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1/17引け後日本電産（6594）は下方修正を発表。2019/3通期の
売上高を1.6兆円→1.45兆円（前期比2.6％減）、営業利益は1,950
億円→1,450億円（同13.1％減）、当期利益1,470億円→1,120億
円（同14.4％減）と一転減収減益見通しとなった。同社の永守会
長は、「（昨年）11月、12月になって受注ベースで世界的に全ての
セグメントで尋常ではない変化が起きた。46年間経営をやってき
て、月単位でこんなに落ち込んだのは初めてだ」とコメント。
米中貿易摩擦を発端に、中国を中心に世界の実体経済に深刻
な影響を及ぼしている実態が浮き彫りとなった。高成長を続けてき
た同社による製品需要減のアナウンスは、市場全体に悪影響を及
ぼしかねない状況に思われた。しかし、翌1/18の同社株価は前日
終値の12,395円に対して寄り付き直後こそ一時前日比990円下落
（同8.0％安）の11,405円に沈んだものの、その後切り返し、結局、
同140円下落（同1.13％安）の12,255円まで戻して取引を終えた。
WSJ 紙はムニューシン財務長官が中国の輸入品に課されている
関税の一部または全部を撤廃することを提案したと報じ、マイナス
圏で推移していた1/17の NY ダウは一時同267ドル高まで上昇し、
結局同141.57ドル高の24,207.16ドルで引けた。1/30-31に予定さ
れている通商協議には、同財務長官とライトハイザーUSTR 代表が
参加し、関税引き下げを提案する見通しで、中国の劉鶴副首相が
米国を訪問する模様。1/16に発表されたベージュブックで大半の
地区で緩やかに景気が拡大したが、製造業とエネルギー業界の
活動が鈍化したと報告された。一方、国有英字紙チャイナ・デイリ
ーは1/18、中国政府が2019年の経済成長率目標を6-6.5％と、
2018年の目標を下回る水準に設定する可能性があると報じた。米
中ともに、通商交渉の進展が求められる局面にあると言えよう。
米中貿易摩擦への不安が和らぎ、日本電産の業績への懸念も
後退し、1/18の日経平均の終値は同263.80円上昇（同1.29％高）
の20,666.07円と同日の高値近辺。軒並み市場予想を上回る米国
の4Q（10-12月）の決算を背景に、米国株を中心に世界的に株式
市場は堅調に推移。国内でも2019/3期3Q（2018/4-12月）の発表
時期を迎え、通期下方修正も想定される一方、悪材料出尽くしか
ら株価は上昇となる可能性もあろう。ただ、当面のハード BREXIT
は回避されたが EU 離脱を巡る英国議会の混迷や米国の一部政
府機関閉鎖に伴う影響など懸念材料に注視しつつ、業績と株価
動向を慎重に見極めた銘柄選択を心掛けたい。（庵原）
1/21号では、DD ホールディングス（3073）、ネオス（3627）、シンメンテ
ホールディングス（ 6086）、京セラ（6971）、コーナン商事（7516）、
MS&AD インシュアランスグループ HD（8725）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_0003
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■主な企業決算の予定
●1 月 22 日（火）：光世証券、東京製鐵、IBM 、UBS、ジョンソン・エンド・ジョンソン
●1 月 23 日（水）：日本電産、ｶﾜﾁ薬品、ASML ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ、ｺﾑｷｬｽﾄ、テキサス、フォード、P&G
●1 月 24 日（木）：石塚硝子、総合ﾒﾃﾞｨｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ、ﾕｱﾃｯｸ、スターバックス、インテル
●1 月 25 日（金）：極東証券、杉本商事、ｼﾞｬﾌｺ、ﾓﾊﾞｲﾙﾌｧｸﾄﾘｰ、日本ｴｽﾘｰﾄﾞ、ｱﾂｷﾞ、ｻｶｲ引越
ｾﾝﾀｰ、三晃金属工業、みちのく銀行、青森銀行、ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ、ｲﾝﾄﾗｽﾄ、日置電機、ｴﾑ
ｽﾘｰ、幸楽苑ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、KOA、ｴﾝﾌﾟﾗｽ、SPK、清水銀行、SHOEI、三谷産業、ｷﾑﾗﾕﾆﾃｨｰ、ｱｸｾﾙ、
ｲｰﾌﾞｯｸｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ、富士通ｾﾞﾈﾗﾙ、ｲﾝｿｰｽ、小糸製作所、中広、ﾎｸｼﾝ

■主要イベントの予定
●1 月 21 日（月）
・12 月のコンビニエンスストア売上高
・IMF 世界経済見通し（WEO）、英首相、EU 離脱代替案提示
・ユーロ圏財務相会合（ユーログループ）、米キング牧師生誕記念日で祝日、株式・債券市場は休場
・中国 GDP (10-12 月)、12 月の小売売上高、工業生産、固定資産投資
●1 月 22 日（火）
・安倍首相、ロシアのプーチン大統領がモスクワで首脳会談、日銀金融政策決定会合（23 日まで）
・12 月の首都圏マンション発売、スーパーマーケット売上高
・EU 財務相理事会
・世界経済フォーラム（WEF）年次総会（スイス・ダボスで、25 日まで）トランプ米大統領は出席取りやめ
・米 12 月の中古住宅販売件数、
・米 12 月の財政収支、小売売上高、住宅着工件数（2 月 1 日までに発表）
・米 11 月の卸売在庫、新築住宅販売件数、建設支出、製造業受注、貿易収支（2 月 1 日までに発表）
・英 失業率（9-11 月）、独 1 月の ZEW 景気期待指数
●1 月 23 日（水）
・日銀金融政策決定会合（2 日目）、終了後に結果と展望リポートを発表、15:30 黒田総裁会見
・12 月の貿易収支、東京地区百貨店売上高、全国百貨店売上高、11 月の全産業活動指数
・米 11 月の FHFA 住宅価格指数
・ユーロ圏 消費者信頼感指数（１月、速報値）
●1 月 24 日（木）
・11 月の主要コンテナ航路荷動き（海事センター）、キリンビバレッジ事業方針発表会
・対外・対内証券投資 (1 月 13-19 日)、1 月の日経日本製造業 PMI
・米新規失業保険申請件数（1 月 19 日終了週）、12 月の先行指数
・ECB 金融政策会合・記者会見、ユーロ圏 1 月の総合 PMI 、製造業 PMI、サービス業 PMI (速報値)
・韓国中銀金融政策会合、ﾏﾚｰｼｱ中銀金融政策会合、豪 12 月の雇用統計、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ GDP（10-12 月）
●1 月 25 日（金）
・JR 東海の金子社長が定例会見（都内）、1 月の消費者物価指数（東京都区部)
・ECB 専門家予測調査
・米 12 月の耐久財受注、新築住宅販売件数
・独 1 月の IFO 企業景況感指数
●1 月 27 日（日）
・山梨県知事選、投開票
（Bloomberg をもとにフィリップ証券作成）
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■懸念の中国経済と株価の動向！
1/14税関総署は2018/12の中国貿
易統計が輸出で前年同月比4.4％減の
2,212億USD、輸入が同7.6％減の1,641
億USDと発表。市場のプラス予想に反
し2016/10以来2年2か月ぶりにマイナ
スとなった。景気減速、米中貿易戦争
の影響が顕在化。対して中国当局は
1/15、大規模減税実施方針を示した。
国家発展改革委員会は、「1-3月に
経済が良いスタートを切れるよう目指
す」と表明。2018年の1.3兆元（約21兆
円）に加え、2019年は1.5兆元超の減
税との見方がある。上海総合指数は
1/3の昨年来安値2,464.363を底に反
転上昇。預金準備率引き下げ等を含
む景気対策、米中貿易交渉の進展観
測浮上などから、日米中の株価は底打
ち感が強まる可能性があろう。（庵原）
■がんゲノム医療は保険適用も
がんゲノム医療とは、主にがんの組
織を用いて多数の遺伝子を同時に調
べ（がん遺伝子パネル検査）、一人一
人の体質や病状に合わせて治療など
を行う医療である。厚労省は第3期が
ん対策推進基本計画で同治療法の拡
充を目標に掲げており、2019年4-6月
にパネル検査の保険収載を目指す。
現在厚労省は11病院を「中核拠点病
院」、135病院を「連携病院」に指定し
ているが、報道によると保険適用に対
応するため、2019年度中に30ヵ所超を
「拠点病院」として追加指定するもよう。
保険適用や拠点網拡大により、がんゲ
ノム治療の普及が進展する可能性もあ
ろう。関連銘柄には検査キットの製造・
販売が承認された中外製薬（4519）や
シスメックス（6869）などがある。（増渕）
■重要インフラのサイバー対策
報道によると、政府は1/17に重要イ
ンフラ専門調査会を開き、重要インフラ
のサイバー対策に関する安全基準の
策定指針を早期に改定することを決め
た。重要インフラを機能が停止したり利
用不可能になった場合、国民生活や
社会経済活動に多大な影響が出る分
野と定義。情報通信、金融、航空、空
港、鉄道、電力、ガス、政府・行政サー
ビス、医療、水道、物流、化学、クレジ
ット、石油の14分野を定めたようだ。
2019 年度 予算 の 概算 要 求 に お い
て、サイバーセキュリティーに関しては
2018年度当初予算より37％多い852.8
億円が盛り込まれた。トレンドマイクロ
（4704）、デジタルアーツ（2326）、FFRI
（3692）などサイバーセキュリティー関
連銘柄の動向も注目されよう。（増渕）

【悪化する中国の経済指標～景気対策で株式市場は底打ちとなるか？】
中国製造業PMI
輸出（前年比・USD）
輸入（前年比・USD）
貿易収支（10億USD）
小売売上高（前年比）
鉱工業生産（前年比）
固定資産投資（前年比）

2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10 2018/11 2018/12
51.3
50.3
51.5
51.4
51.9
51.5
51.2
51.3
50.8
50.2
50
49.4
10.7
43.6
-3
11.9
11.9
10.7
11.6
9.6
13.9
14.3
3.9
-4.4
37.6
6.6
14.8
22.2
26.2
13.8
27
20.7
14.3
20.3
2.9
-7.6
18.42
32.30
-5.75
26.28
23.43
40.92
27.44
26.25
30.44
33.13
41.86
57.06
9.4
9.7
10.1
9.4
8.5
9
8.8
9
9.2
8.6
8.1 8 . 2 （ 予）
6.2
6.2
6
7
6.8
6
6
6.1
5.8
5.9
5.4 5 . 3 （ 予）
7.2
7.9
7.5
7
6.1
6
5.5
5.3
5.4
5.7
5.9 6 . 0 （ 予）

（※）前年比の単位は％
（％
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（出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成）

日米中及び先進国、新興国の主要株価パフォーマンス（日足）

中国のGDP成長率（四半期ベース）
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【がんゲノム治療は 4-6 月に保険適用の公算！～拠点網拡大の観測も】
■がんゲノム医療実用化に向けた工程表

（出所：厚生労働省の公表資料をもとにフィリップ証券作成）

【政府はサイバーセキュリティーの強化へ～重要インフラ 14 分野を選定】
■2019 年度予算の概算要求におけるサイバーセキュリティー関連の予算額

（出所：内閣サイバーセキュリティセンターの公表資料をもとにフィリップ証券作成）
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■銘柄ピックアップ
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2,261円 （1/18終値）

京セラ（6971）

5,915円 （1/18終値）

コーナン商事（7516）
2,674円 （1/18終値）
・1978年に日曜大工用品の小売業を目的に設立。DIY 商品の小売を中心としたホームセンター事
業を行う。「ホームセンターコーナン」、「コーナンプロ」、「ホームセンタービーバートザン」、「ビーバ
ープロ」などを展開。店舗数は2018/11末時点で351店舗。2016年にはベトナムに子会社を設立。
・1/11発表の2019/2期3Q（3-11月）は、営業収益が前年同期比6.2％増の2,538.42億円、営業利益
は同17.1％増の166.62億円、純利益は同7.5％増の88.35億円。単体既存店売上高は同3.7％増。
作業用品、建材、工具、金物・水道、ペット用品が堅調に推移。円高による値入率の改善も寄与。
・通期会社計画は、売上高は前期比2.4％増の3,237億円、営業利益が同6.5％増の185億円、当
期利益が同1.7％増の102億円。3Q 累計の進捗率は営業利益で90.0％。10月にオープンしたコー
ナン堺高須店では、店内に動物病院を設置。報道によると今後5年で14店舗に設置する。（増渕）

2,900

2,100

シンメンテホールディングス（6086）

・1959年に京都セラミックとして創業。産業・自動車用部品、半導体関連部品、電子デバイス（電子
部品、プリンティングデバイス）、コミュニケーション（スマホ、タブレット）、ドキュメントソリューション、
生活・環境等の分野で製品を提供する。「京セラフィロソフィ」や「アメーバ経営」等を生み出した。
・10/30は発表の2019/3期1H（4‐9月）は、売上高が前年同期比8.4％増の8,006.38億円、営業利益
が同19.2％増の826.01億円、純利益が同23.6％増の783.94億円。M&A の貢献に加え、電子デバ
イスではスマホ向けセラミックコンデンサーや産業機器向けプリンティングデバイスの需要が伸長。
・通期会社計画は、売上高が前期比4.6％増の1兆6,500億円、営業利益が同69.8％増の1,540億
円、当期利益が同69.3％増の1,340億円。1/16には米レノヴィス・サージカル・テクノロジーズより、
脊椎製品・人工関節事業の資産を譲り受けることで合意。医療分野が新たな柱となろう。（増渕）

京セラ（6971）52週株価・日足

5,000

1,208円 （1/18終値）

・1999年にトレス・プロジェクトとして創業。大手飲食チェーンや物販・小売チェーンに店舗の内外
装、設備・機器のメンテナンスサービスを提供する。全国の店舗からのメンテナンス依頼を受け付
け、依頼の種類、地域、内容などに応じ9,000社超の協力業者から適切な業者を選定・手配する。
・1/15発表の2019/2期3Q（3-11月）は、売上高が前年同期比61.8％増の110.68億円、営業利益が
同98.2％増の5.62億円、純利益が同2.0倍の3.92億円。主力の緊急メンテナンスサービスで新規顧
客の獲得が進んだほか、既存顧客でサービス対象店舗数、メンテナンスの対象種類が増加した。
・通期会社計画は、売上高が前期比35.1％増の133億円、営業利益が同51.1％増の5億円、当期
利益が同26.8％増の3.17億円。2017/9に子会社化したテスコの業績が通年で反映される最初の年
となる。営業利益、純利益ともに3Q 累計で通期計画を超過。業績の上振れが期待される。（増渕）

円 シンメンテホールディングス（6086）52週株価・日足
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ネオス（3627）

・2004年設立。SI（System Integration）事業と独自プロダクト＆サービスを展開するソリューション事
業、BtoC 及び BtoBtoC サービスを展開するコンテンツ事業、顧客ニーズに応じてタブレット等の電
子デバイスを小ロットで提供するデバイス事業を行う。サービスデザインとワンストップ対応に強み。
・1/11発表の2019/2期3Q（3-11月）は、売上高が前年同期比61.0％増の58.88億円、営業利益が同
3.56億円、純利益が3.46億円とそれぞれ前年同期の▲8,200万円、▲1.24億円から黒字転換。IoT
化の流れを受けデバイス事業が伸長。FinTech 関連や AI チャットボットのソリューションも伸びた。
・決済機付き車載サイネージタブレットや音声通訳機など新分野のデバイスの受注の伸長を受け、
通期計画を上方修正。売上高を前期比69.8％増の84.00億円（従来計画72.00億円）、営業利益、
当期利益をそれぞれ黒字転換の5.00億円（同4.00億円）、4.30億円（同4.00億円）とした。（増渕）

ネオス（3627）52週株価・日足

300

2,163円 （1/18終値）

・2002年設立。従来の飲食店とは一味違った「非日常性」と「食への熱狂的なごだわり」を基本コン
セプトとしたレストラン・居酒屋を自社で業態開発し都心部および首都圏主要都市を中心に展開。
「BAGUS」ブランドのもと、高級感のあるビリヤード、ダーツ、カラオケなどの店舗も運営している。
・1/11発表の2019/2期3Q（3-11月）は、売上高が前年同期比16.6％増の381.90億円、営業利益が
同17.5％減の14.56億円、純利益が同2.4％増の11.23億円。ゼットンと商業藝術の子会社化や昨
年開業のウェディング事業、新規出店効果により増収。災害の影響で飲食既存店が伸び悩んだ。
・通期会社計画は、売上高が前期比13.3％増の510.78億円、営業利益が同14.7％増の25.29億
円、当期利益が同38.8％増の14.02億円。前期に計上した持株会社への移行及びグループ本社
集約等に係る費用の反動が出る。通期出店計画は16店舗に対し3Q 累計で17店舗出店。（増渕）

DDホールディングス（3073）52週株価・日足

1,500

DD ホールディングス（3073）

MS&AD インシュアランスグループホールディングス（8725）

3,289円 （1/18終値）

・2008年設立。三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険、三井住友海上あいおい
生命、三井住友アセットマネジメントなどを傘下に持つ持株会社。国内損害保険事業を基軸に、国
内生命保険、海外事業、金融サービス事業、リスク関連サービス事業の5つの事業ドメインを展開。
・11/19発表の2019/3期1H（4-9月）は、経常収益が前期比2.5％増の2兆9,628億円、経常利益が同
42.7％減の753.33億円、当期利益が同38.9％減の463.01億円。海外子会社が収益を伸ばし増収
となったが、西日本豪雨や大型台風など風水害が相次いだ影響で保険金支払額が膨らみ減益。
・通期会社計画を下方修正。経常利益を前期比37.1％増の2,900億円と従来計画の2,950億円か
ら引き下げた。当期利益は同29.8％増の2,000億円で据え置き。1/15に米保険代理店カバーハウ
ンドとの提携で合意。規制等が異なる日米相互のデジタル技術やノウハウを融合させる。（増渕）
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