2017 年 6 月 26 日号
調査情報部

今週の見通し
先週の東京市場は上昇の後伸び悩んだ。主要イベントを通過し手掛かり材料が乏しい中、米国株高や為替の
落ち着きを背景に、日経平均は戻り高値を更新する動きとなった。ただ、その後は上値の重さが意識された。IT
関連株に見直し買いが入ったほか、個別材料株の物色が広がった。米国市場は IT 関連株が反発し、NY ダウは
週初に最高値を更新したものの、その後は原油相場下落を受けて、軟調な展開となった。為替市場でドル円は、
FOMC を通過し、米長期金利が反発したことを受けて、ややドル強含みとなり、1 ドル 111 円台でもみ合いとなっ
た。ユーロ円は材料難で小動きとなり、1 ユーロ 124 円を挟んだ狭いレンジでの動きとなった。
今週の東京市場は概ねしっかりの展開となろう。引き続き材料不足の中、景気や企業業績の先行きに対する
楽観的な見方から、買い先行の動きとなろう。為替の落ち着きなどをにらんで、主力銘柄は底堅く推移するとみら
れるが、物色の中心は中小型材料株となろう。米国市場は長期金利動向や原油相場の動きをにらんで、高値圏
もみ合いとなろう。トランプ大統領をめぐる政治リスクや地政学的リスクが意識される可能性はあろうが、下値も
限定的となろう。為替市場でドル円は、米長期金利動向にらみで一進一退となり、ユーロ円は欧州景気の底堅さ
などを背景にユーロがしっかりの展開となろう。ドル円は 1 ドル 110 円～113 円、ユーロ円は 1 ユーロ 123 円～126
円のレンジとなろう。
今週、国内では 30 日（金）に 5 月の消費者物価、労働力調査、家計調査、鉱工業生産、住宅着工が発表され
るほか、7 月 2 日(日)に東京都議選が行われる。一方、海外では 26 日(月)に 5 月の米耐久財受注、27 日(火)に 6
月の米消費者景気信頼感、30 日に 6 月の中国製造業 PMI、5 月の米個人消費が発表される。
テクニカル面で日経平均は、日足一目均衡表の転換線を回復し、遅行スパンも再び日々線を上回ってきた。
当面は 20 日高値(20318 円)や、2 日高値（20239 円）から 15 日安値(19755 円)までの押しの倍返し水準（20723
円）、さらに一昨年 6 月 24 日高値（20952 円）を目指す可能性があろう。一方、転換線（20036 円：23 日現在）や
25 日線（19991 円：同）、基準線（19907 円：同）などが下値めどとして意識されよう。 (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
☆決算期が 3 月で、中間配当実施予定、業績堅調・高配当利回り予想の主な銘柄群
東証 1 部の今期予想配当利回りは、5 月 18 日の 1.74％をピークに下降に転じ、6 月 22 日時点で 1.67％まで
低下している。一方、個別銘柄では 2％を上回る銘柄は全体の 41％に相当する 829 銘柄に達しており、3％台の
銘柄も多数存在している。業績堅調な銘柄も散見され、中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

日本電信電話 (9432･東 1)
携帯・光通信で高シェアの国内通信最大手。海外展開
にも積極的。17 年 3 月期業績は営業収益が前年比 1.3％
減の 11 兆 3910 億円と円高の影響を受けたが、営業利益
は同 14.2％増の 1 兆 5397 億円と好調だった。また、純利
益は同 8.5％増の 8001.2 億円と 2 期連続で過去最高を更
新した。ドコモはサービス収入が増加したほか、減価償
却費の計上方法変更やコスト効率化が営業利益を押し
上げた。また、NTT 東日本・西日本、NTT コミュニケーショ
ンズは営業利益が過去最高となり、音声収入の持ち直し
やコスト効率化が寄与した。18 年 3 月期は営業収益 11
兆 7500 億円(前期比 3.2％増)、営業利益 1 兆 5900 億円
(同 3.3％増)といずれも過去最高の見込み。また、NTT ド
コモや NTT データ、NTT コミュニケーションズなども過去
最高を目指す。なお、上場 30 周年に当たることから、年
間配当は前期比 30 円増の 150 円を予定している。
B2B2X ビジネスモデルによる新たな事業機会の創出や、
国際事業の構造改革による収益改善などにより、中長期的な成長が見込まれよう。（大谷 正之）

新光電気工業 （6967･東 1)
17 年 3 月期業績は売上高が前年比 2.5％減の 1398.9
億円、営業利益が同 65.3％減の 32.6 億円となった。プラ
スチックパッケージでは IC 組み立てが高機能スマホ向け
に大きく伸び、自動車向けも堅調だったほか、BGA(ボー
ル・グリッド・アレイ)基板がスマホのメモリー向けや車載
向けに伸びた。一方、PC 向け のフリップチップ(FC) パッ
ケージは需要減少による競争激化や円高の影響を受け、
減収となった。一方、メタルパッケージではエッチングリー
ドフレームがスマホ向けの旺盛な需要を背景に増加した。
また、半導体製造装置向けセラミック静電チャックは在庫
調整と円高の影響を受けたものの、期の後半に大きく受
注が増加した。続く 18 年 3 月期は売上高 1448 億円(前期
比 3.5％増)、営業利益 59 億円(同 80.5％増)を目指す。半
導体業界はエレクトロニクス化が進む自動車向けや IoT
関連市場向けの需要拡大が見込まれるほか、セラミック
静電チャックは旺盛な需要を取り込むべく新工場(新潟県
新井工場)の整備・稼働を推進する。需要減少の FC パッ
ケージもサーバー向けなどの高付加価値品需要を取り込んで、今後の増加が期待される。（大谷 正之）
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今週の参考銘柄

ＳＯＭＰＯＨＤ （8630･東 1)
約 1896 万株（自己株除く発行済株式数の約 4.8％）、
569 億円を上限とする自己株の取得を決定、取得期間
は 5 月 22 日から 11 月 16 日まで予定。また、配当は前
期の 1 株 90 円から 110 円を計画、自己株取得と合わせ
た総還元性向を高めることで、株主重視の姿勢と今後の
経営についての自信を市場に示したと思われる。今期
の純利益は前年比 10％増の 1830 億円、正味保険料収
入は同 14％増の 2 兆 9080 億円を見込む。買収した米保
険大手エンデュランス・スペシャルティ・HD の収益がフル
に寄与する他、発生保険料の減少が見込まれること、入
居率の改善によって介護事業の黒字化が期待されるた
め。なお、2018 年度には自動車保険の任意保険の保険
料の引き下げが予想されるものの、海外の成長が見込
まれること、介護事業の収益改善などもあり、カバーでき
ると思われる。（増田 克実）

その他
島津製作所（7701）
欧州販売子会社を通じてフランスに拠点を持つ試薬製造会社（ALC 社）を買収した。ALC 社は、安定同位体試薬
を合成・製造する高度な技術を有する試薬メーカー。今期業績への影響は軽微とみられるが、試薬事業のグロ
ーバルな展開に繋がる基盤を獲得、試薬ビジネスに本格参入するきっかけとなろう。

堀場製作所（6856）
5 月に業績予想を上方修正。ただ、通期の営業利益は上期上乗せ分のみの修正に留まっていることから、保守
的な計画に見える。

システナ（2317）
今期の営業利益は前年比 19.3％増の 44 億円を見込む。成長分野の車載システム、インターネットサービス、ロ
ボットでのシステム開発、IoT や AI を軸とした事業展開で成長を目指す。なお、鹿児島銀行が同社のクラウド・デ
ータベース「Canbus」を導入した。

三菱ＵＦＪＦＧ（8306)
18 年 3 月期の純利益は増益を見込む。アコム、三菱ＵＦＪニコスの黒字転換が見込まれる他、モルガンスタンレ
ー、MUAH、アユタヤ銀行などの好調も続きそうだ。

西武ＨＤ（9024）
品川・高輪地区、芝公園、としまえんなど東京都 23 区域内に多くの不動産を保有。リニア新幹線の開通や首都
圏再開発によって、資産価値の一段の上昇が期待されよう。
（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＞
６月２６日（月）
１５・１６日の金融政策決定会合の「主な意見」（８：５０、日銀）
５月企業向けサービス価格指数（８：５０、日銀）
４月景気動向指数改定値（１４：００、内閣府）
６月２７日（火）
上場

Ｆｒｉｎｇｅ８１<6550>マザーズ

６月２８日（水）
特になし
６月２９日（木）
５月商業動態統計（８：５０、経産省）
６月３０日（金）
５月全国、６月東京都区部消費者物価（８：３０、総務省）
５月有効求人倍率・労働力調査（８：３０、厚労・総務省）
５月家計調査（８：３０、総務省）
５月鉱工業生産・出荷・在庫（８：５０、経産省）
５月住宅着工・建設受注（１４：００、国交省）
上場

ＳＹＳホールディングス<3988>ジャスダック、
ツナグ・ソリューションズ<6551>、ＧａｍｅＷｉｔｈ<6552>マザーズ

７月２日（日）
東京都議会議員選挙投開票

＜国内決算＞
６月２６日（月）
15:00～

日本オラクル<4716>

16:00～

<1Q>高島屋<8233>

時間未定 <1Q>あさひ<3333>、壱番屋<7630>、しまむら<8227>、パルコ<8251>
６月２７日（火）
時間未定 <1Q>ハイデ日高<7611>
<3Q>ライトオン<7445>
６月２８日（水）
15:00～

<1Q>ニトリＨＤ<9843>

時間未定 <1Q>Ｊフロント<3086>
６月２９日（木）
時間未定 クスリのアオキ<3549>
<3Q>ストライク<6196>、ナガイレーベ<7447>
６月３０日（金）
15:00～

ＷＮＩウェザー<4825>

時間未定 <1Q>ダイセキＳ<1712>、アダストリア<2685>、ＤＣＭ<3050>、ジンズメイト<7448>、スギＨＤ<7649>、
ケーヨー<8168>、ダイセキ<9793>
<3Q>ＵＳＥＮ<4842>
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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＞
６月２６日（月）
独

６月ＩＦＯ景況感指数

米

５月耐久財受注

休場

シンガポール、マレーシア、インドネシア、インド、パキスタン、フィリピン（断食明け大祭）、
コロンビア（聖心祭）、トルコ（砂糖祭）

６月２７日（火）
米
休場

６月消費者景気信頼感
マレーシア（ゴム休場、銀行休業、株式通常取引）、インドネシア、パキスタン（断食明け大祭）、
トルコ（砂糖祭）

６月２８日（水）
休場

インドネシア、パキスタン（断食明け大祭）

６月２９日（木）
欧

６月ユーロ圏景況感指数

米

１～３月期ＧＤＰ確定値

米

１～３月期米企業利益確定値

休場

インドネシア（断食明け大祭）

６月３０日（金）
中

６月製造業ＰＭＩ

独

６月雇用統計

欧

６月ユーロ圏消費者物価

米

５月個人所得・消費

米

６月シカゴ景況指数

米

６月ミシガン大消費者景況感指数確報値

休場

インドネシア（断食明け大祭）

＜海外決算・現地時間＞
６月２７日（火）
ＫＢホーム
６月２８日（水）
モンサント
６月２９日（木）
ナイキ、マイクロン
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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 6 月 23 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 6 月 23 日
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