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■主な企業決算の予定
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■“Bad News も高まる決算への期待！”


1/23の引け後に10-12月期決算を発表したロジック半導体メーカー
のザイリンクス（XLNX）、アナログ半導体最大手のテキサス・イ
ンスツルメンツ（TXN）、エッチングの半導体製造装置最大手のラ
ムリサーチ（LRCX）の EPS が軒並み市場予想を上回り、1/24の株
価はそれぞれ前日比16.91％高、同13.79％高、同6.91％高となった。
1/24の SOX 指数は前日比5.73％上昇し、半導体製造装置世界トップ
のアプライド・マテリアルズ（AMAT）は同10.23％高となった。
1/24の国内市場でもニコン（7731）が同6.71％高、アドバンテ
スト（6857）6.15％高、SCREEN・HD（7735）5.94％高、SUMCO
（3436）5.02％高、東京エレクトロン（8035）4.54％高など半導
体製造装置株が相次いで大幅に上昇。ただ、1/24の取引終了後、イ
ンテル（INTC）が決算を発表し、2018/12期4Q（10-12月）の EPS が
市場予想を上回ったものの、売上高が市場予想を下回った。また、
2019/12期1Q（1-3月）は、売上高が約160億ドル（市場予想173億ド
ル）、EPS は0.81ドル（同0.96ドル）と予想を下振れ、時間外で同社株
価は一時8％程の下落となり、1/25の日本株の動向が懸念された。



しかし、1/25の日経平均は小幅高で寄り付きその後、上昇幅を広げ
堅調な展開となっている。前述の半導体関連の他、太陽誘電
（6976）、ミネベアミツミ（6479）など電子部品関連などが引き
続き買われる展開である（1/25、11時現在）。昨年10月以降の世界的
な下げ相場のなか、下落率の大きかったハイテク株が決算を機に買
い戻される展開となっている。市場参加者は、インテルの業績動向よ
りも、今後の決算発表への期待を高めているようだ。
1/24、ロス商務長官は CNBC の TV インタビューで、「米中は解決か
ら何マイルも離れている」、「貿易というのは非常に複雑だ。極めて多く
の問題がある」と述べた。一方で、同日の Bloomberg の TV インタビュ
ーで米中通商交渉について、貿易戦争の終結を強く願っているが、
結末がどうなるかは中国が経済改革を深化させ、市場を一段と開放
するかどうかにかかっているとの認識を示した。また、「来週（1/30-31）
の協議で米中間の問題が全て解決すると考えるべきではない。あまり
に複雑な議題だ」と指摘。一方で、「中国は取引したいだろうし、われ
われも取引したいと考えている。だが、双方が納得できる取引でなけ
ればならない」とも語った。その上で、最終的に「取引が成立する可能
性は大いにある」と述べている。一部政府閉鎖問題の長期化を含め
問題は山積しているが、1/29-30の FOMC 後のパウエル FRB 議長の
会見、日米主力企業の決算発表を機に、日本株は上昇基調を強める
展開もあると見ている。半導体、電子部品などハイテク株の他、建機な
ど中国関連株の動向にも注目したい。（庵原）
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1/28号では、ヒューリック（3003）、ISID（4812）、ブリヂストン（5108）、
東京製鐵（5423）、日本電産（6594）、東テク（9960）を取り上げた。
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●1 月 28 日（月）：松井証券、JSR、岩井ｺｽﾓ HD、ﾀｶﾗﾚｰﾍﾞﾝ、ﾙﾈｻﾝｽ、日本鋳鉄管、日本航空電
子工業、東光高岳、信越ﾎﾟﾘﾏｰ、ﾊﾏｷｮｳﾚｯｸｽ、ｵﾘｯｸｽ、ｺｰｴｰﾃｸﾓ HD、ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ
●1 月 29 日（火）：日本取引所 G、SMK、大和証券 G 本社、栄研化学、日本車輌製造、西部瓦
斯、ﾅｶﾞﾜ、信越化学工業、ANA・HD、ﾀﾂﾀ電線、ﾐｽﾐ G 本社、積水樹脂、平和不動産、ﾊｰﾚｰﾀﾞﾋﾞｯ
ﾄﾞｿﾝ、ﾌｧｲｻﾞｰ、ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ、3M、AMD、ｱﾑｼﾞｪﾝ、ｲｰﾍﾞｲ、KLA ﾃﾝｺｰﾙ、ｱｯﾌﾟﾙ
●1 月 30 日（水）：ﾂｶﾞﾐ、東海東京 F･HD、ﾋｭｰﾘｯｸ、岡三証券 G、大正製薬 HD、積水化学工
業、いちよし証券、丸三証券、水戸証券、日本軽金属 HD、藍澤證券、ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｽﾄ、日立建機、
日本電気、ｷﾔﾉﾝ、MonotaRO、ｱﾝﾘﾂ、ｼｬｰﾌﾟ、ﾌｫｽﾀｰ電機、東海旅客鉄道、東日本旅客鉄道、日本
M&A ｾﾝﾀ-、野村総合研究所、ﾀｶﾗﾊﾞｲｵ、大同特殊鋼、ﾔﾏﾄ HD、三井住友ﾄﾗｽﾄ･HD、山陽特殊製
鋼、西日本旅客鉄道、東洋機械金属、ﾀｹｴｲ、三越伊勢丹 HD、TDK、ﾏｷﾀ、ｽﾀﾝﾚｰ電気、ﾊﾞﾙｶｰ、ｻ
ｲﾊﾞｰｴｰｼﾞｪﾝﾄ、ｵﾑﾛﾝ、宝 HD、ｵﾘｴﾝﾀﾙﾗﾝﾄﾞ、SCREEN・HD、AGS、東洋証券、ﾃﾞｨｽｺ、日本特殊陶
業、東京電力 HD、東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ、ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ、AT&T、ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ、ｸｱﾙｺﾑ、ﾋﾞｻﾞ、ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ、ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
●1 月 31 日（木）：川崎汽船、川崎重工業、ﾏﾈｯｸｽ G、ﾄｸﾔﾏ、東洋水産、日本ｾﾞｵﾝ、ｱｽﾃﾗｽ製
薬、商船三井、ｱｲ･ｱｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ HD、第一三共、日本ﾊﾑ、LIXIL ｸﾞﾙｰﾌﾟ、東芝ﾌﾟﾗﾝﾄｼｽﾃﾑ、日本通
運、三菱倉庫、住友林業、NS ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ海運、飯野海運、東京瓦斯、ﾔｸﾙﾄ本社、日本郵船、月島
機械、野村 HD、日野自動車、山洋電気、小松製作所、KDDI、日清製粉 G 本社、ZOZO、TOTO、
日本碍子、ｵｰｸﾏ、村田製作所、ｶｼｵ計算機、ｺﾅﾐ HD、日立物流、明星工業、日本調剤、ﾜﾀﾍﾞｳｪ
ﾃﾞｨﾝｸﾞ、ｺｰｾｰ、大紀ｱﾙﾐﾆｳﾑ工業所、東邦ﾁﾀﾆｳﾑ、日進工具、島精機製作所、住友重機械工業、ﾀ
ﾀﾞﾉ、新光電気工業、ｳｼｵ電機、ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ、日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ、魚力、京成電鉄、日本航空、ﾍﾞﾙｰﾅ、
双信電機、ｽﾐﾀﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、SBI・HD、ﾊｳｽ食品 G 本社、野村不動産 HD、ｱｶﾂｷ、日立化成、日本
板硝子、ﾉｴﾋﾞｱ HD、小林製薬、ﾒﾙｺ HD、ﾌｧﾅｯｸ、ｴｲﾁ･ﾂｰ･ｵｰ ﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ、LINE、富士通、大日本住
友製薬、東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ、富士電機、ｶｺﾞﾒ、日東電工、あおぞら銀行、みずほ FG、旭有機材、遠
藤照明、新明和工業、任天堂、りそな HD、三井住友 FG、東祥、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰﾂ、日立金属、中外製
薬、保土谷化学工業、きもと、ﾀﾞｳ･ﾃﾞｭﾎﾟﾝ、ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ、GE、ﾚｲｾｵﾝ、ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
●2 月 1 日（金）：太陽 HD、豊田自動織機、積水化成品工業、ﾃﾞﾝｿｰ、HOYA、小野薬品工業、
ﾀﾞｲｾﾙ、ｼﾞｪｲﾃｸﾄ、ｾﾌﾞﾝ銀行、三井物産、日立造船、ほくほく FG、ｱｲｼﾝ精機、本田技研工業、
ヤマダ電機、NTT ﾄﾞｺﾓ、住友化学、ｼﾐｯｸ HD、ﾛｰﾑ、ｶﾞﾝﾎｰ・ｵﾝﾗｲﾝ・ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ、ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ、ｼﾞｪｲ
ｴﾌ ｲｰ HD、ｱｻﾋ HD、日本精工、ｱﾏﾉ、沖電気工業、ｿﾆｰ、NOK、京ｾﾗ、京王電鉄、阪急阪神 HD、
牧野ﾌﾗｲｽ製作所、日立製作所、武田薬品工業、大塚商会、三菱自動車工業、ｾﾝﾄﾗﾙ硝子、ｷｰｴﾝ
ｽ、豊田通商、ｼｪﾌﾞﾛﾝ、ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ、ﾒﾙｸ、ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ

■主要イベントの予定
●1 月 28 日（月）
・通常国会が召集、衆院本会議で安倍首相の施政方針演説など政府 4 演説（参院は衆院終了後）
・日銀金融政策決定会合議事要旨（12 月 19・20 日分）
・ドラギ ECB 総裁、英イングランド銀行カーニー総裁ら講演
・米議会予算局（CBO）年次報告書
・毎勤統計再集計受けた 17 年度 GDP 推計（ストック編）公表、12 月の企業向けサービス価格指数、ユ
ーロ圏 12 月のマネーサプライ 、中国 12 月の工業利益
●1 月 29 日（火）
・米 FOMC（30 日まで）
・英議会、離脱合意の代替案や野党・労働党が提出した「合意なき離脱」回避を目指す修正案など審議
・米 1 月の消費者信頼感指数 、米 12 月の卸売在庫 (速報値)、米 11 月の主要 20 都市住宅価格指数
●1 月 30 日（水）
・米 FOMC 政策発表・パウエル FRB 議長記者会見
・中国の劉鶴副首相、貿易協議のため訪米（31 日まで）
・1 月の消費動向調査、12 月の商業動態統計、米 1 月の ADP 雇用統計、米 4Q の GDP (速報値)
●1 月 31 日（木）
・金融政策決定会合における主な意見（1 月 22・23 日分）
・安倍首相、英国王立国際問題研究所・大和総研共催のコンファレンスであいさつ
・12 月の鉱工業生産、1 月 20-26 日の対外・対内証券投資、12 月の自動車生産台数、12 月の住宅着
工件数、米 12 月の個人所得・支出、米 26 日終了週の新規失業保険申請件数、ユーロ圏 12 月の失
業率、ユーロ圏 4Q の GDP (速報値)、独 1 月の失業率、中国 1 月の製造業・非製造業 PMI
●2 月 1 日（金）
・日・EU 経済連携協定（EPA）発効
・1 月の自動車販売台数、12 月の完全失業率、12 月の有効求人倍率、米 1 月の自動車販売、米 1 月
の雇用統計、米 1 月の ISM 製造業総合景況指数、米 1 月のミシガン大学消費者マインド指数、米 12
月の建設支出、ユーロ圏 1 月の CPI(速報値)、中国 1 月の財新製造業 PMI
●2 月 3 日（日）
・中国 1 月の財新サービス業・コンポジット PMI
（Bloomberg をもとにフィリップ証券作成）
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■下振れリスクは織り込み済みか？
日銀は1/23、金融緩和策の現状維
持を決定し、黒田総裁は、景気下振れ
リスクについて言及。「米中貿易摩擦が
長引けば、世界経済に深刻な影響が
出てくる」などと指摘。実際、同日発表
の2018/12の工作機械受注は、前年同
月比18.3％減と3ヵ月連続のマイナスと
なり、中国向けは10ヵ月連続の前年割
れと低迷している。
2018年度の実質成長率見通しは下
方修正され、物価見通しも大幅な下方
修正となった。ただ、株式市場は世界
景気悪化の懸念を既に織り込んでお
り、中国の景気対策の効果などへの期
待が高まる局面とみる。2/14に発表さ
れる2018/10-12月 のGDP成 長率 の見
通しなど動向にも注目したい。（庵原）
■拡大トレンドの株主還元
Bloombergの集計によると、TOPIX構
成銘柄の2017年の配当総額は11.70
兆円と8年連続の増加。総還元ベース
では株式相場の上昇に伴う自社株買
いの 減 少に より 前 年を 下 回 っ た も の
の、長期的には拡大トレンドを維持。コ
ーポレートガバナンス・コードや日本版
スチュ ワードシップ・コ ード の適 用や
ROE経営の浸透など、企業のガバナン
ス改革の進展が背景にあろう。
直近では12月に株式相場が急落し
株価水準が切り下がった。これから本
格化する決算発表と併せ、自社株買い
が特に注目されよう。日本電産（6594）
は500億円を上限に自己株取得を行う
と発表。新明和工業（7224）は400億円
の自己株をTOBで取得する。（増渕）
■米大手金融は軒並み大幅増益
米国の大手金融機関の10-12月の
決算が出揃った。前年同期の税制改
革に伴う一時費用の反動により、軒並
み最終利益が拡大。一方、トップライン
では、市場のボラティリティー拡大で様
子見をする顧客が増え、債券トレーデ
ィング収益は各社とも減収となった。市
場の変調による企業のファイナンスの
手控えにより、引受業務も低迷した。
一方、企業活動や個人消費の活性
化による融資の積み増しや利鞘拡大
などにより、純金利収益は拡大。株式ト
レーディング収益やM&Aアドバイザリ
ー収入なども好調だった。決算が市場
予想を上回ったゴールドマン・サック
ス・グループ（GS）やバンク・オブ・
ア メ リ カ （ BAC ） の 株 価 は 大 幅 上
昇。低迷傾向が続く米金融株への見
直しが進む可能性もあろう。（増渕）

【海外リスクを示した日銀～景気下振れリスクも市場は織り込み済み？】
■2018－2020年度の政策委員の大勢見通し（2019/1/23発表）
日本の実質GDP成長率（前期比年率 四半期ベース）

12
消費者物価指数 （参考）消費税率 9
（除く生鮮食品） 引き上げ・教育費 6
2018/4Q予
無償化政策の影
+2.1
3
響を除くケース
0
+0.8～+0.9
-3
2018/3Q
＜+0.8＞
-6
▲2.5
+0.9～+1.0
-9
2010/1Q 2011/2Q 2012/3Q 2013/4Q 2015/1Q 2016/2Q 2017/3Q 2018/4Q
＜+0.9＞

実質GDP

2018年度

+0.9～+1.0
＜+0.9＞

10月時点の見通し
2019年度

+1.3～+1.5
＜+1.4＞
+0.7～+1.0

10月時点の見通し
2020年度

10月時点の見通し

+1.0～+1.3

予
（出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成）

+0.8～+1.1

消費者物価指数コア（生鮮食品を除く 月次）

＜+0.9＞

＜+1.1＞

＜+0.9＞

4.0

+0.8～+0.9

+1.5～+1.7

+1.3～+1.5

3.0

＜+0.8＞

＜+1.6＞

＜+1.4＞

2.0

+0.7～+1.0

+1.3～+1.5

+1.2～+1.4

1.0

＜+1.0＞

＜+1.5＞

＜+1.4＞

0.0

+0.6～+0.9

+1.5～+1.7

+1.4～+1.6

-1.0

＜+0.8＞

＜+1.6＞

＜+1.5＞

-2.0

（※）対前年度比、単位は％。＜＞内は政策委員見通しの中央値。
（出所：日銀 「経済・物価情勢の展望」（展望リポート）よりフィリップ証券作成）
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（出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成）

【企業の株主還元は拡大へ～決算発表に併せた自社株買いに注目！】
（10億円）
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（出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成）
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【米大手金融の 10-12 月期決算が出揃った～金融株の見直しは進むか！？】
■大手金融機関の2018/12期4Q（10-12月）実績
企業名/項目
（ 百万USD）

純金利
収益

非金利
収益

ト レ ーディ ン グ
勘定損益

純利益

JPモルガン・チェー ス・
アンド・カンパニー （ JPM）

14,354

11,755

1,361

7,066

10%

3%

-29%

67%

12,304

10,432

1,633

7,278

7%

16%

42%

3.1倍

11,923

5,201

1,056

4,313

5%

-16%

-25%

黒字転換

前年同期比
バンク ・オブ ・
アメ リカ（BAC）
前年同期比
シテ ィグルー プ （C）
前年同期比

12,644

8,336

10

6,064

前年同期比

3%

-14%

-92%

-1%

ゴ ー ルドマン・サック ス・
グルー プ （GS）

991

7,089

2,640

2,322

前年同期比

10%

-2%

7%

黒字転換

モルガン・スタンレー （ MS）

989

7,559

1,764

1,531

前年同期比

-1%

-11%

-31%

2.4倍

ウェルズ ・フ ァー ゴ （ WFC）

（出所：会社公表資料をもとにフィリップ証券作成、トレーディング勘定損益はBloombergの集計）
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■銘柄ピックアップ
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（出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成）
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（出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成）
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18/5

18/7

18/9

18/11

19/1

東京製鐵（5423）

935円 （1/24終値）

日本電産（6594）

12,350円（1/24終値）

・1973年設立。精密小型モーター、車載・家電・商業・産業用モーター、機器装置、電子・光学部
品、その他の開発・製造・販売を行う。HDD用モーターなど世界シェアNo.1の製品を多く保有する。
・1/23発表の2019/3期3Q（4-12月）は、売上高が前年同期比4.4％増の1兆1,543億円、営業利益が
同2.5％増の1293.67億円、純利益が同9.8％増の1,032.14億円。3Qとして売上高、営業利益、純利
益ともに過去最高。車載用コントロールバルブや産業用モーター、発電機などの販売が伸びた。
・1/17に通期会社計画を下方修正。売上高を前期比2.6％減の1兆4,500億円（従来計画1兆6,000
億円）、営業利益を同13.1％減の1,450億円（同1,950億円）、当期利益を同14.4％減の1,120億円
（同1,470億円）とした。ただ想定為替レートを100円/ドル、125円/ユーロとするなど著しく保守的と
見る。3Qと併せて、500億円（発行済株式総数の1.70％）を上限とする自社株買いも発表。（増渕）

日本電産（6594）52週株価・日足

18/1

4,211円 （1/24終値）

・1934年設立の電炉メーカー。鋼塊、各種鋼材、特殊鋼、鐵鋼製品の製造及び販売を行う。電炉
法のパイオニアで、大型直流電気炉やシャフト式電気炉電炉法など開発。小型形鋼・異形棒鋼の
他、H 形鋼・鋼矢板、ホットコイル・縞コイル・酸洗コイル・溶融亜鉛メッキコイルなども生産する。
・1/22発表の2019/3期3Q（4‐12月）は、売上高が前年同期比27.3％増の1,544.17億円、営業利益
が同6.1％増の111.52億円、純利益が同5.4％増の105.74億円。良好な鋼材需要を背景に出荷単
価が高水準を維持。出荷数量も伸びた。一方で原料の鉄くずの購入単価は下落し、利鞘が改善。
・通期会社計画を上方修正。売上高を前期比26.1％増の2,070億円（従来計画2,060億円）、営業
利益を同43.2％増の150億円（130億円）、当期利益を同28.3％増の145億円（120億円）とした。新
規の都市再開発事業や民間設備投資が見込まれ、鋼材需要は好調を持続する見通し。（増渕）

東京製鐵（5423）52週株価・日足

700

ブリヂストン（5108）

・1931年設立。乗用車、トラック・バス用タイヤをはじめ、航空機、建設・鉱山車両、モーターサイク
ル、農業機械、産業車向けなど幅広い種類のタイヤを提供する。産業資材、建設資材も手掛ける。
・11/8発表の2018/12期3Q（1-9月）は、売上高が前年同期比0.4％増の2兆6,741億円、営業利益が
同3.0％減の2,908.64億円、純利益が同11.0％増の2,194.64億円。鉱物価格の回復に伴い鉱山向
けの需要が伸びた。一方、中南米通貨安や多角化事業の再構築のための費用が響き営業減益。
・通期会社計画を下方修正。売上高を前期比0.2％増の3兆6,500億円（従来計画3兆7,000億円）、
営業利益を同2.2％減の4,100億円（同4,300億円）とそれぞれ引き下げた。当期利益は同5.8％増
の3,050億円で据え置き。1/22、蘭トムトムのモビリティー関連事業を買収すると発表。タイヤや車両
に関するビッグデータを活用する。商品の売り切りからサービス化への流れが加速しよう。（増渕）

ブリヂストン（5108）52週株価・日足

3,700

ISID（4812）
2,969円 （1/24終値）
・1975年に電通と GE のジョイントベンチャーとして設立。コンサルティングサービス、受託システム
開発、ソフトウェアの販売・サポート、アウトソーシング・運用保守サービス、情報機器販売などを行
う。金融機関や製造業者と直接取引し、事業環境の変化に呼応する IT ソリューションを提供する。
・10/31発表の2019/3期1H（4‐9月）は、売上高が前年同期比9.1％増の646.25億円、営業利益が
同70.7％増の56.62億円、純利益が同37.3％増の37.88億円。政府系金融機関、事業会社向けの
システム開発が拡大。電機・精密業界向けソフトウェア販売も伸びた。不採算案件の解消も寄与。
・増収効果に加え、販売費・一般管理費が計画を下回る見込みとなり、1/22に通期会社計画を上
方修正。売上高を前期比9.1％増の910.24億円（従来計画880.00億円）、営業利益を同50.1％増
の82.39億円（同70.00億円）、当期利益を同16.9％増の51.87億円（同48.07億円）とした。（増渕）

4,000

2,500

984円 （1/24終値）

・1957年設立。主力の不動産事業のほか、損害保険代理店業務、生命保険・医療保険等の募集、
人材派遣・人材紹介、建築工事請負、設計・工事監理も手掛ける。東京23区の駅近を中心に約
230件の賃貸物件を保有・管理する。同社の運用するヒューリックリート投資法人は2014/2に上場。
・10/30発表の2018/12期3Q（1-9月）は、営業収益が前年同期比34.1％増の1,701.35億円、営業利
益が同20.5％増の510.89億円、純利益が同22.5％増の334.17億円。前年および3Q に竣工、取得
した物件による不動産賃貸収入の増加に加え、販売用不動産の売上計上が寄与し増益となった。
・通期会社計画を上方修正。営業利益を前期比15.1％増の740億円（従来計画720億円）、当期利
益を同13.2％増の480億円（同465億円）とした。営業収益見通しは同0.1％増の2,900億円と初めて
公表。1/23の報道によると、営業利益は750億円程度となるもよう。1/30に決算発表を予定。（増渕）

ヒューリック（3003）52週株価・日足

850

ヒューリック（3003）

東テク（9960）

2,162円 （1/24終値）

・1955年に空調機器の専門商社として創業。空調設備や計装設備、エネルギー分野などの様々な
領域で、機器の販売・据付工事からメンテナンス、リニューアルの提案までトータルで行う。業務用
空調機器のダイキン工業、空調制御機器のアズビルなど業界トップメーカーの設備代理店である。
・10/31発表の2019/3期1H（4‐9月）は、売上高が前年同期比10.5％増の448.37億円、営業利益が
同39.4％増の21億円、純利益が同47.6％増の15.14億円。公共投資が引き続き高水準を維持。民
間設備投資も都市部の再開発案件や人手不足を背景に合理化・省力化に向けた投資が伸びた。
・1/21に通期会社計画を上方修正。売上高を前期比7.9％増の1,000億円（従来計画970億円）、営
業利益を同10.6％増の52億円（同47億円）、当期利益を同15.7％増の36億円（同32億円）とした。
進捗率は売上高で44.8％に留まるが、同社の売上が4Qに集中する傾向によるものである。（増渕）
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