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投資戦略ウィークリー 
「パラダイム・シフト」の向かう先は内需株か？ 
リサーチ部  笹木 和弘 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 2 月 4 日号(2019/2/1作成) 

Report type: ウィークリーストラテジー 

■主な企業決算の予定
●2 月 4 日（月）：キッコマン、エーザイ、三菱電、Alfresa、JR 九州、ヤフー、浜松ホトニ

ク、花王、住友電工、パナソニク、田辺三菱、MUFG、アルファベット、シーゲイト

●2 月 5 日（火）：伊藤忠、日清食 HD、三井化学、三菱商、コンコルディア FG、大陽日酸、

スズキ、参天薬、スズケン、ソフトバンク、NTT デ、ドンキホ H、ヤマハ、協和キリン、BP、

ディズニー

●2 月 6 日（水）：トヨタ、三菱重、三菱ケミ HD、住友商、ソフトバンク G、マツダ、AGC、

ミネベアミツミ、バンナム H、新日鉄住金、AGC、シスメクス、島津製、千葉銀行、ING グルー

プ、BNP パリバ、ダイムラー、GM、メットライフ

●2 月 7 日（木）：旭化成、スバル、大成建、東武鉄道、丸紅、NTT、リコー、西武 HD、JT、

富士フイルム、テルモ、ニコン、明治 HD、ツイッター、フィアット・クライスラー

●2 月 8 日（金）：清水建、東レ、JXTG、王子 HD、小田急、大和ハウス、SMC、資生堂、ルネ

サスエ、住友鉱、東急、セコム、三井不、いすゞ自、三菱地所、日産化、オリンパス、ダイフ

ク、博報堂 DY

■主要イベントの予定
●2 月 4 日（月）

・メルケル独首相、訪日（5 日まで）

・マネタリーベース (1 月)

・米 クリーブランド連銀総裁、講演

・中国、春節の休場スタート（11 日に取引再開）

・米 製造業受注（11 月）、米 耐久財受注（11 月）

・ユーロ圏 PPI (12 月)

●2 月 5 日（火）

・米大統領、下院で一般教書演説

・豪中銀、政策金利発表

・米 ISM 非製造業景況指数（1 月）

・ユーロ圏 総合 PMI (1 月、改定値)、サービス業 PMI (1 月、改定値)、小売売上高 (12月)

●2 月 6 日（水）

・米 パウエル FRB 議長、教育者とのタウンホールミーティング主催

・ブラジル中銀、政策金利発表

・タイ中銀、政策金利発表

・米 貿易収支（11 月）、 労働生産性（10－12 月）

・独 製造業受注 (12 月)

・インドネシア GDP（10-12 月、通年）

●2 月 7 日（木）

・北方領土返還要求全国大会（都内）、安倍首相らが出席

・外貨準備高 (1 月)、対外・対内証券投資 (1 月 27－2月 2 日)、東京オフィス空室率 (1

月)、景気動向指数 (12 月)

・米セントルイス連銀総裁、講演

・英中銀、政策金利・インフレ報告公表

・インド中銀、政策金利発表

・フィリピン中銀、政策金利発表

・ベルリン国際映画祭（17 日まで）

・米 新規失業保険申請件数 (2 月 2 日終了週)、消費者信用残高 (12 月)

・独 鉱工業生産 (12 月)

●2 月 8 日（金）

・家計調査 (12 月）、国際収支（12 月）、貸出・預金動向 (1 月）、個人向け貸出金 (10-12

月）、毎月勤労統計（12 月）、倒産件数（1月）

・ロシア中銀、政策金利発表

・北朝鮮、人民軍創建日

・独 貿易収支 (12 月)

●2 月 10 日（日）

・米グラミー賞授賞式

・中国経済全体のファイナンス規模、新規融資、マネーサプライ (1 月、15 日までに発表)

（Bloomberg をもとにフィリップ証券作成）

■「パラダイム・シフト」の向かう先は内需株か？
 1月下旬の主要国中央銀行において、金融政策に大きな変

化が見られた。具体的には、1. 日銀金融政策決定会合では

「展望リポート」で、2019年度の物価見通しを前回の1.4%から

0.9%に、20年度を1.5%から1.4%に引き下げ、黒田総裁も「必

要があれば、もちろん追加的な措置をとる」と述べた。2. ECB

理事会で、金利を少なくとも夏にかけて現在の記録的な低水

準に留めるとのガイダンスを維持し、ドラギ総裁はユーロ圏の

経済成長に対するリスクは下向きに移行したとの認識を表明し

た。3. 中国人民銀行は、銀行から購入した永久債と引き換え

に良質の担保として活用できる手形を主要銀行に与える「中

銀手形スワップ」と呼ばれる新たな手段を発表し、量的緩和政

策に対する強いコミットメントを示した。4. そして特筆すべき

は、1/30終了の米 FOMC において、昨年末時点で2019年中

に2回見込んでいた利上げについて19年内には実施しない可

能性を示唆し、「正常化」のための保有資産の縮小（量的縮

小）政策も見直しを表明、利上げ局面が転換点を迎えているこ

とを印象づけた。 

 1月は FRB による保有資産の縮小が継続する一方で、中国

人民銀行が春節を控えた資金不足への対応として流動性を

供給することでグローバルに株式市場の戻り局面をサポートし

ていたが、いよいよ FRB の政策スタンスが変更するとなれば、

ドル円相場もトレンド転換を余儀なくされる懸念が出てくる。た

だし、このドル安は今までのようなリスクオフに伴うものとは限ら

ず、米国企業収益を支えることを通じたリスクオンを伴うドル安

へと「パラダイム・シフト」する可能性も考慮すべきである。

 日本株も、当面は3月決算対策の売り物に押される懸念を考

慮すべきだとしても、その後は内需銘柄を中心に見通しが明る

くなるのではないだろうか。特に、政府の予算積み増しが顕著

な「国土強靭化計画」や消費税増税対応の景気対策やインバ

ンド関連でも注目される「キャッシュレス決済化」などに関連し

た銘柄、更には、米中新冷戦時代においては、特に日本は地

政学的に安全保障面で対立が目立つことも想定され、米国の

対日貿易赤字の観点からも防衛予算積み増しの可能性は大

きく、防衛関連も狙い目だろう。（笹木）

 2/4号では、エバラ食品工業（2819）、中外製薬（4519）、京進

（4735）、横河ブリッジホールディングス（5911）、日本車輌製造

（7102）、シチズン時計（7762）を取り上げた。

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

2015/1 2015/9 2016/5 2017/1 2017/9 2018/5 2019/1

ｼﾞｬｶﾙﾀ総合指数（左軸）

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ST指数（左軸）

FTSEﾌﾞﾙｻﾏﾚｰｼｱKLCIｲﾝﾃﾞｯｸｽ（右軸）

ﾀｲ SET指数（右軸）

（出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成）

アセアン主要4ヵ国の株価指数

14000

16000

18000

20000

22000

24000

26000

28000

2015/1 2015/9 2016/5 2017/1 2017/9 2018/5 2019/1

NYダウ

日経平均

ドル・円 日経平均株価とNYダウ30種平均

（出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成）

NYダウ

日経平均

※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_0005



投資戦略ウィークリー 
2019 年 2 月 4 日号 

2 of 4 

■ハト派一色だった FOMC
1/29-30の米FOMCは、フェデラルフ

ァンド（ FF）金利の誘導目標を 2.25-

2.50％のレンジで据え置いた。声明文

では、「政策金利の調整を様子見す

る」と盛り込み、バランスシートの縮小に

ついても「修正する用意がある」と明

言。ハト派一色となった。またパウエル

議長は記者会見で、バランスシート縮

小プログラムについて、これまでの予

想に比べ「より早く、より大きなバランス

シートの規模」で完了すると述べた。

1/30の市場では、米10年債利回りが

前日比4bp低下し2.67％となり、米株価

指数は大幅上昇。足元の金利先物市

場では、年内1回の利下げを21.1％、2

回を2.0％の確率で織り込む。金融引き

締めへの過度な懸念は後退しており、

市場はリスクオンとなろう。（増渕） 

■原油価格と株価との強い相関性
トランプ政権はマドゥロ大統領への

退陣圧力を強めるため、ベネズエラ国

営石油会社を制裁対象にし、米企業と

の取引を禁止した。原油価格は世界

経済、特に中国経済急減速による需

要減退懸念の高まりが悪材料となる一

方で、ベネズエラは原油埋蔵量3,032

億バレル、原油生産量は2,110億バレ

ルを占め（2017年）、制裁による供給懸

念により、価格上昇を支援している。

原油価格と株価には高い相関性が

見られる。昨年のマーケットでは一時

的に逆相関が見られる局面もあったも

のの、株価が原油価格に引っ張られる

形で相関性を回復する傾向が見られ

た。今後の株価動向を占う上でも原油

価格動向に要注目である。（笹木） 

■日経平均の過去の値動きの癖？
過去の日経平均（日足）チャートを

見ると、屈曲点となる節目の価格を付

けた日に関して、ある程度一定のリズ

ム・日柄を刻んでいることが分かる。こ

れは、一目均衡表「対等数値」の考え

方に関連するものである。

しかも、一目均衡表では「42日」が基

本数値の一つ と さ れ 、 実際に 、

(1)2017/9/8～同11/9の42日、(2)押し

目の同 11/16～ 2018/1/23高値の 44

日、 (3)1/23～同 3/26底値の 43日、

(4)2018/10/2高値～同12/3戻り高値の

43日など、同様の日柄が繰り返し現れ

ていることを観察できる。

直近では、同 12/3から 42日目は

2019/2/6、43日目は同2/7であり、上記

(4)と同様に下げから戻りをつけて、そ

の後で押し目を窺うかどうか、慎重に見

極めていきたいところである。（笹木）

【米国は利上げ打ち止めの見通し～金融引き締めへの懸念は後退へ】 

【ベネズエラへの制裁に揺れる原油価格。株価への影響も無視できず！】 

【日経平均の過去の値動きを参考～需給からチャート戻りのメドを探る？】 

FOMC会合の日時 利上げ確率 利下げ確率 1.50-1.75 1.75-2.00% 2.00-2.25% 2.25-2.5% 2.50-2.75
2019年3月20日 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 1.0% 99.0% 0.0%
2019年5月1日 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% 3.0% 97.0% 0.0%
2019年6月19日 0.1% 3.0% 0.0% 0.0% 3.0% 96.9% 0.1%
2019年7月31日 0.1% 6.9% 0.0% 0.1% 6.8% 93.0% 0.1%
2019年9月18日 0.4% 6.9% 0.0% 0.1% 6.8% 92.7% 0.4%
2019年10月30日 0.4% 12.8% 0.0% 0.6% 12.2% 86.9% 0.4%
2019年12月11日 0.3% 23.2% 0.1% 2.0% 21.1% 76.5% 0.3%
2020年1月29日 0.3% 34.7% 0.4% 4.8% 29.5% 65.1% 0.3%

（出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成）


FOMCとFRBの利上げ確率予想（2019/2/1時点）
現状のFF金利誘導目標：2 .25-2 .50　（％）

30

40

50

60

70

80

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

2017/2/1 2017/8/1 2018/2/1 2018/8/1 2019/2/1

原油価格と株価指数

S&P500（左軸）

WTI原油先物（右軸）

ポイント
ドル/バレル

（出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成）

43日

43日44日42日

??



 

投資戦略ウィークリー 
2019 年 2 月 4 日号 

3 of 4 

■銘柄ピックアップ 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 エバラ食品工業（2819）   2,119円 （2/1終値） 
・1930年設立。家庭用・業務用の調味料食品の製造・販売を行うほか、物流事業も手掛ける。1968

年に「焼肉のたれ」、1978年に「黄金の味」、1991年に「浅漬けの素」を発売するなど、それまで市

場になかった商品を生み出してきた。東アジア、東南アジアなどを中心に海外展開も進めている。 

・1/31発表の2019/3期3Q（4-12月）は、売上高が前年同期比0.8％増の403.49億円、営業利益が同

49.8％増の24.87億円、純利益が同56.5％増の17.15億円。精肉連動施策が奏功した「なべしゃぶ」

の販売が伸びた。業務用商品や顧客ニーズの効率的な取り込みを行った物流事業も伸長した。 

・通期計画は、売上高が前期比3.6％増の522.11億円、営業利益が同42.2％増の20.91億円、当期

利益は同18.7％増の13.94億円。3Qで売上高、営業利益、純利益が全て超過。精肉需要は拡大

傾向が続くが、2019年のTPP11や日欧EPAの発効により、輸入肉の消費拡大が期待される。（増渕） 

 中外製薬（4519）   6,700円 （2/1終値） 
・1925年創業、1943年に会社設立。2002年よりスイスのロッシュグループの子会社となった。医薬

品の研究、開発、製造、販売および輸出入を行う。バイオ・抗体医薬品の国内リーディング・カンパ

ニーで、がん領域、抗体医薬品では国内売上シェア1位。116ヵ国でバイオ医薬品の承認を取得。 

・1/31発表の2018/12通期は、売上収益が前年同期比8.5％増の5,797.87億円、営業利益が同

25.7％増の1,243.23億円、純利益が同27.2％増の924.88億円。がん、骨・関節領域で主力製品や

新製品の販売が好調に推移。アクテムラおよびアレセンサのロシュ向け輸出の増加も寄与した。 

・2019/12通期会社計画は、売上収益が前期比2.2％増の5,925億円、コア営業利益が同9.7％増

の1,430億円、コア EPS が同12.2％増の198円、配当性向が48.5％。併せて発表した2019-2021年

の中期計画の数値目標は、コア EPSの年平均成長率が1％桁台後半（為替一定ベース）。（増渕） 

 京進（4735）   1,140円（2/1終値） 
・1981年設立。学習塾事業、語学関連事業、保育・介護事業の三事業部門から成る。語学関連事

業の日本語教育事業部にて、日本最大規模の外国人留学生向け日本語学校である「京進ランゲ

ージアカデミー」を運営している。 

・1/10発表の2019/5期（6-11月）は、売上高が前年同期比10.5%増の98.20億円、営業利益が同

43.2%増の5.38億円、純利益が同33.5%増の2.65億円。保育・介護事業が同10.3%減益だったが、

学習塾事業が同4.7%増益、語学関連事業が前年同期の損失から黒転し、大幅増益となった。 

・通期会社計画の営業利益5.50億円に対し、進捗率は97.8%に達している。改正出入国管理法の

施行を4/1に控え、増加が見込まれる外国人労働者に対して同社が行う日本語教育事業や、外国

人材の育成・紹介を目指す国際人材交流事業の重要性が益々高まることが想定される。（笹木） 

 横河ブリッジホールディングス（5911）   1,979円（2/1終値） 
・1918年設立。主力の橋梁事業として主に新設橋梁の設計・製作・現場施工および既設橋梁の維

持補修を行っているが、橋梁事業で蓄積された技術を駆使して、精密機器製造などの先端技術事

業、エンジニアリング事業、不動産事業を展開。 

・1/30発表の2019/3期(4-12月）は、売上高が前年同期比18.3％増の1,070.93億円、営業利益が同

6.9％増の85.72億円、純利益が同0.6％減の54.36億円。先端技術事業が同23.4％の減収となった

が、橋梁事業は同10.3％増収、エンジニアリング事業が同36.4％増収となったことが奏功した。 

・期末配当予想を上方修正し、年間配当金を1株当り26円から30円に増額。通期会社計画は、営

業利益が110.00億円、当期利益は81.00億円で同19.9％減益見通しだが、橋梁事業が好調に推

移、昨年12月に政府の国土強靭化計画が上乗せされたメリットを受けることが期待できる。（笹木） 

 日本車輌製造（7102）   2,510円 （2/1終値） 

・1896年設立。鉄道車両、輸送用機器・鉄構、建設機械、エンジニアリング、その他の製造・施工・

販売および付帯するサービスを提供する。新幹線の製造車両数は2010年に3,000両を突破。民生

バルクローリでは国内シェア70％超。大型の3点式杭打機では、ほぼ100％に近いシェアを誇る。 

・1/29発表の2019/3期3Q（4‐12月）は、売上高が前年同期比18.9％減の564.14億円、営業利益が

同26.8％減の56.28億円、純利益が57.97億円と前年同期の▲73.95億円から黒字転換。鉄道車両

や輸送用機器の売上が減り減収となったが米国向け鉄道車両案件の解約金がなくなり最終増益。 

・通期計画を上方修正。売上高を前期比2.4％増の930億円（従来計画910億円）、営業利益を同

9.2％増の66億円（同46億円）、当期利益を黒字転換の62億円（同43億円）とした。会社予想 PER

は6.0倍（2/1終値）に留まっており、国土強靭化計画の推進と合わせ、評価余地もあろう。（増渕） 

 シチズン時計（7762）   578円 （2/1終値） 
・1930年設立。時計の部品から完成品まで一貫して製造できる数少ないメーカー。1955年に初め

て「シチズン」ブランドの腕時計の輸出を開始して以来、国内外の市場で事業を展開。時計で培っ

た小型化、精密加工、低消費電力の技術をベースに工作機械、デバイス、電子機器も手掛ける。 

・11/9発表の2019/3期1H（4‐9月）は、売上高が前年同期比0.7％増の1,544.06億円、営業利益が

同6.8％減の109.59億円、純利益が同1.9％増の83.75億円。時計の外部企業向けの駆動装置（ム

ーブメント）の販売が伸び悩んだ影響により減益。工作機械事業は好調だったが、補えなかった。 

・通期計画は、売上高を前期比3.1％増の3,300億円、営業利益を同0.3％増の250億円、当期利益

を同11.9％減の170億円。同社のブランドアンバサダーを務める大坂なおみ選手が、全豪オープン

で着用したモデルを3/7に発売する。1/27までに1,000本の予約枠が全て埋まったもよう。（増渕） 
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