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今週の株式相場見通し 

＊日経平均 27,400～28,500 円      TOPIX 1,920～1,990 

＊期待材料 経済活動の制限緩和の進展 日本の景況感回復 夏のバカンス需要の盛り上がり  

＊不安材料 FOMC に伴う相場変動 米国経済の急減速 インフレピークアウト時期の後ずれ 

【米国株は膠着感が強まる展開を想定】インフレや金利上昇のピークアウト感から、5 月 20 日

を底に米国株は反発局面に入っている。ただ、6月 8日時点で S&P500の 22年予想 PERは 18.0

倍と、米国の 10 年債利回りが 3%付近にあった 18 年の予想 PER の平均値 17.2 倍を上回って

おり、割安感のない水準へ上昇している。また、住宅ローン金利や住宅価格の上昇から住宅販

売に急ブレーキがかかり、インフレ進行に伴い個人消費にも減速感が出ており、米国株に戻り

余地はあまりないものと思われる。とは言え、景気後退にはまだ距離があり、米国株をさらに

売り込むのも難しいと思われ、今後の米国株は膠着感が強まる展開になることが見込まれる。 

【経済活動の再開に伴い日本株は戻りを試す展開を期待】日本株は米国株に比べて PER 面など

で割安感があるうえ、新型コロナの感染拡大が落ち着き、経済活動の制限緩和が進んでいるこ

とで、景況感が回復しつつある。また、中国上海のロックダウン解除に伴う中国景気の持ち直

しや輸出企業にとって円安も追い風となり、米国株が大きく下振れすることがなければ、日本

株は戻りを試す展開になることが期待される。水準訂正が進んできた銘柄もあるが、半導体関

連の A&D ホロン HD やトレックスセミコン、東京エレクトロンデバイス、産業機器のダイヘン、

シンフォニアテクノロジー、京三製作所の他、電子部品、機械などで、業績好調にもかかわら

ず PER や PBR、配当利回り面で割安感がある銘柄が引き続き散見され、物色も集まりつつあ

る。今後も割安感の解消が進むことが期待される。また、経済活動が活発化しつつあり、百貨

店やレジャー関連、イベント関連、小売り、飲食店などで月次売上が大きく回復した企業が増

えている。特に、居酒屋や鉄道など新型コロナ禍前の株価水準をまだ回復していない銘柄につ

いては戻り余地が大きいものと思われ注目したい。昨年は新型コロナのデルタ株が流行し経済

活動が秋口頃まで低調だったことから、6 月以降も前年比で高水準な月次売上が発表されるも

のと思われ、経済再開関連銘柄にとって株価の支援材料になろう。（6 月 9 日現在、松本 直志） 

今週の予定 

 国内 海外 

6/13

（月） 

決算：神戸物産（3038）、エイチ・ア

イ・エス（9603）など 

［英］4 月 GDP（15:00） 

［印］5 月消費者物価指数（21:00） 

14（火） 決算：サトウ食品（2923）、ヤーマン

（6630）、ビジョナリーHD（9263）

など 

［欧］6 月 ZEW 景気期待指数（18:00） 

［米］5 月生産者物価指数（21:30） 

［米］FOMC（～15 日） 

15（水） 通常国会会期末 

千葉県民の日 

4 月機械受注（8:50） 

決算：コーセル（6905）など 

［中］5 月鉱工業生産（11:00） 

［中］5 月小売売上高（11:00） 

［中］5 月固定資産投資（11:00） 

［米］5 月小売売上高（21:30） 

16（木） 5 月貿易統計（8:50） 

日銀金融政策決定会合（～17 日） 

［英］中央銀行、政策金利（20:00） 

［米］5 月住宅着工件数（21:30） 

17（金） 会社四季報夏号（2022 年 3 集）発売 ［米］5 月鉱工業生産（22:15） 

18（土） 体操・全日本種目別選手権（～19 日） 世界スシの日 

19（日） 東京都杉並区長選投票（翌日開票） ［コロンビア］大統領選挙決選投票 

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） 
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【グローバルニッチトップ戦略を標榜】自動車、スマホをはじめ、様々な製品の製造工程で使

用されるテープ類、液晶や有機ELディスプレイに使われるフィルム、HDDやスマホ向けのプリ

ント回路、海水の淡水化に使われるRO膜などを製造・販売。独自技術で差別化を図り高シェア

の獲得を目指す「グローバルニッチトップ」戦略を経営の柱に据えている。近年は核酸医薬の

受託製造及び創薬事業にも注力している。核酸医薬事業は、足下では新型コロナワクチンの免

疫補強剤の需要が伸びている。 

【今期業績予想は保守的な印象】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(1-3月)にメンブレン事業の構造改革費用計上（計画外で50億円弱の発生とコメント）、核酸

医薬受託製造の原材料供給問題による影響を受けたが、これら特殊要因を除くと、スマホ向け

高精度基板を中心に好調に推移した。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にメドがついており、1Q（4-6月）で挽回するとしている。会

社側は核酸医薬の新規設備稼働に伴うコストの発生、創薬事業におけるロイヤリティー収入の

減少などを見込んでいるが、高収益の高精度基板を中心に保守的な計画と思われる。他にも、

ドルの変動に伴う営業利益の感応度は1円の円安で30億円から35億円の増益要因となるため、直

近の1ドル130円程度の為替水準であれば、円安による利益の押し上げ効果も期待される。 

【高精度基板と核酸医薬の成長に期待】スマホ向け高精度基板は、現状においては供給能力の

問題などから北米の大手スマホメーカー1社向けの供給に留まっているが、生産能力増強に伴

い、顧客層拡大が進むことが期待される。核酸医薬の受託製造事業は、現状では製薬メーカー

の開発中の薬品が中心となっているが、今後は商業生産に移行する薬品が増加することで受託

数量の一段の成長が期待される。また、自社で開発を進める肺繊維症や変異がんなどの自社創

薬事業の進展にも期待したい。 

 

今週の参考銘柄 日東電工 (6988)　東証ﾌﾟﾗｲﾑ
株価 6月9日 9,820 円

21年3月期 22年3月期 23年3月期(予) 株価(6/9) 9,820 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 761,321 2.7% 853,448 12.1% 880,000 3.1% 時価総額 14,706 億円
営業利益 93,809 34.5% 132,260 41.0% 140,000 5.9% PER(予想) 14.50 倍
税引前利益 93,320 35.2% 132,378 41.9% 140,000 5.8% PBR(実績) 1.76 倍
当期純利益 70,235 48.9% 97,132 38.3% 100,000 3.0% ROE(実績) 12.64 %

EPS(円) 472.71 656.31 675.61 配当利回り(予想) 2.44 %
配当金(円) 200 220 240 担当

出所：業績に関する数値は決算短信より

化学

多功　毅
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説明会より 

銘柄 

（コード） 

市場 

株価（6/9） 

コメント 

アース製薬 
（4985） 

東証プライム 

5,240 円 

今期より「収益認識に関する会計基準」等を適応するため、仕入れ販売分は利

益のみ計上となり売上で 378 億円減少、また販促費の大半が売上から控除され

ることで 182 億円の減少、合わせて会計上 560 億円の売上が減少効果となる。

この分を差し引くと今期通期計画は増収予想。利益への影響は軽微だが、費用

計上のタイミング変更で、毎期 4Q（10-12 月期）に計上していた費用が分散し、

四半期ごとの利益が平準化する。このため、1Q（1-3 月期）の営業利益は前年

同期比大幅減益だが、通期営業利益計画に変更はない。（志田 憲太郎） 

オカダ 
アイヨン 
（6294） 

東証プライム 

1,575 円 

22 年 3 月期通期決算は前年同期比 15.4%増収、28.7%営業増益。売上は国内で

はグループ初の単独展示会開催によって圧砕機の受注が大きく拡大したうえ、

林業機械も堅調に推移。海外では経済活動再開が進んだ北米、販売店網拡充が

進む欧州、現地ニーズに応じた製品を投入したアジアで好調に推移。今期は

5.9%増収、12.9%営業増益を計画。4 月受注分からの値上げ効果、林業機械の

子会社とのシナジー効果を見込んでいる。13 期連続増配を計画。（多功 毅） 

アネスト岩田 
（6381） 

東証プライム 

906 円 

22 年 3 月期通期決算は前年同期比 19.0%増収、38.8%営業増益。コロナ禍での

対面営業制限が塗装設備の受注に影響を与えているが、中国向け汎用圧縮機、

欧州を中心としたスプレーガンなどが好調。今期は 3.9%増収、2.5%営業増益

を計画。原材料高、物流費上昇は製品価格に転嫁する方針であるが、上海ロッ

クダウン、半導体・電子部品の調達に関する不透明感があり、会社側は慎重に

想定したと説明している。（多功 毅） 

富士通 
（6702） 

東証プライム 

18,995 円 

22 年 3 月期通期決算は、一過性損益を除いた本業ベースの営業利益が前年同期

比 11.4%増加。システム開発業務の生産性改善や子会社の新光電工の業績拡大

が貢献。今期は DX ビジネスの拡大や採算性改善などがけん引し、本業ベース

の営業利益が前年同期比 41.5%増の計画。クラウド経由で高性能コンピュータ

や量子コンピューティング技術を利用できる新サービスを 10 月から開始する

予定で、DX ビジネスの取り込みに寄与することが期待される。（松本 直志） 

横河電機  
（6841） 

東証プライム 

2,419 円 

22 年 3 月期通期決算は前年同期比 4.2%増収、2.9%営業減益、受注は 18.2%増。

ロシア関連の引当金により減益になったが、化学プラントや石油・ガス下流（精

製、販売、輸送）工程向け生産制御システム、工業計器などが好調で受注は拡

大。今期は前年同期比 4.4%増収、20.6%営業増益計画。石油・ガス上流（開発、

生産）工程はエネルギー価格の急騰で顧客の投資意欲が旺盛。ロシアから需要

がシフトする中東、北米などで新規案件の獲得を狙う。（松本 直志）  

ニプロ 
（8086） 

東証プライム 

1,057 円 

ダイアライザ（人工腎臓）をはじめ、人工透析に必要な医療機器、医薬品に強

み。注射や輸血に用いる針、シリンジなども。22 年 3 月期通期決算は期初会社

予想に対し売上は同水準ながら、13.2%営業減益、9.1%最終減益と利益は下振

れ着地。コロナ影響から回復傾向となったことで売上は前期比増収だったが、

材料費、物流費、人件費などの高騰の影響を受け減益となった。今期も増収計

画で、運送費の増加を見込むが営業利益は増加予想。（志田 憲太郎） 

 



ヤマワ・レポート 
2022年 6月 13日 調査室 

 

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 
 


