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今週の株式相場見通し 

＊日経平均 27,500～28,300 円      TOPIX 1,910～1,980 

＊期待材料 米国及び中国の景気対策 インフレのピークアウト 円安による業績見通し引き上げ 

＊不安材料 4-6 月業績の濃淡 天然ガス高騰による欧州経済の停滞 中国の景気悪化  

【利上げペース鈍化への期待と、景気後退懸念の間で揺れ動く】今月 21 日に欧州中央銀行は

11 年ぶりとなる利上げに踏み切り、利上げ幅も 0.5%と市場予想を上回る結果だった。これを

受け米長期金利も一時上昇したものの、フィラデルフィア連銀製造業景況感指数が想定を上回

って悪化し、新規失業保険申請件数も増加するなど米経済指標が景気の弱さを示唆したことで、

一転して金利は低下し米株式市場は上昇した。その後も 27 日の FOMC の結果発表およびパウ

エル FRB 議長の会見を控え、足元で弱まる経済指標から利上げペース鈍化への期待と、景気後

退懸念の間で揺れ動く展開となった。22 日金曜日発表の 7 月米総合購買担当者景気指数（PMI）

は 47.5 と 6 月の 52.3 から低下、景気拡大・縮小の節目となる 50 を約 2 年ぶりに下回った。こ

れを受け景気後退懸念から米 10 年債金利が 2.75%まで低下。株式市場は金利が低下したもの

の、景気後退への懸念から売りが先行した。26 日は米大手小売りウォルマートの通期見通し下

方修正や、7 月の消費者信頼感指数が 21 年 2 月以来の水準に低下、6 月新築住宅販売が過去 2

年で最低水準となったことなどで、インフレが消費に影響を及ぼしているとの懸念が強まった。 

【過度な金利引き上げ懸念が後退】27 日の FOMC では 0.75%の利上げが決定されたが、市場

では織り込み済で反応が乏しかった。しかしパウエル議長が会見で「引き上げペースを緩める

ことが適切となる可能性が高い」と今後の利上げに慎重な姿勢を示すと、政策金利の影響を受

けやすい米 2 年債金利は 3％を割り込んだ。FOMC メンバーの年末の金利見通しの中央値は

3.4%となっており、今回政策金利を 2.5%に引き上げたことを踏まえると、年内の残り 3 回の

FOMC では、各回の利上げ幅が小さくなっていくことが想定される。株式市場はひとまず過度

な金利引上げ懸念の後退を好感し大幅上昇となった。特に高バリュエーション株が多く含まれ

るナスダックは 20 年 4 月以来の最大の上昇となった。 

【外需企業と成長株に期待】金利引き上げペースの鈍化予測に加え日米ともに決算発表シーズ

ン入りとなったことで、市場の注目点は企業業績に集まっている。日本企業においては、中国

のロックダウン影響の見極めは必要だが、足元の円安もあり外需企業の業績回復が期待される

ほか、高バリュエーション株のリバウンドにも期待したい。（7 月 28 日現在、志田 憲太郎） 

今週の予定 

 国内 海外 

8/1（月） 決算：JSR（4185）、塩野義（4507）、TDK

（6762）、ANAHD（9202）など 

［中］7 月財新製造業 PMI（10:45） 

［米］7 月 ISM製造業景況指数（23:00） 

2（火） 決算：ダイキン（6367）など ［豪］準備銀行、政策金利（13:30） 

3（水） 臨時国会（～5 日までの見込み） 

決算：任天堂（7974）、日本郵船（9101）、

川崎汽船（9107）など 

OPEC プラス会合 

［中］7 月財新サービス業 PMI（10:45） 

［米］7 月 ISM非製造業景況指数（23:00） 

4（木） 決算：トヨタ（7203）など ［英］中央銀行、政策金利（20:00） 

5（金） 決算：三菱重工（7011）など ［米］7 月雇用統計（21:30） 

6（土） 認知神経科学会（～7 日） ［ボリビア］独立記念日 

7（日） オートバイ鈴鹿 8 時間耐久ロードレース ［中］7 月貿易収支 

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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【モノを小さく、薄く、キレイに加工する装置を提供】モノづくりに不可欠な「切る」「削る」「磨

く」の3種類の加工に特化し、主に半導体製造工程向けに切断装置、研削装置の他、替え刃や砥

石などの加工ツール（消耗品）を提供している。22年3月期通期決算における製品群別売上高

構成比は切断装置が39%、研削装置が18%、消耗品が23%、部品が8%、産業用研削製品が2%、

その他10%となっている。 

【PC、スマホ向けは減速も、需要は途切れず工場はフル稼働を継続】23年3月期1Q（4-6月）決

算は前年同期比23.7%増収、39.8%営業増益。中国上海ロックダウンの影響で顧客工場での切

断装置や研削装置の設置が遅れたため、会社計画は未達になったが、需要動向との連動性が高

い出荷額は717億円となり、前四半期の694億円を上回り過去最高を更新。顧客の投資意欲は引

き続き強く、工場はフル稼働を継続。消耗品の出荷も前四半期比増加し、顧客工場の稼働も高

水準。PC、スマホなどの生産調整に伴い中国、台湾などの一部の顧客で需要が減ったが、EV

シフトや脱炭素化を背景にパワー半導体（電流の流れを制御する際に使われる半導体）向けが

好調で、集積回路（情報処理用半導体やメモリ）やウエハ製造向けも底堅く推移した。 

【技術革新が加工装置、消耗品の需要増をけん引する展開を期待】2Q（7-9 月）は設置が遅れた装

置が売上計上されることで、四半期ベースで過去最高益を更新する計画。出荷額は 746 億円と

なり、引き続き高水準の出荷が継続する見込み。顧客の投資意欲に濃淡があるが、パワー半導体、

集積回路の投資は底堅く、工場は引き続きフル稼働で推移することを見込んでいる。秋にかけて

PC、スマホ向けがさらに落ち込み出荷が減速することも想定されるが、SiC パワー半導体（従

来品に比べて性能は高いが加工が難しい次世代品）や 3D パッケージ（複数のチップを縦に積み

重ねて集積回路の性能アップを実現する技術）といった半導体業界の技術革新が加工装置や消耗

品の需要をけん引することが期待され、今後の業績拡大余地は大きいものと思われる。 

 

 

 

 

今週の参考銘柄 ディスコ (6146)　東証ﾌﾟﾗｲﾑ
株価 7月28日 32,250 円

21年3月期 22年3月期 23年3月期(予) 株価(7/28) 32,250 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 182,857 29.6% 253,781 38.8% - - 時価総額 11,642 億円
営業利益 53,106 45.7% 91,513 72.3% - - PER(予想) - 倍
経常利益 53,629 40.0% 92,449 72.4% - - PBR(実績) 4.03 倍
当期純利益 39,091 41.4% 66,206 69.4% - - ROE(実績) 24.35 %

EPS(円) 1,085.47 1,835.02 - 配当利回り(予想) - %
配当金(円) 677 808 - 担当

出所：業績に関する数値は決算短信より

機械

松本　直志
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説明会より 

銘柄 

（コード） 

市場 

株価（7/28） 

コメント 

サカタのタネ  
（1377） 

東証プライム 

4,850 円 

22 年 5 月期通期決算は前年同期比 5.5%増収、15.0%営業増益。海外でブロッ

コリーやニンジン、ペッパー、ひまわり、トルコギキョウなどの種子販売が拡

大。今期は前年同期比 6.8%増収、1.1%営業増益計画。野菜種子の販売が伸び

るが、先行投資の増加で利益は横ばい見込み。売上けん引役のブロッコリーは

高い栄養価や生産のしやすさ、食べやすさなどから世界中で需要が拡大してお

り、トップシェアを維持しつつさらなる市場拡大に取り組む方針。（松本 直志）  

エムスリー 
（2413） 

東証プライム 

4,362 円 

23 年 3 月期 1Q（4-6 月）決算は前年同期比 22.8%増収、24.2%営業減益。前

1Q に中国の IPO 関連利益 91 億円（年間では 309 億円）を営業利益に計上して

いる反動で減益だが、IPO 関連の一過性利益を除いた営業利益は前年同期比

22％の成長。コロナ禍の急速な DX の伸びが穏やかになったことで、主力のメ

ディカルプラットフォーム事業の伸びは鈍化しているが、臨床試験の回復が継

続、ワクチン接種支援も好調だった。またプロフェッショナル人材不足問題に

ついても、今期末までに一定の目途がつくとした。（志田 憲太郎） 

信越化学 
（4063） 

東証プライム 

17,020 円 

23 年 3 月期 1Q（4-6 月）決算は前年同期比 51.2%増収、93.8%営業増益。主要

3 セグメントとも前年比、前 4Q（1-3 月）比で増収増益。好調な北米塩ビ事業

の貢献、長期契約に支えられたウエハに加えて、フォトレジスト、希土類磁石

が好調であり、シリコーンも機能品、特殊品を中心に堅調に推移。1Q 決算発表

に合わせて通期業績予想と自己株買いを発表。2Q 以降の為替前提をドル 125

円としたうえで 22.9%増収、22.0%営業増益を計画。（多功 毅） 

中外製薬 
（4519） 

東証プライム 

3,718 円 

スイス製薬大手ロシュ社傘下。がん領域の医薬品、抗体医薬品の国内シェア 1

位。21 年の国内医療用医薬品売上 1 位。22 年 12 月期 2Q 累計（1-6 月）決算

は前年同期比 52.8%増収、78.6%営業増益。コロナ治療剤「ロナプリーブ」の

寄与や、海外がロシュ向けで、血友病治療剤「ヘムライブラ」、リウマチ治療剤

「アクテムラ」などの輸出を主因に大幅増加し、増収増益となった。また、1Q

（1-3 月）に和解金 863 億円などを営業利益に計上。前期下期に「ロナプリー

ブ」の政府納入があった反動で、今期下期は減収減益計画。（志田 憲太郎） 

三菱自動車 
（7211） 

東証プライム 

488 円 

23 年 3 月期 1Q（4-6 月）決算は前年同期比 22.4%増収、営業利益は 2.9 倍。半

導体不足や上海ロックダウンに伴う稼働率悪化、原材料高などの影響は受けた

が、円安メリット、ASEAN、日本、豪州・NZ などでの売価・製品構成の改善

などが利益をけん引。通期業績計画を 15.3%増収、26.0%営業増益に上方修正。

1Q が想定を上回る決算であったとする一方、景気減速リスクなどを踏まえて

2Q 以降は期初の見通しを据え置いたと説明している。（多功 毅） 

キヤノン 

マーケティング 

ジャパン 

（8060） 

東証プライム 

3,180 円 

22 年 12 月期 2Q 累計（1-6 月）決算は前年同期比 5.4%増収、35.2%営業増益

となり、過去最高益を更新。オフィス複合機の販売は減少したが、システム構

築やセキュリティ、保守、運用、アウトソーシングなど IT ソリューションが好

調に推移したことに加え、ミラーレスカメラ、交換レンズ、半導体製造関連装

置などの販売も拡大。セキュリティ、保守など高付加価値 IT サービスを伸ばす

施策の成果が出てきており、通期計画を上方修正。（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 

■ ■ ■ 山和
やまわ
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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 
 


