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■“米国決算と外部要因から安定感に欠ける展開も！”

10/11、連休明けの日本株市場では、日経平均株価が終
値ベースで9/7以来となる17,000円台に乗せた。しかし、
10/12以降は再び17,000円割れの相場展開となっている。
10/11発表のアルミ最大手のアルコア（AA）の決算が市
場予想を下回り2016/12期3Q（7-9月）決算への懸念が高ま
り、NY ダウは200ドルもの下落となった。主力企業の3Q 決
算発表を控え、その後の米国株は小幅なレンジで推移。当
面の日本株は、米3Q 決算動向に左右される展開が想定さ
れる。決算次第では、海外投資家のリスク許容度が高まり、
国内株式市場にも資金が流入することとなろう。
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10月に入って米国では良好な景気指標や原油高に加え
FRB 高官による利上げを正当化する発言が相次ぎ、10年
国債利回りが上昇。10/12発表の9/21-22分 FOMC 議事録
によれば、利上げ見送りを決定した委員のうち何人かが「ぎ
りぎりの判断」だった模様で、FOMC メンバーは「利上げ条
件が整いつつある」という点で概ね一致し、年内利上げの
合意が形成されつつあることが確認された。未だ60％台に
留まっている12月の利上げ確率が高まれば、金利上昇によ
りドル・円は円安基調を維持するものと思われる。
10/9開催の第2回米大統領候補 TV 討論会の結果は、
引き続き民主党クリントン候補優勢となり相場の安定要因と
なった。ただ、10/19に最後の TV 討論会を残しており動向
に留意したい。10/10、ロシアのプーチン大統領は OPEC が
減産合意となれば増産凍結や減産も検討するとの考えを
表明し WTI 原油先物価格は51.35ドルと1年3ヵ月ぶり水準
をマーク。ただ、11月の OPEC 総会に向け紆余曲折も想定
されよう。10/13発表の9月の中国貿易収支は、輸出が前年
同月比10.0％減と市場予想を下回り、世界経済減速の懸
念が高まった。ただ、鉄鋼輸出自主規制の影響も考えられ
る。10/19発表の中国の7-9月 GDP にも注目したい。（庵原）
10/17号では、大林組（1802）、薬王堂（3385）、GMO ﾍﾟｲﾒ
ﾝﾄｹﾞｰﾄｳｪｲ（3769）、村田製作所(6981)、三菱 UFJ・FG
（8306）、アセアンはインドフード (INDF IJ)を取り上げた。

※本レポートは当社が取り扱っていない銘柄を含んでいます
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（出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成）

■主な企業決算 の予定
●10 月 17 日（月） ：東宝、バンク・オブ・アメリカ、IBM、ネットフリックス
●18 日（火） ：ゴールドマン、ブラックロック、J＆J、インテル
●19 日（水） ：モルガン・スタンレー、アメックス、e ベイ、シーゲイト
●20 日（木） ：ベライゾン、マイクロソフト
●21 日（金） ： GE、マクドナルド

■主要イベントの予定
●10 月 17 日（月） ：
・JR 九州、株式上場の売出価格を決定
・日銀支店長会議、 黒田総裁があいさつ
・9 月のマンション発売
・米 9 月の鉱工業生産指数
●18 日（火） ：
・米 9 月の消費者物価指数
・米 10 月の NAHB 住宅市場指数
●19 日（水） ：
・9 月の訪日外国人客数
・米 9 月の住宅着工・建設許可件数
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）
・米大統領選、大統領候補の第 3 回テレビ討論会
・中国 7-9 月の GDP
●20 日（木） ：
・百貨店売上高（全国・東京地区 9 月）
・米 9 月の中古住宅販売件数
・ECB が金融政策発表、ドラギ総裁が記者会見
●21 日（金） ：
・日銀の黒田総裁が講演
・サンフランシスコ連銀総裁が講演
・10 月のユーロ圏消費者信頼感（速報値）
（Bloomberg をもとにフィリップ証券作成）
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■中国経済動向も為替変動要因に
10/12 に 発 表 さ れ た 9 月 分 の
FOMC 議事録で「政策の現状維持が
ぎりぎりの判断」であったことが判明し
利上げ観測が高まってる。米長期金
利上昇で日米金利差が拡大し 、ド
ル・円は一時 104 円台乗せなど、ド
ル高・円安の方向に進んでいる。
米大統領選挙では 10/19 に最後
の直接対決となる第 3 回のテレビ討
論会が予定されており、クリントン氏
の優位が続けば、ドル高基調が維持
されよう。一方、中国貿易統計が悪
化の中、7-9 月の GDP 成長が市場
予想を下回れば、一時的にリスク回
避的なドル売り・円買いが予想され、
関連銘柄の動向に留意したい。（袁）
■良好な機械受注見通しと関連株
8 月の機械受注統計によれば、設
備投資の先行指標である「船舶、電
力 を除 く 民 需 」 の受 注 額 が 前 月比
2.2％減の 8,725 億円となったが、市
場予想の同 4.7％減を大幅に上回
り、内閣府は基調判断を「持ち直しの
動きがみられる」に据え置いた。
四半期ベースでは 2016/4-6 期の
受注額が前期比 9.2％減と 1-3 月期
から悪化したが、7-9 月期は同 5.2％
増と大きく改善する見通し。機種別
の受注額見通しは、重電機、工作機
械と産業機械などが引き続き減少。
一方、鉄道車両、原動機や道路車
両が好調な見込みで川崎重工
（7012）、クボタ（6326）、トヨタ（7203）
などの関連銘柄に注目したい。（袁）
■米国決算で注目されるセクター
S&P500 構成企業の 2016/3Q（7-9
月）決算は、Bloomberg 集計によれ
ば、10/7 現在で 1.6％減益と 6 四半
期連続の減益見通し。ただ、保守的
なアナリスト予想から、減益幅は今後
縮小し増益転換となる可能性もある。
3Q のセクター別には、年内 12 月
の利上げ期待が高まる中、金利上昇
で収益改善が期待される金融に注
目したい。特に、同セクターの保険は
2 桁増益見通しとなっている。ヘルス
ケア も堅 調な 推移 が見 込 まれ るほ
か、ハイテクは半導体やソフトウエア
＆サービスが 2 桁増益見通しであ
る。金利や為替動向をチェックしつ
つ、日本においても金融や半導体な
どのセクターに注目したい。（庵原）

【米年内の利上げ確率が高まり、日米金利差が拡大している】
2016年 年内のFOMCとFRBの利上げ確率予想（10/13時点）
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【良好な 2016/7-9 期の機械受注見通し、車両・原動機などが牽引役へ】
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【本格化する 7-9 月期米決算見通し～金融、ヘルスケア、ハイテクが牽引へ】
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大林組（1802）52週株価・日足

・1892年に創業した大手総合建設会社、スーパーゼネコン5社の一角。商業・住宅・公共建築、鉄
道など総合建設業の請負、子会社を通してゴルフ場管理や金融事業なども行っている。
・2017/3期1Q（4-6月）は売上高は前年同期比2.7％増の4,020.52億円、営業利益が同54.1％増の
229.86億円、純利益が同45.3％増の159.49億円となった。2020年の東京五輪向け開発やオフィス
更新の需要が増加し建築部門の完成工事利益率も改善。また、建設資材の値下げが寄与した。
・同社は2017/3期1H（4-9月）の業績見通しを修正した。海外子会社の完成工事高は減少したた
め、売上高が同3.0％増の8,600億円と従来予想を630億円下回った。ただ、国内工事の採算改善
などから営業利益が同38.7％増の590億円、純利益が同47.0％増の410億円と何れも従来予想を
大幅に上振れた。2017/3通期の会社計画は売上高が前期比7.7％増の1兆9,150億円、営業利益
が同10.7％減の950億円、純利益が同0.7％減の630億円と従来予想を据え置いた。（袁）
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村田製作所（6981）52週株価・日足

15,000
12,000

円
850

（出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成）

16/1

16/4

16/7

16/10



三菱UFJ FG（8306）52週株価・日足
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三菱 UFJ フィナンシャル・グループ（8306）
・2001年設立の金融持ち株会社。銀行、信託、証券に加えカード、リース、消費者金融、資産運
用、米国のユニオンバンクなどを傘下に持ち、多様な金融サービスを提供できる総合力を有する。
・2017/3期1Q（4-6月）は経常収益が前年同期比10.9％減の1兆3,893.49億円、純利益が同32.0％
減の1,889.24億円だった。日銀のマイナス金利政策の下で本業の貸出と預金利回りの利ざやが縮
小し収益を押し下げた。また、円高の影響で海外事業の円ベース収益の目減りも収益に響いた。
・2017/3通期の会社計画は純利益が前期比10.7％減の8,500億円と従来予想を据え置いた。新聞
報道によれば、同社は米アルファベット（GOOGL）傘下の世界検索最大手グーグルと提携し、今秋
に日本でスマホを使う電子決済サービス「アンドロイドペイ」のサービスを開始する見通し。（袁）
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村田製作所(6981)
・1950年に設立した世界トップクラスの電子部品専業メーカー。主な製品はフィルター、コンデンサ
ー、サーミスター、ノイズ対策部品、電源、センサー、集積回路、マイクロ波発振子などである。
・2017/3期1Q（4-6月）は売上高が前年同期比7.1％減の2,609.25億円、純利益が同19.1％減の
376.75億円となった。中国向け周波数制御部品の出荷が増加したが、スマホの生産調整を受けて
主力の通信用部品の売上が減少した。また、円高の推進で輸出採算が悪化し利益を押し下げた。
・2017/3通期の会社計画は売上高が前期比1.2％増の1兆2,250億円、純利益が同12.6％減の
1,780億円と従来予想を据え置いた。発火問題でサムスン電子の新型スマホ「ギャラクシーノート7」
の製造・販売は中止となった。ライバルであるアップル（AAPL）の「iPhone」が販売上の優位に立つ
との思惑があり、関連部品の主要サプライヤーとして同社の業績と株価動向に注目したい。（袁）
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GMO ペイメントゲートウェイ（3769）
・1995年設立、GMO インターネットの子会社。クレジットカード決済などの決済処理サービスを事業
者に提供している。顧客は非対面販売型事業者、月額課金型事業者や公的機関などである。
・ 2016/9期3Q（ 2015/10-2016/6）の売上高が前年同期比 37.2 ％増の88.20億円、純利益が 同
24.4％増の18.09億円となった。ネット決済システムで強みの中小企業に加え、大手企業の需要も
取り込んだ。また、EC サイトで事業者向け早期入金、利用者向け後払いも開始し手数料が増加。
・2016/9通期の売上高は前期比26.4％増の114.13億円、営業利益が同25.7％増の37.41億円、純
利益が同26.0％増の23.35億円である。営業利益率が32.8％となる見通し。通期の配当は前期比4
円増の22円へ。横浜銀行は、同社と連携しスマホで銀行口座から買い物代金を決済できるサービ
スを開始すると発表。個人の顧客と加盟店が個別に口座振替契約を行う必要がない点で国内銀
行初のサービスとなる。5年で地銀10行程度の参加が見込まれ、今後の動向に注目したい。（袁）
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薬王堂（3385）
・1991年設立、東北地方を中心にドラッグストアを展開している。医薬品、処方箋薬、化粧品などド
ラッグストアの主力商品のほか、日用雑貨、食品、衣料品、電器などの商品も取り扱っている。
・2017/2期1H（3-8月）は売上高が前年同期比12.7％増の376.72億円、営業利益が同33.4％増の
17.23億円、純利益が同41.0％増の11.54億円となった。4部門は全て増収。食品や飲料などの販
売が伸び、主力のコンビニ部門は同15.6％増収。また、ヘルスケア部門が同7.8％増収となった。
・2017/2通期の会社計画は売上高が前期比10.3％増の738億円、営業利益が同12.0％増の29.70
億円、純利益が同8.0％増の19.30億円である。同社は12/1を効力発生日として1:3の株式分割を
予定。年間配当は17円であるが、株式分割考慮前で50円と前期の45円から増配となる計画。（袁）
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大林組（1802）



インドフード・サクセス・マクムール(INDF IJ)
・1990年に設立、インドネシア財閥サリムグループ企業である。主にインスタント麺・乳製品・調味
料・スナック類の製造を行っており、イスラム教徒向けの食品などの製造も行っている。
・2016/12期1H（1-6月）は売上高が前年同期比4.4％増の34兆841億 IDR、純利益が同28.9％増の
2兆2,310億 IDR となった。4セグメントのうち3セグメントが増収、主力の CBP と Bogasari が好調。
・「中国閩中有機食品」に買収を提案し、中国産食品の海外販売を狙っている模様。通期の市場
予想は売上高が前期比8.8％増の69兆7,042億 IDR、純利益が同34.8％増の4兆19億 IDR。（袁）
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Financial Advisers Act, Chapter 110 in Singapore.
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implied that such information or Research is accurate, complete or appropriate or should be relied upon as such. Any such information or Research contained in this
report is subject to change, and Phillip Securities Research shall not have any responsibility to maintain or update the information or Research made available or to
supply any corrections, updates or releases in connection therewith.
Any opinions, forecasts, assumptions, estimates, valuations and prices contained in this report are as of the date indicated and are subject to change at any time
without prior notice. Past performance of any product referred to in this report is not indicative of future results.
This report does not constitute, and should not be used as a substitute for, tax, legal or investment advice. This report should not be relied upon exclusively or as
authoritative, without further being subject to the recipient’s own independent verification and exercise of judgment. The fact that this report has been made
available constitutes neither a recommendation to enter into a particular transaction, nor a representation that any product described in this report is suitable or
appropriate for the recipient. Recipients should be aware that many of the products, which may be described in this report involve significant risks and may not be
suitable for all investors, and that any decision to enter into transactions involving such products should not be made, unless all such risks are understood and an
independent determination has been made that such transactions would be appropriate. Any discussion of the risks contained herein with respect to any product
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Nothing in this report shall be construed to be an offer or solicitation for the purchase or sale of any product. Any decision to purchase any product mentioned in this
report should take into account existing public information, including any registered prospectus in respect of such product.
Phillip Securities Research, or persons associated with or connected to Phillip Securities Research, including but not limited to its officers, directors, employees or
persons involved in the issuance of this report, may provide an array of financial services to a large number of corporations in Singapore and worldwide, including but
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Phillip Securities Research, or persons associated with or connected to Phillip Securities Research, including but not limited to its officers, directors, employees or
persons involved in the issuance of this report, may have participated in or invested in transactions with the issuer(s) of the securities mentioned in this report, and
may have performed services for or solicited business from such issuers. Additionally, Phillip Securities Research, or persons associated with or connected to Phillip
Securities Research, including but not limited to its officers, directors, employees or persons involved in the issuance of this report, may have provided advice or
investment services to such companies and investments or related investments, as may be mentioned in this report.
Phillip Securities Research or persons associated with or connected to Phillip Securities Research, including but not limited to its officers, directors, employees or
persons involved in the issuance of this report may, from time to time maintain a long or short position in securities referred to herein, or in related futures or options,
purchase or sell, make a market in, or engage in any other transaction involving such securities, and earn brokerage or other compensation in respect of the foregoing.
Investments will be denominated in various currencies including US dollars and Euro and thus will be subject to any fluctuation in exchange rates between US dollars
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To the extent permitted by law, Phillip Securities Research, or persons associated with or connected to Phillip Securities Research, including but not limited to its
officers, directors, employees or persons involved in the issuance of this report, may at any time engage in any of the above activities as set out above or otherwise
hold an interest, whether material or not, in respect of companies and investments or related investments, which may be mentioned in this report. Accordingly,
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The information, tools and material presented herein are not directed, intended for distribution to or use by, any person or entity in any jurisdiction or country where
such distribution, publication, availability or use would be contrary to the applicable law or regulation or which would subject Phillip Securities Research to any
registration or licensing or other requirement, or penalty for contravention of such requirements within such jurisdiction.
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