:30） 

8（水） 1-3 月期 GDP 改定値（8:50） 

5 月景気ウォッチャー調査（14:00） 

決算：くら寿司（2695）、ミライアル

（4238）など 

［印］中央銀行、政策金利（13:30） 

［独］4 月鉱工業生産（15:00） 

［英］国際アルツハイマー病学会（～10 日） 

［露］5 月消費者物価指数（25:00） 

9（木） 決算：積水ハウス（1928）、ロック・

フィールド（2910）など 

［中］5 月貿易収支 

［欧］ECB 理事会 

10（金） 外国人観光客の受け入れ大幅緩和 

決算：オハラ（5218）、三井ハイテッ

ク（6966）など 

［中］5 月消費者物価指数（10:30） 

［米］5 月消費者物価指数（21:30） 

［シンガポール］アジア安全保障会議（～12 日） 

11（土） 田中角栄 日本列島改造論刊行 50 年 ［仏］ル・マン 24 時間（～12 日） 

12（日） 福井県大野市、兵庫県加古川市、長

崎県南島原市長選投開票 

［露］ロシアの日 

［仏］国民議会（下院）選第 1 回投票 

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） 



ヤマワ・レポート 
2022年 6月 6日 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 

 

【コングロマリット企業】プレイステーション（以下、PS）を中心としたゲーム事業と、スマ

ホや車載カメラ向けイメージセンサー事業を中心に、「鬼滅の刃」などのヒット作があった音楽

事業、「スパイダーマン」などの映画事業、テレビやカメラなど従来のエレクトロニクス事業な

どを展開しており、20年に金融事業のソニーフィナンシャルを完全子会社化。 

【ゲームは過去最高の売上・利益】ゲーム事業においてPSは、ダウンロードによるゲームのフ

リープレイ、オンラインマルチプレイ、クラウドストレージなどを提供する「PS Plus」を基

盤にプラットフォーム化を進めており、ゲーム事業の22年3月期は売上、営業利益ともに過去最

高を更新した。PS5は、コロナ禍におけるサプライチェーン問題の影響を受け出荷台数が伸び悩

んだが、PS4がオンラインのゲーム販売やサブスク加入に貢献した。PS5の生産に関しては今期

から部品供給に一定の目途がついたとして生産台数を1,800万台（前期は1,150万台）に増加さ

せる計画で、23年度以内にPS4の累計台数を追い抜くとの見通しを示した。 

【センサーは大型化で増収増益】イメージセンサー事業は、米政府が中国ファーウェイを禁輸

対象にした影響でスマホ向け画像センサーの出荷が21年3月期に急減したが、スマホ搭載カメラ

の高精細化によりセンサーが大型化され、23年3月期は、出荷数は微増ながら単価上昇により大

幅増益計画。ソニーは、スマホ搭載カメラが24年に静止画で一眼カメラの画質を超えるとの見

通しを示しており、イメージセンサーの更なる大型化を見込んでいる。また車載向けイメージ

センサーは25年度に向け、年率平均21%の成長を見通しており、長崎工場を拡張するなど生産

体制を増強している。スマホ事業の構造改革などを実施し利益率が向上したエレクトロニクス

事業の増収増益やヒット作のあった音楽、映画事業などに支えられてきたが、今期は減益予想

ながら、PS5の部材調達に目途がたったこと、イメージセンサーが数量微増ながら単価上昇によ

り大幅増益計画となったことで、更なる成長局面となることに期待したい。 

 

 

 

 

 

今週の参考銘柄 ソニーグループ (6758)　東証ﾌﾟﾗｲﾑ
株価 6月2日 11,975 円

21年3月期 22年3月期 23年3月期(予) 株価(6/2) 11,975 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 8,998,661 - 9,921,513 10.3% 11,400,000 14.9% 時価総額 151,015 億円
営業利益 955,255 - 1,202,339 25.9% 1,160,000 -3.5% PER(予想) 17.80 倍
税引前利益 997,965 - 1,117,503 12.0% 1,130,000 1.1% PBR(実績) 2.07 倍
当期純利益 1,029,610 - 882,178 -14.3% 830,000 -5.9% ROE(実績) 12.76 %

EPS(円) 836.75 711.84 - 配当利回り(予想) - %
配当金(円) 55 65 - 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（6/2） 

コメント 

デジタル 
ハーツ HD 
（3676） 

東証プライム 

1,754 円 

22 年 3 月期通期決算は前年同期比 28.7%増収、41.5%営業増益となり、売上、

営業利益とも過去最高を更新。ゲーム機向け新規タイトルの開発活発化が追い

風になりゲームの不具合検出が好調に推移。提案力強化で新規顧客の獲得が進

んだシステムテスト、受託開発・セキュリティなどの IT サービスの売上も拡大

し M&A も貢献。今期は前年同期比 21.7%増収、21.8%営業増益計画。DX 加速

に伴いシステムテストや IT サービスの需要拡大が続く見込み。（松本 直志） 

早稲田 
アカデミー 
（4718） 

東証プライム 

1,142 円 

22 年 3 月期通期決算は前年同期比 12.2%増収、71.2%営業増益、最終利益は

2.1 倍。売上・利益に加え、小学部がけん引し塾生数も過去最高を更新した。

増収は 11 期連続。今期開設した豊洲、品川は満席。今期は前期比 8.6%増収、

18.0%営業増益、17.6%最終増益計画。併せて中期経営計画における経営目標

を引き上げた。小学校低学年の塾生数が大きく増加、継続受講により高学年も

今後増えていく見通し。コロナ禍で公立校が一斉休校した影響で私立校が人気

化し中学受験が増えたことも追い風に。（志田 憲太郎） 

日本ピラー 
工業 

（6490） 

東証プライム 

2,958 円 

22 年 3 月期通期決算は前年同期比 34.7%増収、営業利益は 2.4 倍、営業利益率

は 28.0%となり、売上高、営業利益とも過去最高を更新。電子機器関連事業で

は高シェアの半導体洗浄装置向け継手の拡販、産業機器関連は半導体製造装置

向けメカニカルシールの拡販及び高収益な補修事業が寄与。今期は 8.2%増収、

3.6%営業増益を計画。引き続き半導体製造装置向けに高水準な売上高・受注高

の継続を想定する一方、原材料高の影響を織り込んでいる。（多功 毅） 

日本光電 
（6849） 

東証プライム 

3,030 円 

病院の検査室で使われる機器、手術室などで使われる機器が主力の医療機器メ

ーカー。22 年 3 月期通期決算は 11 月に上方修正した計画に対し上振れ着地。

消耗品などがコロナ禍から回復したことに加え、変異株の感染拡大でコロナ関

連需要が期初の想定を上回った。今期は半導体など調達難や国際情勢に加えて

コロナ関連特需の剥落により 53.1%最終減益計画。ただ、コロナ特需剥落の影

響を除くと、国内、海外ともに成長する見通し。（志田憲太郎） 

いすゞ 
（7202） 

東証プライム 

1,608 円 

22 年 3 月期通期決算は前年同期比 31.8%増収、95.5%営業増益。海外を中心と

した拡販、円安効果、原価低減が増益に寄与。今期は 19.3%増収、6.8%営業増

益を計画。原材料価格上昇の影響を受けるが、半導体不足の影響については、

タイのピックアップトラックは解消、国内商用車向けは下期から正常化を見込

む。拡販効果及び、円安効果や値上げを見込み過去最高の売上、営業利益を計

画している。（多功 毅） 

A&D ホロン 
HD 

（7745） 

東証プライム 

985 円 

22 年 3 月期通期決算は前年同期比 6.8%増収、24.8%営業増益。売上、営業利

益ともに過去最高を更新。製造業の投資意欲が回復し、EV 向け二次電池など

製造業の生産設備で使われる計量機器や、EV など自動車開発向け計測・制御・

シミュレーションなどの需要が回復。今期は前年同期比 4.0%増収、9.2%営業

増益計画。半導体フォトマスク向け寸法測定装置で次世代機を投入すること

や、EV 関連投資の拡大に伴い計量機器の拡大が継続する見込み。（松本 直志）  
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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 
 


