投資戦略ウィークリー
“安定感取り戻す？年初の相場見通し！”
リサーチ部 庵原 浩樹 増渕 透吾
DID:03-3666-2101 (内線 244)
E-mail: hiroki.ihara@phillip.co.jp

フィリップ証券株式会社
2019 年 1 月 15 日号(2019/1/11 作成)

Report type: ウィークリーストラテジー

7,000

日経平均株価とNYダウ30種平均

ドル・円

28000

6,500

NYダウ

NYダウ
26000

ポイント

6,000

ジャカルタ総合指数とシンガポールST指数
ｼﾞｬｶﾙﾀ 総合指数
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ST指数

5,500

日経平均

5,000

24000

4,500

22000

4,000

20000

3,500

日経平均

3,000

18000

2,500
2015/1

16000
14000
2015/1

2015/9

2016/5

2017/1

2017/9

2018/5

2019/1

（出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成）
ポイント

2015/9

2016/5

2017/1

2017/9

2018/5

2019/1

（出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成）

■“安定感取り戻す？年初の相場見通し！”

米中貿易摩擦、世界景気の鈍化懸念、企業業績の下方修
正リスク、円高進展の可能性・・・市場を取り巻くネガティブニュ
ースを挙げればキリがない。悪いニュースが出尽くし、クリアに
なる頃には、既に上昇相場は一旦終わっているだろう。その
時々のマーケットを動かすドライバー要因を注視することが重
要になる。10月以降の世界的な株式相場の下落は、米国10
年国債利回りが3.2％台に乗せたことが主因であった。
市場参加者は、FRB の追加利上継続により新興国市場から
資金が引き上げられ、米中貿易摩擦が激化する中で世界景
気が冷え込むシナリオを想定し始めた。トランプ政権による減
税効果も剥落し、2019年の米企業業績の増益率は大幅な鈍
化が避けられないことも株価の押し下げ要因となった。昨年、
NY ダウは10/3に過去最高値となる26,828.39ドルをマークした
後、12/24に年初来安値の21,792.20ドル（18.8％安。5,036.19
ドルの下落）まで下落し、日経平均は10/2に1991/11以来とな
る24,270.62円を付けて、その後12/25に19,155.74円（21.1％
安、5,114.88円の下落）に沈んだ（何れも終値ベース）。

新年早々、1/2の引け後にアップル（AAPL）は、2019/9期1Q
（2018/10-12月）の売上高の下方修正を発表。1/3、同社株価
は前日比約10％下落し、同日の NY ダウは同660ドル下落し、
アップル1社で NY ダウを106ドル押し下げた。しかし、同社株
価は1/3の142.19ドルを底に1/10現在で153.80ドルまで上昇。
一部アナリストや各種報道などから新型 iPhone の販売不振と
の見方から10/3の最高値232.07ドルから38.7％もの下落となっ
た。下方修正公表で多くのハイテクを含め投資家が悪材料を
確認し、むしろ安心感が広がったものと思われる。
1/8にサムスンは半導体、スマホの不振から2018/10-12月の
業績が前年同期比11％減収、29％営業減益と発表。世界銀
行は2019年の世界経済成長率の見通しを2.9％と、2018/6時
点から0.1ポイント下方修正した。下落が続いたサムスンの株価
は1/4を底に反転、MSCI ワールド・インデックスは12/26に底打
ちしている。米国決算を見極めつつ、割安な優良銘柄に徐々
に資金を振り向けるタイミングにあると見ている。（庵原）
1/15号では、不二製油グループ本社（2607）、エービーシー・
マート（2670）、ニプロ（8086）、イオンモール（8905）、乃村工
藝社（9716）、ダイセキ（9793）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
MCI (P) 062/10/2018
Ref. No.: JPN2019_0002
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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
●1 月 14 日（月）：シティグループ
●1 月 15 日（火）：東宝、JP モルガン、ウェルズ・ファーゴ
●1 月 16 日（水）：ゴールドマン、バンク・オブ・アメリカ、ブラックロック
●1 月 17 日（木）：アメックス、ネットフリックス、モルガン・スタンレー

■主要イベントの予定
●1 月 14 日（月）
・北米国際自動車ショーのプレスデー（デトロイトで 15 日まで、一般公開は 19－27 日）
・ワールド・フューチャー・エナジー・サミット(WFES)（アブダビ、17 日まで）
・日ロ外相会談（モスクワ）
・米 11 月の卸売在庫 、米 11 月の新築住宅販売 、米 11 月の建設支出（何れも 18 日までに発表）
・米 11 月の製造業受注、米 11 月の貿易収支、米 11 月の財政収支（何れも 18 日までに発表）
・ユーロ圏 11 月の鉱工業生産
・中国 12 月の貿易収支 (12 月)
●1 月 15 日（火）
・12 月の倒産件数、12 月の工作機械受注
・米ミネアポリス連銀総裁、カンザスシティー連銀総裁、ダラス連銀総裁の講演
・英、EU 離脱合意案の議会採決
・ドラギ ECB 総裁、欧州議会に ECB 年次報告書を提出
・米 12 月の生産者物価指数
●1 月 16 日（水）
・ロボデックス開催（東京ビッグサイトで 18 日まで）
・国内 12 月の企業物価指数、11 月の機械受注
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）、12 月の輸入物価指数、12 月の小売売上高、
・米ミネアポリス連銀総裁講演、米 1 月の NAHB 住宅市場指数、11 月の対米証券投資
・欧州 12 月の新車販売、独 12 月の CPI (改定値)、英 12 月の物価統計
・中国 12 月の新築住宅価格
●1 月 17 日（木）
・日銀・財務省共催シンポジウムで黒田東彦日銀総裁が基調講演（都内）
・Ｇ20 財務相・中央銀行総裁代理会議（18 日まで、都内で）
・JT が新型加熱式たばこを発表
・米クオールズ FRB 副議長（銀行監督担当）講演
・米 12 月の住宅着工件数、新規失業保険申請件数（12 日終了週）
・ユーロ圏 12 月の CPI
・インドネシア中銀、政策金利発表、南ア中銀、政策金利発表
●1 月 18 日（金）
・ファナックの稲葉善治会長がロボデックスで講演、電事連の勝野会長（中部電社長）、定例会見
・12 月の消費者物価指数（全国)、対外・対内証券投資 (1 月 6-12 日)、11 月の設備稼働率 (11 月
・米ニューヨーク連銀総裁、フィラデルフィア連銀総裁の講演
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・米 12 月の鉱工業生産指数、1 月のミシガン大学消費者マインド指数 (速報値)
●1 月 19 日（土）
・第１回 TPP 委員会（閣僚級、都内）
（Bloomberg をもとにフィリップ証券作成）
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■米金融政策とマーケット動向！
1/4、パウエルFRB議長は、イエレン
氏、バーナンキ氏の元議長との討論会
で「金融政策も柔軟に見直す用意があ
る」とし、1/9公表のFOMC議事要旨も市
場に安心感をもたらした。1/10には「金
融当局は辛抱強くかつ柔軟で、進展を
見守る状況にある。しばらくは様子見」
と発言。バランスシート（BS）正常化プロ
セスを堅持していることもコメントした。
実際、4.5兆ドルまで膨らんだBSは、
足元で約4.0兆ドルまで縮小している。
円高が日本株の重しとなっているが、
良好な米実態経済が続けば、年半ば
以降の追加利上げも想定され、米株高
によるリスクオンなどから、一方的な円
高は想定しにくいと考える。マーケット
は徐々に安定感を取り戻そう。（庵原）
■トランプ発言が今後のリスクに
トランプ大統領の就任以降、同氏に
よる不規則発言に市場が振り回されて
いる。多岐にわたる問題に言及してお
り、昨年には「サウジアラビアとOPECが
原油生産を削減しないよう希望する」な
どと述べ原油相場にも影響を与えた。
直近の発言では、金融当局に対する
ものと、暫定予算に係るものが注目さ
れよう。利上げを嫌うトランプ氏はツイッ
ターなどでFRB批判を繰り返し、パウエ
ル議長の解任を検討しているとの報道
も浮上。一方、12/25には「信頼してい
る」と述べ火消に走るなどスタンスが安
定しない。メキシコ国境の壁について
は再三必要性を訴えており、政府機関
の一部閉鎖を容認するかのような発言
もあった。民主党との交渉が頓挫した
中、相場の不安材料となろう。（増渕）
■CES2019 がラスベガスで開幕
世界最大級の家電・IT見本市「コン
シュ ー マー・ エレク トロニ クス・ ショー
（CES）2019」が1/8、ラスベガスで開幕し
た。CESは50年以上の歴史があり、過去
にはビデオカセットレコーダーやCDプ
レーヤー、有機ELテレビなどが発表さ
れた。近年では家電の高機能化に伴
い、AIや自動運転など最新技術の展
示会としての性格を強めている。今年
は過去最多の4,500社超が参加する。
今年は5G導入が本格化する「5G元
年」。注目のテーマとなっている。クア
ルコム（QCOM）はブースのスクリー
ンに大きく「5G」と映し出してアピール。
インテル（INTC）も取り組みを発表し
た。日本企業では、シャープ（6753）が
8K映像を5Gで伝送する技術を展示。
遅滞なく高精細映像を送る技術は遠
隔医療にも応用できる模様。（増渕）

【マーケットは安定感を取り戻す？～米国の金融政策と株価動向！】

【トランプ大統領の不規則発言～金融政策や議会・政府運営への影響は？】
FRBに対する主な発言
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（ツイッターで）：「経済統計の内容は極めて良好だ。今のように正常化に向け早急に引き上げられた金利ではなく、前政権時代のように長期間ゼロ金利が続いていたらどうなっていたか。状況はもっと楽で
あっただろう！それでも2016年の選挙以降、相場は大きく上昇している！」
（ホワイトハウスでの閣議で）：株式相場は先月にちょっとした不調に見舞われたが、大統領選以降ではまだ高い。米金融当局に少し助けてもらわなくてはならない。
（ホワイトハウスで）：「金融当局の利上げペースは速過ぎる。それが私の意見だ。信頼しているのは確かだ。状況は是正されると思う。彼らが速過ぎるペースで金利を上げているのは、経済がとても良好だ
と考えているからだ。しかしもうすぐ理解するだろう。つまり実際、経済があまりにも良好なので彼らは金利を引き上げた。それは安全のひとつの形だ。」
（ツイートで）：「米国経済が抱える唯一の問題はFRBだ。相場感覚がなく、必要不可欠な貿易戦争のほか、ドル高、国境問題により民主党が政府機関を閉鎖したことすら理解していない。ＦＲＢは、力は強い
がタッチ（アプローチやパターの感覚）がないためスコアが上がらないゴルファーのようだ。こういう人間はパットなどできない！」
（ツイートで）：「ドルはとても強く、インフレは事実上存在せず、米国以外の世界は荒れている。パリは燃え、中国は急降下だ。米金融当局がまた金利を引き上げようと検討しているだけでも、信じ難い。勝利
をつかめ！」
（ツイートで）：「FOMCの出席者はまた誤りを犯す前に、本日のウォールストリート・ジャーナル社説を読んだ方がいいだろう。」
（米紙ワシントン・ポストとのインタビューで）：「 （パウエルＦＲＢ議長について）全く満足していない。」
（ワシントンで記者団に）：「（米金融当局には低めの金利を望むと語った上で）連邦準備制度ほど問題がある存在は他にない。」

議会・予算に関する主な発言
（ホワイトハウスで）：「米政府機関の一部閉鎖が続いた場合、私はダボス会議に行かない」
1/10 （ツイッターで）：「 （シューマー上院院内総務は）記者とのインタビューを使って、私が「テーブルをたたきつけて、退席した。かんしゃくを起こした」とお得意のうそをついた。私は丁重にバイバイと言って退席し
た。たたきつけた事実はない！」
（国民向け演説で）：「唯一の解決策は、米国の国境を守り政府機関を再開させる予算案を民主党が通過させることだ。 これは人道的危機だ。心の危機、魂の危機でもある。」
1/8
（ホワイトハウスでの民主、共和両党の議会指導者との会談後にツイッターへの投稿で）： 「（民主党のペロシ下院議長やシューマー上院院内総務らとの会談は）時間の無駄だった」
1/7 （記者団に）：「 われわれは国家緊急事態にあるため、その宣言を検討している。」
（記者団に対し）：「今後数日間で起こること次第で、国家緊急事態を宣言する可能性がある」
（ホワイトハウスでの記者会見で）： 「（シューマー民主党上院院内総務との会合で語った内容についての確認を求められ）私は確かにそう言った。間違いない。 」シューマー氏は会合後、トランプ氏が「数カ
1/6 月、さらには数年間」政府機関閉鎖を続ける可能性があると警告したと語っていた。
（ツイッターで）：「これまでに何度も述べてきたが、民主党が下院あるいは上院で過半数を取った場合、金融市場に混乱が起きるだろう。共和党が上院で勝利しており、民主党は下院を制した。状況は落ち
着くだろう。民主党は私を弾劾したいだけだ。なぜなら彼らは2020年に勝利できないことを知っているからだ。あまりにも多くの成功を成し遂げている！」
（ツイートで）：「壁がなくともしっかりした国境警備は可能だと言う民主党議員がいれば、それは党の政策路線に沿うしか能がない政治家だと思えばいい。毎年数十億ドルの予算を節約するのと同時に、はる
12/17
かに高い安全と統制を可能にする時は今だ！」
12/28 （ツイッターで）：「 『妨害が目的の民主党』が壁を完成させるための資金を渡さず、そして米国が負わされているこの滑稽な移民法を変えないのであれば、南部国境は完全閉鎖を余儀なくされるだろう。」
12/27 （ツイートで）：「（一部政府機関閉鎖の影響で）給与が支払われていない職員の大半は民主党員だということを、民主党は分かっているのか。」
（ホワイトハウスで記者会見）：「（民主ペロシ氏との）関係は、実際にはとても良い。昨夜、ペロシ氏が話したことに、真の敬意を表する。」
（ツイートで）：「公正な立場で言えば、ナンシー・ペロシは民主党から下院議長に選ばれるべきだ。民主党議員がそれに難色を示すなら、われわれとしてはおそらく共和党議員からの支持票が幾らか入るよ
11/7 うにするだろう。」
（ツイートで）：「昨夜のわれわれの大きな勝利に対し、本当に多数の人からたくさんのお祝いの言葉をもらった。貿易での合意を期待して私が出てくるのを待っていた外国（友人）もそうだ。これでみな、仕事
に戻りやるべきことを片付けられる。」
（ポリティコとのインタビューで）：「（メキシコとの国境の壁建設費用50億ドルを承認した法案が承認されなければ政府閉鎖を）全くいとわない。 （50億ドルは物理的な壁建設の費用でしかなく）国境警備となる
11/28
と、その額は一段と大きい」
11/26 （ツイートで）：「メキシコは移民を出身国に追い返すべきだ。移民の多くは冷酷無比な犯罪者だ。必要なら国境を恒久的に閉鎖する。議会は壁の金を出せ！」
（アクシオス・オン・HBOとのインタビューで）：「米国に入国して出産し、その赤ちゃんは基本的に米国籍を得る。このような国は世界で米国だけだ。ばかげている。終わらせなくてはならない憲法修正が必要
10/30
だとずっと言われてきた。しかしその必要はない。」
（出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成）

【CES2019 は過去最大の参加社数～今年の注目テーマは！？】
過去CESで発表された新製品
1970
1974
1981
1990
1991
1994
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ビデオカセットレコーダー (VCR)
レーザーディスクプレイヤー
カムコーダー、CDプレイヤー
デジタルオーディオ技術
コンパクトディスクインタラクティブ（CD-i）
デジタル衛星システム (DSS)
デジタル多目的ディスク (DVD)
高精細度テレビ (HDTV)
ハードディスクVCR (PVR)
衛星ラジオ
マイクロソフト Xbox、プラズマTV
ホームメディアサーバー
ブルーレイDVD、HDTV PVR
デジタルラジオ
IPテレビ
コンバージェンス型製品
有機ELテレビ
3D高精細度テレビ
タブレット, ネットブック、アンドロイド端末
コネクテッドTV、スマート家電、Androidハニカム、
フォード「フォーカス・エレクトリック」、 Motorola Atrix、
マイクロソフトAvatar Kinect
Ultrabooks、 3D有機EL、アンドロイド4.0タブレット
超高精細テレビ、 フレキシブル有機 EL、 自動運転技術
3Dプリンター、センサー技術、 湾曲型超高精細テレビ、
ウェアラブル技術
4K超高精細テレビ、 バーチャルリアリティー（VR）、 無人航空機
（出所：CESのHPをもとにフィリップ証券作成）
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クアルコムは1/7、5G対応の半
導体チップを搭載したスマート
フォンなどのデバイスを、2019
年後半までに30機種以上を発
売すると表明した。

トヨタのの子会社トヨタ・リサーチ・イン
スティチュート（ＴＲＩ）のギル・プラット
CEOは、ドライバーの運転をサポートす
るシステム「ガーディアン」を他の完成
車メーカーなどに外販する意向を表

（出所：写真はBloomberg）
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■銘柄ピックアップ

・1950年設立。油脂、製菓・製パン素材、大豆製品の製造・販売を行う。食品用加工油脂分野では
国内トップシェアであり、業務用チョコレート油脂分野では世界シェアトップ3。世界初の USS 製法
（Ultra Soy Separation）を確立し、これまでなかった豆乳クリームや低脂肪豆乳を提供している。
・11/6発表の2019/3期1H（4-9月）は、売上高が前年同期比1.7％減の1,471.43億円、営業利益が
同0.9％増の94.78億円、純利益が同24.4％増の43.86億円。採算重視の販売戦略や米ドル、レア
ルの減価により減収だが原材料費のコスト低減などにより営業増益。災害による損失で最終減益。
・通期会社計画を下方修正。売上高を前期比1.4％増の3,120億円（従来計画3,220億円）に引き下
げ、営業利益は同4.0％増の204.81億円、当期利益は同1.9％増の140億円で据え置き。1/10に大
豆たん白素材製品の新工場建設を発表。健康への関心の高まりによる需要増に応える。（増渕）
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乃村工藝社（9716）
・1892年創業、1942年に株式会社に改組。集客環境づくりの調査・コンサルティング、企画・デザイ
ン、設計、制作施工、各種施設・イベントの活性化、運営管理などを行う。2018年はアマダ記念会
館の展示室や飫肥重要伝統的建造物群保存地区のプロジェクションマッピングなどを手掛けた。
・1/10発表の2019/2期3Q（3‐11月）は、売上高が前年同期比4.0％増の809.98億円、営業利益が
同11.6％増の58.38億円、純利益が同21.4％増の44.60億円。博物館・美術館や、ホテルの新装改
装、テーマパークの装飾・環境演出、オフィスなどの需要が伸びた。不動産の売却益も寄与した。
・通期会社計画は、売上高が前期比3.6％増の1,200億円、営業利益が同1.6％増の83億円、当期
利益が同4.6％増の59億円。4Q 完工案件および受注が積み上がっており、受注高は前年同期比
37.3％増の1,156.24億円、受注残高は同63.8％増の714.90億円。業績拡大が期待される。（増渕）

乃村工藝社（9716）52週株価・日足

2,000

イオンモール（8905）
・1911年に岐阜繭糸として設立。1970年にジャスコグループの一員となった。イオングループのデ
ィベロッパー事業を担う中核企業として、一般テナントや総合小売業を営むイオンリテールおよびイ
オングループ各社にモール店舗の賃貸を行う。モール数は202店舗（国内175店舗、海外27店舗）
・1/8発表の2019/2期3Q（3-11月）は、売上高が前年同期比9.1％増の2,312.26億円、営業利益が
同6.7％増の354.88億円、純利益が同14.9％増の226.04億円。海外事業がドミナント出店の進展に
伴うブランディングメリットの享受が進み大幅増益。国内事業もモール事業がカバーし増益確保。
・通期会社計画は、売上高が前期比11.1％増の3,200億円、営業利益を同8.7％増の5,350億円、
当期利益が同4.8％増の320億円。海外事業では開業後3年以上のモールが70％となり、安定成長
サイクルへ突入。契約満了に伴うテナント入れ替えや賃料改定による活性化も見込まれる。（増渕）

イオンモール（8905）52週株価・日足
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二プロ（8086）
・ 1954年設立。医療機器、医薬品、医療用硝子製品の製造・販売を行う。人工臓器、循環器、検
査・診断薬、注射・輸液、医療用医薬品、ファーマパッケージング（医薬用包装材料）などの幅広い
分野で製品を展開。主要な製品には人工腎臓、血管内治療カテーテル、キット製剤などがある。
・11/8発表の2019/3期1H（4-9月）は、売上高が前年同期比10.9％増の2,083.25億円、営業利益は
同4.6％増の120.22億円、純利益は同8.1％減の76.15億円。透析関連製品や透析装置の販売が
大きく伸びた。前年同期の子会社合併に伴う繰越欠損金に対する税効果の反動により最終減益。
・通期会社計画は、売上高は前期比8.3％増の4,282億円、営業利益が同8.1％減の249億円、当
期利益が同24.3％増の147億円。同社と札幌医科大学が共同開発する「脊髄損傷の治療に用いる
自己骨髄間葉系幹細胞（STR01）」は、厚生労働省より条件および期限付承認を取得した。（増渕）

1,700

1,200

エービーシー・マート（2670）
・1985年設立。「ABC-MART」などを通じ、靴を中心に自社ブランド「HAWKINS」「VANS」「saucony」
「DANNER」「NUOVO Collection」をはじめとした自社企画商品やナショナル・ブランド商品の販売を
行う。韓国、台湾でも「ABC-MART」を展開するほか、米国では小売店「DANNER」ストアを展開する。
・1/9発表の2019/2期3Q（3-11月）は、売上高が前年同期比4.0％増の1,961.58億円、営業利益が
同1.7％増の332.74億円、純利益が同3.3％増の229.61億円。既存店売上高は同0.7％増。商業施
設やショッピングセンターを中心に63店舗の新規出店を実施し、国内店舗数は991店舗となった。
・通期会社計画は売上高が前期比3.6％増の2,634億円、営業利益が同1.2％増の439億円、当期
利益が同0.1％増の297.40億円。記念配当の実施も発表。年間配当金は前期の130円から170円と
なる。1/8発表の12月の既存店売上高は前年同月比6.1％増。客数、客単価ともに伸びた。（増渕）

エービーシー・マート（2670）52週株価・日足

5,500

不二製油グループ本社（2607）

ダイセキ（9793）
・1958年設立。産業廃棄物の収集運搬・中間処理、土壌汚染調査・処理、使用済バッテリーの収
集運搬・再生利用、鉛の精錬及び非鉄金属原料の販売、タンク洗浄及びタンクに付帯する工事、
VOC ガス回収作業、スラッジ減量化作業、COW 洗浄機器販売、石化製品の製造・販売を行う。
・1/7発表の2019/2期3Q（3-11月）は、売上高が前年同期比7.1％増の388.99億円、営業利益が同
8.4％増の70.67億円、純利益が同7.8％増の46.92億円。好調な国内鉱工業生産と全国的なシェア
アップを背景に、主力の工場廃液を中心とする産業廃棄物の処理業が順調に受注を伸ばした。
・通期会社計画は、売上高が前期比2.0％増の502億円、営業利益が同3.6％増の91億円、当期利
益が同2.8％増の60億円。併せて増配も発表。年間配当予想を40.00円から46.00円に引き上げ
た。1/7には子会社のダイセキ環境ソリューションが2019/2通期の会社計画を上方修正。（増渕）
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