2018 年 10 月 22 日号
調査情報部

今週の見通し
先週の東京市場は、一旦反発するも、下値探りの展開となった。前週の急落の反動に加え、米国株のリバウ
ンドや円高一服を背景に、大きく切り返したものの、中国経済の減速懸念が再び高まり、急反落した。日経平均
は 10 月 15 日安値を一時下回った。米国市場は、インフレ警戒感が燻る中、好調な経済指標や企業決算を受け
て、大幅反発となったものの、中国経済の減速懸念に加え、サウジを巡る地政学的リスクの高まりから、反落と
なった。為替市場でドル円は、米長期金利の上昇とリスクオフムードの綱引きとなり、1 ドル 112 円台でもみ合う
展開となった。ユーロ円はブレグジットやイタリア情勢への警戒感から、1 ユーロ 128 円台へ下落した。
今週の東京市場は、下値固めの動きとなろう。中国経済や欧州情勢などへの警戒感が燻る中、9 月中間期決
算の発表が本格化し、企業業績への期待から底堅さが見られよう。物色は好業績銘柄の個別選別物色が中心
となろう。米国市場は企業業績の好調が下支えとなるものの、中国、欧州、中東情勢を睨みつつ、神経質な展開
となろう。為替市場でドル円は、外部環境の不透明感を背景にドル弱含みとなり、1 ドル 111 円台を再び試す動き
となろう。ユーロ円はイタリア情勢やブレグジットを巡る不透明感から、ユーロ弱含みとなり、1 ユーロ 127 円台を
意識した動きとなろう。
今週、国内では 22 日(月)に 8 月の全産業活動指数が発表されるほか、24 日(水)に臨時国会が召集される。
一方、海外では 24 日に 9 月の米新築住宅販売、ベージュブック、25 日（木）に 10 月の独 IFO 景況感指数、9 月
の米耐久財受注、26 日（金）に 7－9 月期の米 GDP が発表されるほか、25 日には ECB 定例理事会が開催され、
ドラギ総裁が会見を行う。また、26 日には日中首脳会談が予定されている。
テクニカル面で日経平均は、200 日線（22499 円：19 日現在）や日足一目均衡表の抵抗帯下限（22247 円：同）
を一時割り込んだ。週足では 52 週線（22526 円：同）を一時下回ったうえ、一目均衡表の遅行スパンが実体線を
割り込みつつあり、先安懸念を強めている。目先の下値めどは、9 月 7 日安値（22172 円）や 8 月 13 日安値
（21851 円）を意識した動きとなろう。一方、200 日線や 52 週線を維持できれば、26 週線(22706 円：同)や 13 週線
(22898 円：同)、17 日高値(22959 円)への戻りが期待できよう。(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
☆株価が 13 週・26 週の両移動平均線の上位に位置する主な好取組銘柄群
日経平均は 19 日時点で 13 週・26 週の 2 本の移動平均線を割込んでいるが、個別銘柄では両移動平均線に
対するプラスカイ離を維持する銘柄が多く存在している。また、信用倍率 1 倍未満の銘柄も東証 1 部全体の 25％
に達していることから、今回はテクニカル的に好位置にあり、取組良好な銘柄を選別した。（野坂 晃一）
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今週の参考銘柄

ソニー（6758･東 1）
第 1 四半期の営業利益は 1950 億円と前年同期
比 24％増（前年の一過性の利益を除いた調整後の
営業増益率は 6 割超）。ゲーム&ネットワークサービ
ス（G &NS）が大幅増収増益。「ゴッド・オブ・ウォー」な
ど自社製作タイトルを始めとしたソフトウエアに加え、
ハード、ネットワークともに好調だった。また、モバイル
向けゲームアプリが好調だった音楽、ミラーレス一眼
カメラなど高付加価値品の販売増などでイメージン
グ・プロダクト・ソリューションも増益だった。半導体は
モバイル向けのイメージセンサーの増収で調整後の
営業利益は増益だった。通期会社計画の営業利益は
6700 億円。スマホの下ブレやコストアップ、為替リスク
などのビジネスへのリスクバッファー分を 730 億円織
り込んでいる他、第 1 四半期で営業増益の牽引役だ
った G &NS が新作ソフトウエアの貢献などで好調が
続きそうなこと、スマホのカメラの複眼化や多眼化な
どによるモバイル向けイメージセンサーの需要拡大な
ども期待されることから、会社計画は保守的に見え
る。決算発表は 10 月 30 日予定。（増田 克実）

ＩＨＩ(7013･東 1）
第 1 四半期(4－6 月)の営業利益は前年同期比
50％減の 127.4 億円。前期に報告期間統一のため海
外子会社の決算期を変更したため、前期第 1 四半期
は 14 億円かさ上げされている。資源・エネルギー・環
境は前期のプロセスプラントの大型プロジェクト進展
による反動で減収も、中型原動機や原子力の採算改
善などで営業利益は小幅改善。社会基盤・海洋は橋
梁や水門が好調だったものの、シールドシステムや F
－LNG・海洋構造物が苦戦し減収減益だった。産業シ
ステム・汎用機械は報告期間変更の影響を除くと、タ
ーボチャージャーや熱・表面処理などが伸びたもの
の、全体としては減収、微減益。航空・宇宙・防衛は
民間向け航空機エンジンがエアバス A320 向け新型
エンジンの PW1100G が伸びて増収も、メンテナンス・
プログラムに伴う費用負担増加が響き大幅減益だっ
た。通期見通しは据え置かれているが、報告期間変
更の影響や航空機エンジンの一時的な費用増加が
一巡すれば、海外大型プロジェクトも順調な進展を見
せており、十分達成可能な計画とみられる。決算発表
は 11 月 1 日予定。（大谷 正之）
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今週の参考銘柄

アルゴグラフィックス(7595･東 1）
第 1 四半期(4－6 月)業績は売上高が前年同期
比 17.9％増の 113.8 億円、営業利益が同 37.8％増
の 12.4 億円。主力の PLM(製品ライフサイクル管
理)事業は、投資意欲が引き続き旺盛な自動車業界
に加え、半導体業界向けの生産管理工程システム
の販売が伸び、同 17.8％増収、35.3％営業増益だ
った。また、連結子会社ジーダットが中心となって手
掛けている EDA(半導体や電子機器の自動設計)事
業は、主力製品の新バージョンのリリースに合わせ
た積極的な営業活動が奏功し、同 18.9％増収、営
業損益は 26 百万円の赤字(同 600 万円の改善)だ
った。通期計画は売上高 416 億円(前期比 3.5％
増)、営業利益 39.5 億円(同 5.3％増)で据え置いて
いる。営業利益の通期計画に対する第 1 四半期の
進捗率は 31.3％と前年同期の 23.9％を上回ってい
る。今後も自動車や半導体分野の開発投資は高水
準が続くとみられ、計画の上振れが期待されよう。
決算発表は 10 月 26 日予定。（大谷 正之）

ＪＸＴＧ(5020)
昨年 5 月に発表した中期計画では 3 年間での統合シナジー効果を 1000 億円としたが、今期の営業利益に対す
る同増益効果は前年比で 200 億円強に達する見通し。決算発表は 11 月 7 日予定。

武田薬品工業（4502）
18 日にシャイアー社買収について日本の公正取引委員会より無条件でクリアランスを取得したと発表。残る EU
当局の判断期限は 11 月 6 日頃とみられる。

ＮＴＴ（9432）
15 日に NTT 都市開発の完全子会社化を目指した TOB（10 月 16 日から 11 月 27 日まで予定）を発表。
実現すればグループの保有資産の有効活用などのシナジー効果が期待される。

ディップ（2379）
通期の営業利益計画は 126 億円と上方修正されたが、上期分の上乗せにとどまった。リクルートを始めとした競
合各社の攻勢で競争環境は今後も厳しくなると思われるが、昨年 8 月に行ったサイトのリニューアルや新機能追
加の効果、アルバイトの人手不足から求人サイトへの旺盛な需要が続くとみられ、同社の成長が期待される。

コマツ（6301）
スマートコンストラクションの未来を「シーテックジャパン 2018」で展示。自動運転や遠隔操作の建機など、ＡＩなど
で進化したＩＣＴ建機による人のいない建設現場を目指している。

ニチコン（6996）
2019 年 11 月からＦＩＴ（固定価格買取制度）が終了、太陽光で発電した電気を電力会社に販売する価格がこれま
での約 48 円/KWｈから大幅に下落する見通し。また、EV の普及が今後見込まれる上、停電時の備えから蓄電
に注目が集まっているが、同社は「トライブリッド蓄電システム」による未来の蓄電システムを提案している。
（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＞
１０月２２日（月）
８月全産業活動指数（１３：３０、経産省）
９月粗鋼生産（１４：００、鉄連）
９月民生用電子機器国内出荷（１４：００、ＪＥＩＴＡ）
９月主要コンビニ売上高（１６：００、フランチャイズチェーン協）
１０月２３日（火）
基調的なインフレ率を捕捉するための指標（１４：００、日銀）
月例経済報告関係閣僚会議、会議終了後、１０月の月例経済報告（内閣府）
上場 リーガル不動産<3497>マザーズ
１０月２４日（水）
８月景気動向指数改定値（１４：００、内閣府）
３カ月予報（気象庁）
臨時国会召集
１０月２５日（木）
９月企業向けサービス価格指数（８：５０、日銀）
１０月２６日（金）
１０月東京都区部消費者物価（８：３０、総務省）
日中首脳会談（北京）
＜国内決算＞
１０月２２日（月）
14:00～ 【2Q】日証金<8511>
17:00～ 【2Q】日立化成<4217>
時間未定 【2Q】ＡＤワークス<3250>
１０月２３日（火）
15:00～ 【2Q】栄研化<4549>、東製鉄<5423>、日本電産<6594>
【3Q】シマノ<7309>
１０月２４日（水）
11:00～ 【2Q】蝶理<8014>
15:00～ 【2Q】バルカー<7995>
【3Q】花王<4452>、キヤノン電<7739>、キヤノンＭＪ<8060>
17:00～ 【3Q】中外薬<4519>
時間未定 【3Q】ＬＩＮＥ<3938>
１０月２５日（木）
12:00～ 【2Q】ジャフコ<8595>
13:00～ 【2Q】ダイハツディ<6023>、ＳＭＫ<6798>
14:00～ 【2Q】積水樹<4212>、アイカ<4206>、リコーリース<8566>
15:00～ サイバエジェ<4751>
【2Q】エムスリー<2413>、コーエーテクモ<3635>、ＮＲＩ<4307>、日立金<5486>、日立建機<6305>、
富士電機<6504>、クラリオン<6796>、ネットワン<7518>、信越ポリマ<7970>、日立ハイテク<8036>、
日ガス<8174>、東北電<9506>
【3Q】ＧＭＯ ＦＨＤ<7177>、キヤノン<7751>、菱鉛筆<7976>
16:00～ 【2Q】システナ<2317>、ＪＣＲファーマ<4552>
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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）
１０月２６日（金）
14:00～ 【2Q】帝国ホテル<9708>
15:00～ 【1Q】グリー<3632>
【2Q】九電工<1959>、信越化<4063>、東映アニメ<4816>、日立<6501>、明電舎<6508>、航空電子<6807>、
新光電工<6967>、日車両<7102>、ショーワ<7274>、リコー<7752>、ＰＡＬＴＡＣ<8283>、オリックス<8591>、
大京<8840>、日立物流<9086>、沖縄セルラー<9436>、関西電<9503>
【3Q】ＭｏｎｏｔａＲＯ<3064>、ミルボン<4919>
16:00～ 【2Q】富士通ゼ<6755>、小糸製<7276>、中部電<9502>
【3Q】Ｖコマース<2491>
時間未定 【2Q】富士通<6702>

＜海外スケジュール・現地時間＞
１０月２２日（月）
休場 ハンガリー（公休日）
１０月２３日（火）
独 ９月生産者物価
休場 タイ（チュラロンコーン大王祭）、
ハンガリー（蜂起記念日）
１０月２４日（水）
欧 １０月ユーロ圏ＰＭＩ
米 ９月新築住宅販売
米 ベージュブック
１０月２５日（木）
ＥＣＢ定例理事会、ドラギＥＣＢ総裁会見
独 １０月ＩＦＯ景況感指数（Bloomberg 調査、期待指数１００．２）
米 ９月耐久財受注（Bloomberg 調査、－０．１％）
１０月２６日（金）
米 ７～９月期ＧＤＰ（Bloomberg 調査、３．３％）
１０月２８日（日）
欧州各国が冬時間入り（英との時差９時間、仏独伊８時間）
＜海外決算・現地時間＞
１０月２２日（月）
ハリバートン
１０月２３日（火）
キャタピラー、ロッキード、３Ｍ、ベライゾン、マクドナルド、ユナイテッド・テクノロジーズ、イルミナ、アイロボット、
コーニング、ＴＩ
１０月２４日（水）
チェックポイント、ボーイング、アライン、ザイリンクス、ビザ、マイクロソフト、フォード、ＡＴ＆Ｔ
１０月２５日（木）
ニューモント、レイセオン、ＧＥ、セルジーン、メルク、アマゾン、アルファベット、インテル、エクスペディア、
ベリサイン、ギリアド、チポトレ、ツイッター
（東 瑞輝）
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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。外国株式等の取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されま
すので、その金額をあらかじめ記載することはできません。
○外国株式等の国内店頭取引を行う場合、お客様の購入及び売却の取引価格を当社が提示します。外国株式等
の国内店頭取引の取引価格には、手数料相当額や諸費用といった取引に必要なコストが含まれているため、
別途の手数料及び諸費用はかかりません。
○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。外国株式等の中には、金融商
品取引法に基づく企業内容等の開示が行われていない銘柄 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。
2018 年 10 月 19 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 2018 年 10 月 19 日
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