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今週の株式相場見通し 

＊日経平均 27,000～28,300 円      TOPIX 1,910～1,970 

＊期待材料 米国及び中国の景気対策 FRB の金融政策に対する信頼感の回復  

＊不安材料 FOMC に絡んだ相場の乱高下 PC・スマホ・テレビなどデジタル製品の在庫調整  

【米国企業の業績は市場予想を上回る底堅い推移】米 S&P500 採用企業の内、20 日までに 3-5

月期、4-6 月期の決算発表を行った 66 社の内 47 社が 1 株利益で事前の市場予想を上回った。
減益決算となる企業も多くなっているが、市場は企業業績に対する弱気な見通しを一定程度織
り込んでいたと思われ、さらなる売り材料が提供されなかったことから、買戻しが優勢になり
先週の米国株は堅調な推移となった。今週も市場予想を上回る決算を発表する企業が多くなれ
ば、悲観論の巻き戻しから、米国株の戻り局面が継続することが期待される。 

【日本企業の決算発表に注目】日本でも 4-6 月期決算の発表が本格化するが、米国同様に事前
の期待値は高くないものと思われ、市場見通しを上回る業績となった企業に対しては買いが先
行になる展開が見込まれる。注意点としては、半導体や自動車業界などへ幅広く製品を提供す
る安川電機、自動車向けベアリング、ロボットなどの不二越の 3-5 月期決算発表後の市場の反
応を参考にすると、円安による利益かさ上げ分はあまり評価されないこと、中国上海ロックダ
ウンによるマイナス影響が織り込み切れていないこと、中国の実質ロックダウン解除後の景気
回復の勢いは鈍いことがあげられる。上海ロックダウンの影響で生産に影響を受けると思われ
る自動車関連などは、ネガティブな決算が出る可能性があり警戒したい。一方、3-5 月期決算で
評価された銘柄は、資材高、部材不足の影響を想定以上に抑えた竹内製作所、価格転嫁に成功
したわらべや日洋 HD、経済環境の変化にうまく対応し高い経営能力を発揮したファーストリテ
イリング、イオン、日本の経済活動再開に伴う需要回復をうまく取り込んだ TKP、イオンファ
ンタジー、東宝、底堅い DX 需要の拡大を捉えたアイドマ HD、Sansan などであり、決算発表
後に株価が上昇する展開となった。上記のような特徴を持つ企業に関しては、4-6 月期決算でも
注目が集まるものと思われ、銘柄選別の際に参考にしたい。（7 月 21 日現在、松本 直志） 

今週の予定 

 国内 海外 
7/25

（月） 
決算:日本高純度化学（4973）、KOA
（6999）など 

［独］7 月 IFO 企業景況感指数（17:00） 
［チュニジア］新憲法案めぐる国民投票 

26（火） 6 月 16、17 日の金融政策決定会合議事
要旨 
決算:マキタ（6586）、オムロン（6645）、
日東電工（6988）、シマノ（7309）、
キヤノン（7751）など 

［米］5 月 S&P コアロジック CS 住宅価格指数
（22:00） 
［米］6 月新築住宅販売件数（23:00） 
［米］7 月消費者信頼感指数（23:00） 
［米］FOMC（～27 日） 

27（水） 決算:信越化学工業（4063）など ［米］6 月耐久財受注（21:30） 
28（木） 決算:パナソニック HD（6752）、 

アドバンテスト（6857）など 
［米］4-6 月期 GDP 速報値（21:30） 
［米］4-6 月期コア PCE 速報値（21:30） 

29（金） 6 月鉱工業生産（8:50） 
決算:デンソー（6902）、三井住友
FG（8316）、みずほ FG（8411）など 

［欧］7 月消費者物価指数（18:00） 
［米］6 月 PCE コアデフレータ（21:30） 
［米］7 月ミシガン大学消費者態度指数（23:00） 

30（土） 日本維新の会臨時党大会 ［バヌアツ］独立記念日 
31（日） 住吉祭、住吉大社の例祭 ［中］7 月製造業・非製造業 PMI（10:30） 

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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【汎用石油化学からの構造転換加速】総合化学大手。従来は主力だった汎用的な石油化学製品を
中心とするベーシック&グリーン・マテリアルズから、自動車の内外装材料を中心とするモビ
リティソリューション、衛生材料用不織布、メガネレンズ材料、歯科材料、農薬を中心とする
ライフ&ヘルスケア・ソリューション、電子部品や半導体材料、産業用フィルムなどのICTソリ
ューションを中心とした事業への構造転換を加速させている。 

【今期減益予想も注力事業群は着実な成⾧見込み】23年3月期は、前上期を中心にあった北米大
寒波に起因する競合企業の生産トラブル及び記録的な石化製品高騰の反動を見込むことで、本
業の利益を示すコア営業利益は13.5%減益を計画している。ただし、差別化製品を中心に構成
されるモビリティソリューション、ライフ&ヘルスケア・ソリューション、ICTソリューション
の3事業においては、今期も着実な利益成⾧を見込んでいる。 

【差別化製品による中⾧期的な成⾧に期待】中期計画においては、23 年 3 月期のコア営業利益予
想 1,400 億円を、26 年 3 月期に 2,000 億円へと引上げを目指している。26 年 3 月期の事業毎の
コア営業目標値は以下の通り。ベーシック&グリーン・マテリアルズは構造改革の一段の進展に
より 400 億円（23 年 3 月期予想比 40 億円増益）、ライフ&ヘルスケア・ソリューションは強み
を持つメガネレンズ材料のシェアアップ、歯科材料の本格的な収益貢献化、農薬の新興国での
拡販を通じ 650 億円（同 380 億円増益）、モビリティソリューションは自動車の軽量化に貢献す
る樹脂、繊維材料の拡販、グループ企業とのシナジー追求により 600 億円（同 185 億円増益）、
ICTソリューションはスマホ向けに強みを持つカメラレンズ材料の車載用カメラやVRデバイス
向けの展開、半導体・電子部品の製造工程用材料の拡販により 470 億円（同 105 億円増益）、そ
の他事業・全社費用等を 120 億円の利益減要因（同 110 億円減益）としている。差別化製品群
を中心とした中⾧期的な成⾧に期待したい。 

 

今週の参考銘柄 三井化学 (4183)　東証ﾌﾟﾗｲﾑ
株価 7月21日 2,837 円

21年3月期 22年3月期 23年3月期(予) 株価(7/21) 2,837 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 1,211,725 -10.2% 1,612,688 33.1% 1,920,000 19.1% 時価総額 5,806 億円
コア営業利益 85,140 17.7% 161,815 90.1% 140,000 -13.5% PER(予想) 5.40 倍
営業利益 78,074 20.9% 147,310 88.7% 138,000 -6.3% PBR(実績) 0.76 倍
当期純利益 57,873 70.4% 109,990 90.1% 100,000 -9.1% ROE(実績) 16.66 %

EPS(円) 298 565.45 517.5 配当利回り(予想) 4.22 %
配当金(円) 100 120 120 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（7/21） 

コメント 

清水建設 
（1803） 

東証プライム 
756 円 

事業（ICT 活用工事）説明会を開催。中期デジタル戦略 2020 に基づき、デジ
タルゼネコンを目指している。今回は、中日本高速道路発注の新東名高速道路
川西工事における ICT-Full 活用工事（全ての主要工種に情報通信技術を導入す
る）について、測量時のドローン活用や 3 次元設計図、PC や GNSS（衛星測
位システム）搭載の建機の導入などを挙げた。ICT 建機の導入により作業の安
全性が高まることに加え、建設業界で懸念される人材不足や高齢化に対し、省
人化が進むとしている。（志田 憲太郎） 

Sansan  
（4443） 

東証プライム 
1,276 円 

22 年 5 月期通期決算は前年同期比 26.2%増収、14.2%営業減益。成⾧投資の実
施により減益になったが、名刺管理サービスの「Sansan」が前年同期比 18.6%
増収、クラウド請求書受領サービスの「Bill One」が 9.8 倍の増収となり売上は
拡大。今期は前年同期比 23.0～26.2%増収、25.5～76.3%営業増益計画。23 年
10 月のインボイス制度導入に向けて、請求書業務のデジタル化が不可避になっ
ており、「Bill One」は前期比 2～3 倍の売上成⾧を目指す方針。（松本 直志）  

東京個別指導 
（4745） 

東証プライム 
593 円 

完全個別指導塾を首都圏中心に、関西、東海、九州などでも展開。高校生の塾
生が最も多く大学受験向けが主力。ベネッセ傘下。23 年 2 月期 1Q（3-5 月）
決算は前年同期比 1.7%減収の 42 億円、営業損益は 8 億円に赤字拡大（前期は
6 億円の赤字）。期中平均在籍生徒数は前年を上回ったものの、高校生が減少し
たことや新規入会者の減少などで減収。減収による減益に加え、広告宣伝費の
増加などにより赤字額が拡大した。ただ、当社は夏期講習のある 2Q（6-8 月）
や冬期講習のある 4Q（12-2 月）に売上が偏重する傾向にある。（志田 憲太郎） 

日本電産 
（6594） 

東証プライム 
9,443 円 

23 年 3 月期 1Q（4-6 月）決算は、前年同期比 20.8%増収、0.2%営業増益。1Q
は円安効果、機器装置事業の買収効果の寄与、HDD 向け以外の小型モータが成
⾧する精密小型モータ事業が堅調。一方で、車載事業が上海ロックダウンや半
導体不足による自動車減産の影響、E-Axle の先行投資負担で引き続き低調。ま
た、家電・商業・産業用事業の利益率改善も遅れた。通期は 9.5%増収、23.3%
営業増益計画を据え置き。25 年の E-Axle の供給見通しを上方修正。（多功 毅） 

アイドマ HD 
（7373） 

東証グロース 
3,745 円 

22 年 8 月期 3Q 累計（9-5 月）決算は前年同期比 67.2%増収、営業利益は 2.1
倍。中小企業などの営業部門を、IT を使って効率化・代行する営業支援サービ
ス「セールスプラットフォーム」が好調に推移しており、3Q（3-5 月）受注社
数は過去最高を更新。受注が想定を上回って伸びており、通期計画を上方修正。
6 月の受注金額も過去最高となり好調を維持。4Q（6-8 月）はさらなる成⾧に
向けてシステム開発、広告宣伝、人材採用へ積極投資を行う方針。（松本 直志） 

コーナン商事 
（7516） 

東証プライム 
3,945 円 

23 年 2 月期 1Q（3-5 月）決算は、収益認識基準の適用を反映させた前期試算
値に対して 0.6%減収、14.9%営業減益。営業利益は社内計画に対して 15%程
度下振れであったとコメントしている。既存店売上高は堅調に推移したが、原
材料費、海上運賃上昇による粗利益率低下が利益を圧迫している。通期計画は
2Q 以降の既存店売上高の回復などを踏まえて、収益認識基準の適用を反映さ
せた前期試算値に対して 4.0%増収、0.6%営業増益計画を据え置き。（多功 毅） 
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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 
 


