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今週の株式相場見通し 

＊日経平均 26,100～27,800 円      TOPIX 1,860～1,940 

＊期待材料 インフレピークアウトの兆し 金利上昇の一服感 中国の景気対策 

＊不安材料 企業業績の落ち込み 欧州天然ガス価格の上昇 各国の金融引き締めの継続 

【上半期は株安、商品高】6月 30日に終了した今年上半期は世界的なインフレ、金融引き締め、

更にロシアによるウクライナ侵略により激動の半期だった。22年上半期で NYダウは 15.3%下

落し 1962 年以来の下落率、ナスダックは 29.5%下落し上半期としては過去最大の下落率とな

った。一方でエネルギーなどの商品市場は上昇。欧州の天然ガスの指標のひとつである、オラ

ンダ TTFは 2.1倍、NY市場の天然ガス先物は 52.3%の上昇、WTI原油先物は 37.4%上昇した

ほか、小麦先物も 11.4%上昇した。また米 10 年債金利は 6 月 14 日に 3.4%台まで上昇。6 月

15 日に FRB は政策金利の誘導目標を 0.75%引き上げた。日米の金利差などの影響を受けドル

円も 6月下旬には 1ドル＝136円台と 1998年 10月以来、約 24年ぶりの円安水準となった。 

【6 月以降は動きに変化も】ただ、直近では動きに変化がある。6月 1日から 30日までを見る

と、NY 天然ガス先物が 33.4%下落、WTI 原油先物も 7.77%下落と米国のエネルギー価格が下

落。小麦先物が 20.1%下落したほか、自動車や家電、建築分野などに使われ景気の先行きを診

断できるとされるロンドン金属取引所（LME）の銅先物は 12.6%下落と世界的な景気後退懸念

が高まっていることを示唆した。ただ、オランダ TTFは、ロシア産天然ガスの供給制限懸念な

どで、同期間でも 63％値上がりしており、欧州経済への更なる影響が懸念されている。 

【FOMC 以降変化】株式市場は景気後退懸念を織り込みつつも、6月 15日以降、米長期金利が

低下傾向にあることから、ハイテク株などが多いとされるナスダックは 6月 14日終値に対して

7 月 6 日までに 4.9%の上昇、ダウも 2.2%上昇。日本においても比較的ナスダックと連動性が

高いとされるマザーズ指数が 3.8%の上昇となった。株式市場は金利引き上げ局面から景気減速

懸念に視点が移ってきており、PER低下による株価下落が一服する一方で、日米の決算発表を

控え企業業績の先行きへ注目が集まる展開となってきている。（7月 7日現在、志田 憲太郎） 

今週の予定 

 国内 海外 

7/11

（月） 

5月機械受注（8:50） 

決算：コスモス薬品（3349）など 

［イスラエル］フィンテック・ジャンクション 

［イスラエル］第 2回女性の健康会議（～12日） 

12（火） 22年上半期の中古車販売台数 ［独］7月 ZEW 景気期待指数（18:00） 

13（水） 決算：エービーシー・マート（2670）、

サイゼリヤ（7581）、吉野家 HD（9861）

など 

［中］6月貿易収支 

［米］6月消費者物価指数（21:30） 

［米］バイデン大統領中東歴訪（~16日） 

14（木） 決算：ファーストリテイ（9983）など ［米］6月生産者物価指数（21:30） 

15（金） 決算：ウエスト HD（1407）、パソナ G

（2168）、出前館（2484）、ベクトル

（6058）、べイカレント・コンサルテ

ィング（6532）など 

［中］6月鉱工業生産 小売売上高（11:00） 

［米］6月小売売上高（21:30） 

［米］6月鉱工業生産（22:15） 

G20 財務相中央銀行総裁会議（～16日） 

16（土） 新潟県中越沖地震から 15年 

国土交通 Day 

［サウジアラビア］バイデン大統領湾岸協力会

議（GCC）首脳会議に出席 

17（日） 祇園祭「山鉾（やまほこ）巡行」 ［スロバキア］独立宣言記念日 

18（月） 海の日 ［英］ファーンボロー国際航空ショー（～22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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【産業用ランプで世界首位】「光の専門メーカー」として、可視光から赤外線、紫外線まで様々

な光源や自社の光源を活用した光学装置を提供。22年3月期のセグメント別売上高比率は半導体

露光装置やプロジェクター、プリンター用ランプなど光源事業38.8%、最先端半導体パッケージ

基板・プリント基板向け露光装置やEUVマスク検査装置向けEUV光源など光学装置事業32.5%、

デジタルシネマプロジェクターなど映像装置26.3%、その他2.3%となっている。 

【コロナ禍に伴う落ち込みから業績は回復】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。新型コロナの感染拡大により落ち込んだデジタルシネマプロジェクターの

需要が回復したことに加え、半導体市況の活況を追い風に最先端半導体パッケージ基板向け露

光装置や半導体露光装置向け光源などの販売増が貢献。レーザーテックのEUVマスク検査装置

に採用されているEUV光源も、本体に加えてメンテナンスの売上が好調に推移した。 

【競争力の高い製品が業績拡大をけん引】今期は前年同期比14.2%増収、30.1%営業増益計画。

映画館の営業再開によりデジタルシネマプロジェクターの需要回復が続くことや半導体露光装

置向け光源、最先端半導体パッケージ基板向け露光装置などの販売増がけん引。デジタルシネ

マプロジェクターは23年度から置き換えの需要が本格化し、24年度まで販売台数の回復が続く

見込み。イベントや遊園地などで使うプロジェクターの需要も回復。最先端半導体パッケージ

基板向け露光装置は、データセンターのサーバーなどに使う大型、多層基板向けに解像度や生

産性の高い同社の装置に対する需要が増加しており、22年度は前年同期比売上がほぼ倍増する

計画。数年先まで引き合いがきており、35億円を投じて24年度までに生産能力の倍増を進める

方針。EUVマスク検査装置向けEUV光源は、今期の需要は一服するが、半導体の微細化進展に

伴い来期以降、再度拡大局面に入ることが見込まれる。コロナ禍の落ち込みからの回復や競争

力の高い製品の売上増がけん引し、今後も増収増益基調が続くことが期待される。 

 

 

 

今週の参考銘柄 ウシオ電機 (6925)　東証ﾌﾟﾗｲﾑ
株価 7月7日 1,702 円

21年3月期 22年3月期 23年3月期(予) 株価(7/7) 1,702 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 118,558 -25.4% 148,821 25.5% 170,000 14.2% 時価総額 2,162 億円
営業利益 764 -88.5% 13,068 - 17,000 30.1% PER(予想) 14.40 倍
経常利益 3,407 -61.0% 15,195 346.0% 18,500 21.7% PBR(実績) 0.85 倍
当期純利益 -687 - 12,606 - 14,000 11.1% ROE(実績) 5.65 %

EPS(円) -5.7 104.54 117.79 配当利回り(予想) 2.93 %
配当金(円) 26 50 50 担当

出所：業績に関する数値は決算短信より

電気機器

松本　直志
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説明会より 

銘柄 

（コード） 

市場 

株価（7/7） 

コメント 

テンポス HD 
（2751） 

東証 

スタンダード 

2,282 円 

22年 4月期通期決算は前年同期比 7.4%増収、90.6%営業増益、経常利益は 2.0

倍、最終利益は 7.9 倍。主力の物販事業は、助成金を活用した厨房機器の入れ

替え需要などで 16.1%増収、28.0%営業増益と過去最高業績。店舗設計や物件

紹介、オンライン販売の情報・サービス事業は 22.4%増収、1.3 億円に黒字転

換。飲食事業は 20.4%減収、5.4 億円の赤字と前期赤字の 7.2 億円から赤字縮

小。ただ、助成金により経常損益では 3億円の黒字だった。（志田 憲太郎） 

スター・ 
マイカ HD  
（2975） 

東証プライム 

1,447 円 

22年 11月期 2Q累計（12-5月）決算は前年同期比 27.6%増収、68.7%営業増

益。中古マンションの販売が好調に推移し売上、利益ともに過去最高を更新。

新築マンションの供給減や販売価格の上昇に伴い、中古マンションに対する需

要が増加しており、利益重視の販売を行ったことで大幅増益を達成。販売用中

古マンションは、通期で過去最高の 1,600戸に向けて順調に進捗しており、今

後に向けた仕込みも進んでいる。（松本 直志）  

ネクステージ 
（3186） 

東証プライム 

2,437 円 

22年 11月期 2Q累計（12-5月）決算は前年同期比 31.0%増収、44.2%営業増

益。新車及び中古車共に市場登録台数が前年割れとなるなか、買い取り専門店

を活用した仕入れ、販売力を背景とした下取りによって店頭在庫の確保及び拡

販が進んだこと、売上高販売管理費率を抑制したことで計画を上回る着地とな

った。通期計画については、保守的なスタンスで予想したとしたうえで前年同

期比 30.5%増収、40.4%営業増益に上方修正。（多功 毅） 

識学  
（7049） 

東証グロース 

794 円 

23 年 2 月期 1Q（3-5 月）決算は前年同期比 30.6%増収、52.9%営業減益。マ

ーケティングや人材採用など先行投資費用で減益も、独自の組織運営理論であ

る「識学」を活用した組織マネジメントコンサルが順調に拡大し、売上は会社

計画を上振れ。需要状況を示す 1Q の新規アポイント獲得件数は、広告の効果

で前年同期比 40.5%増の 617件となり、社内目標を超過達成。2Q（6-8月）以

降も先行投資を強化し、売上成長を優先する方針。（松本 直志）  

髙島屋 
（8233） 

東証プライム 

1,341 円 

23 年 2 月期 1Q（3-5 月）決算は、国内百貨店の業績回復がけん引し、実質的

な売上高にあたる総額営業収益は前年同期比 23.0%増、営業損益は 7億円の赤

字から 66 億円の黒字に転換。富裕層の消費好調が継続したことに加えて、中

間層の売上も回復。時計や宝飾品、美術品など高額品の販売が好調に推移した。

インバウンド売上も回復傾向を見せているが、中国、香港、台湾の訪日外国人

が多くを占めていたため、本格回復にはまだ時間がかかる見込み。（松本 直志） 

イオン 
（8267） 

東証プライム 

2,650.0 円 

23年 2月期 1Q（3-5月）決算は前年同期比 2.3%増収、12.0%営業増益。原材

料高や水道光熱費の上昇を売上回復と生産性向上で吸収し、売上、利益は過去

最高を更新。総合スーパーの黒字転換やイオンモール、ウエルシア、シネマな

どの回復が貢献。プライベートブランド（PB）のトップバリュは節約志向を取

り込み前年同期比 24.0%増収。低価格帯商品に加えて、オーガニックを訴求し

た高付加価値品も好調に推移しており、利益も確保できている。（松本 直志） 
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■ ■ ■ 山和
やまわ

証券店舗網 ■ ■ ■ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 
 


