2017 年 12 月 4 日号
調査情報部

今週の見通し
先週の東京市場はじり高歩調となった。半導体関連株の急落や北朝鮮リスクなどが重石となったが、米株市
場の堅調や円高一服を背景に、しっかりの展開となった。月初の営業日となった 1 日の日経平均は昨年 7 月以
降 18 か月連続の上昇となった。物色は米長期金利の上昇を受けて、グロース系銘柄からバリュー系銘柄にシフ
トする動きが見られた。米国市場は好調な経済指標に加え、税制改革や金融規制緩和への期待などから、NY ダ
ウは再び高値更新の動きとなり、初の 24000 ドル台に乗せた。為替市場でドル円は、約 2 か月半ぶりに 1 ドル 111
円を割り込む場面があったが、米長期金利の上昇を受けて、1 ドル 112 円台後半まで円高修正が進んだ。ユーロ
円はドイツ国債利回りの反転上昇を受けて 1 ユーロ 134 円台までユーロが買い戻された。
今週の東京市場は、戻りを試す展開となろう。週末のメジャーSQ を控えて、先物主導のやや値動きの荒い展
開も予想されるが、良好なファンダメンタルズと旺盛な押し目買い意欲を背景に、底堅い動きとなろう。ハイテクセ
クターには調整未了感があるものの、引き続きバリュー系銘柄や中小型材料株に物色の流れが向かおう。米国
市場は主要経済指標の発表に加え、週末には債務上限適用停止期限を迎えることから、やや警戒感が高まる
可能性があるものの、好調なクリスマス商戦や堅調な企業業績を背景に、NY ダウは上値追いの動きが続こう。
為替市場は長期金利動向を睨みつつもみ合いとなり、ドル円は 1 ドル 111 円～113 円、ユーロ円は１ユーロ 132
円～135 円のレンジ相場となろう。
今週、国内では 4 日(月)に 11 月の消費動向調査、7 日(木)に 10 月の景気動向指数、8 日(金)に 7－9 月期の
GDP 改定値、10 月の毎月勤労統計、11 月の景気ウォッチャー調査が発表されるほか、8 日は 12 月のメジャー
SQ 算出日となる。一方、海外では 5 日(火)に 10 月の米貿易収支、11 月の米 ISM 非製造業景況指数、6 日(水)
に 11 月の ADP 全米雇用報告、8 日に 11 月の米雇用統計、中国貿易統計、9 日(土)に 11 月の中国消費者物価
が発表される。
テクニカル面で日経平均は、25 日線や日足一目均衡表の転換線、基準線がサポートとなり、17 日高値を上回
ってきた。当面は 11 月 9 日高値(23382 円)を目指す動きとなろう。一方、下値は転換線(22604 円：1 日現在)や基
準線(22515 円：同)、25 日線(22443 円：同)が意識されよう。(大谷 正之)
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各種指数の推移

（Bloomberg データより証券ジャパン調査情報部が作成）
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投資のヒント
☆東証 1 部上場で決算期が 12 月である主な高配当利回り銘柄群
東証 1 部上場企業の中で決算期が 12 月である銘柄は 3 月に次いで多く、全体の約 10.8％に相当する 220 社
存在している。知名度が高く、予想配当利回りで 3％以上の銘柄も散見される他、業績好調、テクニカル的に好
位置にあると見られる銘柄も多く、中長期スタンスで注目したい。
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（野坂 晃一）

今週の参考銘柄

三井化学（4183･東 1）
三井系総合化学メーカーで、石化汎用品中心からモビ
リティ(自動車)、ヘルスケア、フード＆パッケージ(F&P)の
成長 3 領域に展開。18 年 3 月期第 2 四半期(4－9 月)業績
は売上高が前年同期比 9.2％増の 8208.5 億円、営業利益
が同 6.3％増の 482.4 億円となった。モビリティセグメントは
自動車用途を中心にグローバルで需要が堅調だったほか、
ICT 関連用途も伸び、増収増益となった。ヘルスケアセグ
メントは歯科材料に期ずれがあったものの、ビジョンケア
材料や不織布の販売が好調で増収となった。ただ、研究
開発費の増加などで減益となった。また、F&P セグメントは
コーティング・機能材、機能性フィルム・シートなどが堅調
だったものの、交易条件の悪化や研究開発費の増加で減
益となった。基盤素材セグメントでは原燃料価格上昇によ
る販売価格改定と交易条件の改善で大幅な増収増益とな
った。会社側では F&P や基盤素材の収益好調を受けて、
通期見通しを営業利益で 30 億円上方修正した(売上高は
据え置き)。成長 3 領域の拡大・成長が見込まれる中、基
盤素材の競争力強化と次世代新事業の育成、新製品創
出の加速を進めていく。また、段階的に 30％以上の株主
還元を目指し、安定的かつ継続的な増配と自己株取得を
機動的に行っていく考え。（大谷 正之）

アマダＨＤ（6113･東 1）
金属加工機械国内トップクラスで、板金機械では首位。
また、2013 年に子会社化したミヤチテクノス(現・アマダミ
ヤチ)が手掛けるファイバーレーザー溶接機やレーザーマ
ーカーが好調。第 2 四半期(4－9 月)業績は売上高が前年
同期比 6.9％増の 1340.8 億円、営業利益が同 8.5％増の
151.0 億円となった。また、受注高はファイバーレーザーの
新製品投入やアセアン地域の事業再編で同 15.6％増の
1540 億円となった。国内では大手企業の設備投資堅調や
中小企業のものづくり補助金効果などで、板金、プレス部
門が底堅く推移した。一方、海外は設備投資の好調な米
国や持ち直し傾向の欧州で、主力のファイバーレーザー
が伸びた。損益面では新商品の投入や製造合理化による
コスト削減が寄与した。会社側では欧米市場での販売好
調と為替レートの見直しにより、通期計画を上方修正した。
売上高は従来計画比 100 億円増の 2950 億円(前期比
5.8％増)、営業利益は同 30 億円増の 370 億円(同 12.0％
増)に引き上げられた。また、年間配当は従来予想から 2
円増配の 42 円に修正された。下期も欧米でのファイバー
レーザーの好調に加え、国内需要の回復が見込まれ、計
画を超過達成する可能性もあろう。（大谷 正之）
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今週の参考銘柄

タムラ製作所（6768･東 1）
第 2 四半期累計期間の実績は、営業利益が前年同期比
0.9％増の 26.1 億円と会社計画を 3.6 億円上回った。中国で
は自動化ニーズで産業用向けのトランス・リアクタなどが堅
調に推移した他、通信事業者向けの監視装置が好調だっ
た。通期の営業利益は前年比 5.5％増の 54 億円と期初計
画から 2 億円の上方修正。タイ新拠点の設立や国内拠点
の再構築関連費用、市場予想を慎重に見積もったため、下
期計画を微減額修正。ただ、電子部品は産業機械・家電住
宅関連が好調、電子化学実装はスマホ関連やハンダ付装
置が堅調に推移しそうで、保守的な計画に見える。自動車
の電装化、ＥＶ・ＨＥＶの拡大、新興国の堅調な自動車需要
などに対応し、車載関連事業に注力する。一つは昇圧回路
に搭載するコイルの昇圧リアクタ。電圧 2～3 倍に昇圧する
もので、ＥＶ、ＨＥＶ、燃料電池車向けに需要拡大が期待さ
れる。もう一つは酸化ガリウムパワー半導体。ＧａＮ（窒化
ガリウム）やＳｉＣ（炭化ケイ素）を使ったパワー半導体が現
在注目されているが、酸化ガリウムはそれらを超える高耐
圧・低損失という特徴を持ち、省エネ、軽量化に非常に有
望とみられる夢の新素材。同社はノベルクリスタルテクノロ
ジー（4 割出資）と共同で酸化ガリウム性のパワートランジ
スタの開発に世界で初めて成功、早期に電力制御用パワ
ー半導体の製品化を目指す。（増田 克実）

その他
日本製鋼所（5631）
通期の計画を 11 月 6 日に修正、売上高は前回予想を据え置いたものの、営業利益、経常利益ともに同 40 億円
引き上げた。フィルム・シート製造装置と成形機などが好調の他、コスト改善も寄与している。フィルム・シート製
造装置は、リチウムイオン電池用セパレーターフィルム向けが好調で倍増ぺースの勢いで伸びており、増産対応
を早期に進める方針。2020 年度には売上高を 400 億円超の規模に引き上げる模様だ。

大阪ソーダ（4046）
第 2 四半期累計期間（上期）の営業利益は前年比 6.2％増の 34.51 億円と過去最高を更新。市況改善、価格転嫁、
高付加価値製品の拡販が寄与した。中期経営計画では売上高 1300 億円というチャレンジングな目標を掲げてい
るが、基礎化学品から機能化学品へ比重を移す経営を推進。大型新製品の開発（4 月に自動車用用途向けのア
クリルゴムを投入）、医薬品関連事業の強化（売上高 100 億円規模が目標）、新事業領域への展開（クロマトグラ
フィー事業など）を進めている。

丸井Ｇ（8252）
11 日に「共創経営レポート説明会」を開催予定。

リンクアンドモチベーション（2170）
「モチベーションクラウド」の導入数は 10 月末現在で 363 件と目標の 380 件（今年末）に向け順調に進捗している
が、今後は、（株）リクルートキャリア、パーソルキャリア（株）などの人材業界 4 社との提携効果に期待。
（増田 克実）
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タイムテーブルと決算予定（予定は変更になる場合があります）
＜国内スケジュール＞
１２月４日（月）
１１月マネタリーベース（８：５０、日銀）
１１月消費動向調査（１４：００、内閣府）
１２月５日（火）
基調的なインフレ率を補足するための指標（１４：００、日銀）
１２月６日（水）
１１月車名別新車販売（１１：００、自販連）
１２月７日（木）
１０景気動向指数（１４：００、内閣府）
１１月都心オフィス空室率（１１：００）
上場 アトリエはるか<6559>名証セントレックス
１２月８日（金）
７～９月期ＧＤＰ改定値（８：５０、内閣府）
１０月国際収支（８：５０、財務省）
１０月毎月勤労統計（９：００、厚労省）
１１月景気ウォッチャー調査（内閣府）
メジャーＳＱ算出日
１２月９日（土）
特別国会会期末
＜国内決算＞
１２月４日（月）
15:00～ 【3Q】ピジョン<7956>
時間未定 【3Q】モロゾフ<2217>
１２月５日（火）
時間未定 【3Q】アインＨＤ<9627>
１２月６日（水）
時間未定 【3Q】楽天地<8842>
１２月８日（金）
15:00～ 【3Q】丹青社<9743>
時間未定 Ｈ．Ｉ．Ｓ．<9603>、カナモト<9678>
【1Q】鳥貴族<3193>、エイチーム<3662>
【2Q】日東網<3524>、フリービット<3843>
【3Q】積水ハウス<1928>、ミライアル<4238>、三井ハイテク<6966>
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タイムテーブルと決算予定（予定は変更になる場合があります）
＜海外スケジュール・現地時間＞
１２月４日（月）
米 １０月製造業出荷・在庫・受注
ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル）
１２月５日（火）
欧 １０月ユーロ圏小売売上高
米 １０月貿易収支
米 １１月ＩＳＭ非製造業景況指数
ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル）
休場 タイ（国王誕生日）
１２月６日（水）
ＥＣＢ定例理事会
米 １１月ＡＤＰ全米雇用報告
米 ７～９月期米労働生産性・単位労働コスト改定値
１２月７日（木）
ＥＣＢ拡大理事会
独 １０月鉱工業生産
米 １１月米企業人員削減数
米 １０月消費者信用残高
１２月８日（金）
中 １１月貿易統計
独 １０月貿易統計
米 １１月雇用統計
米 １１月卸売売上高
米 １２月ミシガン大消費者景況感指数
米国連邦債務の上限適用停止期間終了、暫定つなぎ予算の期限
休場 コロンビア（聖母受胎祭）
１２月９日（土）
中 １１月消費者物価・卸売物価
＜海外決算・現地時間＞
１２月６日（水）
ブロードコム
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投資にあたっての注意事項
●手数料について
○国内金融商品取引所上場株式の委託取引を行う場合、一取引につき対面取引では約定代金に対して最大
1.2420％（税込）
（但し、最低 2,700 円（税込）
）の委託手数料をご負担いただきます。また、インターネッ
ト取引では、
「約定毎手数料コース」においては、1 取引の約定代金が 100 万円以下の場合は１取引につき 540
円（税込）
、1 取引の約定代金が 100 万円超の場合は 1 取引につき 1,080 円（税込）の委託手数料をご負担い
ただきます。「1 日定額コース」においては、1 日の約定代金 300 万円ごとに 1,620 円（税込）の委託手数料
をご負担いただきます。
募集等により取得する場合は購入対価のみをお支払いただきます。
※1 日定額コースは、取引回数（注 1）が 30 回以上の場合、現行の手数料に加えて 21,600 円（税込）の追加
手数料を加算させていただきます。
（注 2）
注 1 取引回数＝約定に至った注文の数
注 2 複数市場へのご注文は市場ごとに 1 回の注文となります。
○外国金融商品取引所上場株式の外国取引を行う場合、売買金額（現地約定代金に買いの場合は現地諸費用を
加え、売りの場合は現地諸費用を差し引いた額）に対して最大 1.2960％(税込)の取次手数料をご負担いただ
きます。
○非上場債券（国債、地方債、政府保証債、社債）を当社が相手方となりお買付けいただく場合は購入対価の
みをお支払いいただきます。
○投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料及び信託報酬等諸経費等をご負担いただきます。
○外貨建て商品の場合、円貨と外貨の交換、または異なる外貨間の交換については、為替市場の動向に応じて
当社が決定した為替レートによります。
●リスクについて
○株式は、株価変動による元本の損失を生じるおそれがあります。また、信用取引を行う場合は、対面取引に
おいては建玉金額の 30％以上かつ 100 万円以上、インターネット取引においては建玉金額の 30％以上かつ
30 万円以上の委託保証金の差し入れが必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことが
できることから、損失の額が多額となり差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。外国株式の
場合、為替相場によっても元本の損失を生じるおそれがあります。
○債券は、金利水準の変動等により価格が上下することから、元本の損失を生じるおそれがあります。
外国債券は、金利水準に加えて、為替相場の変動により元本の損失を生じるおそれがあります。
○投資信託は、銘柄により異なるリスクが存在しており、各銘柄の組入有価証券の価格の変動により元本の損
失を生じるおそれがあります。各銘柄のリスクにつきましては目論見書等をよくお読み下さい。
●お取引にあたっては、開設された口座や商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、上場有価証券等書
面、契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みへ下さい。これら目論見書等、資料の
ご請求は各店の窓口までお申出下さい。
●銘柄の選択、投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いいたします。
●本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成したものですが、その正確性、完全性を保証したもので
はありません。本資料に示された意見や予測は、資料作成時点での当社の見通しであり今後予告なしに当社
の判断で随時変更することがあります。また、本資料のコンテンツ及び体裁等も当社の判断で随時変更する
ことがあります。
2017 年 12 月 1 日現在、金融商品取引所の信用取引の禁止措置等の規制銘柄は当レポートより除外しており
ます。今後、金融商品取引所等により新たな規制が行われる可能性があります。
●当社の概要
商号等：株式会社証券ジャパン 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 170 号
加入協会：日本証券業協会
コンプライアンス推進部審査済 2017 年 12 月 1 日
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