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●2 月 11 日（月）：ﾛｳｽﾞ、ｴﾍﾞﾚｽﾄ･ﾘｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ、FMC、ﾎﾞﾙﾈｰﾄﾞ･ﾘｱﾙﾃｨｰ･ﾄﾗｽﾄ、ﾌﾞﾗｲﾄﾊｳｽ･ﾌｧｲ
ﾅﾝｼｬﾙ
●2 月 12 日（火）：鹿島建設、ﾔﾏﾊ発動機、太平洋ｾﾒﾝﾄ、東海ｶｰﾎﾞﾝ、楽天、日本製鋼所、凸
版印刷、国際石油開発帝石、三菱ﾏﾃﾘｱﾙ、ｼﾞｰｴｽ･ﾕｱｻ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、日産自動車、IPG ﾌｫﾄﾆ
ｸｽ、ｳｪﾙﾀﾜｰ、ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨﾅｼｮﾅﾙｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｼｽﾞ、WEC ｴﾅｼﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ、ﾏｰﾁﾝ･ﾏﾘｴｯﾀ･ﾏ
ﾃﾘｱﾙｽﾞ、ｵﾑﾆｺﾑ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ、ｱﾝﾀﾞｰｱｰﾏｰ、ﾓﾙｿﾝ･ｸｱｰｽﾞ、ｱｸﾃｨﾋﾞｼﾞｮﾝ･ﾌﾞﾘｻﾞｰﾄﾞ、ｵｷｼﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾍﾟ
ﾄﾛﾘｱﾑ、ﾄﾘｯﾌﾟｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、UDR、ｱｶﾏｲ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ、ｱｼｭﾗﾝﾄ
●2 月 13 日（水）：ｸﾗﾚ、日揮、千代田化工建設、大塚ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、昭和ｼｪﾙ石油、大日本印
刷、ｻｯﾎﾟﾛﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、大平洋金属、ｿﾆｰﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、荏原製作所、ｼﾁｽﾞﾝ時計、
住友不動産、ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、ﾀﾞｲｷﾝ工業、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾍﾟｲﾒﾝﾂ、ﾋﾙﾄﾝ･ﾜｰﾙﾄﾞﾜｲﾄﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨ
ﾝｸﾞｽ、ｲﾝﾀｰﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ、ﾃﾞｨｯｼｭ･ﾈｯﾄﾜｰｸ、CBRE ｸﾞﾙｰﾌﾟ、ﾌﾘｱｰｼｽﾃﾑｽﾞ、ﾌｪﾃﾞﾗﾙ･ﾘｱﾙﾃ
ｨｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾄﾗｽﾄ、ﾀﾞﾋﾞｰﾀ、ｼｽｺｼｽﾃﾑｽﾞ、MGM ﾘｿﾞｰﾂ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ、ﾊﾟｲｵﾆｱ･ﾅﾁｭﾗﾙ･ﾘｿ
ｰｼｽﾞ、ﾏﾗｿﾝ･ｵｲﾙ、ｳｨﾘｱﾑｽﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ、HCP、ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾌﾚｰﾊﾞｰ&ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ、ﾈｯﾄｱｯﾌﾟ、ﾘ
ｰｼﾞｪﾝｼｰ･ｾﾝﾀｰｽﾞ、ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(AIG)、ｴｸｲﾆｸｽ、ｾﾝﾁｭﾘｰﾘﾝｸ、CF ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘ
ｰｽﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 
●2 月 14 日（木）：日清紡ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、大林組、DIC、ﾕﾆﾁｶ、ﾄﾚﾝﾄﾞﾏｲｸﾛ、横浜ｺﾞﾑ、ｱﾏﾀﾞﾎｰ
ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、昭和電工、ﾊﾟｲｵﾆｱ、日本郵政、T＆D ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、ｸﾎﾞ
ﾀ、日立造船、MS&AD ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、電通、ｷﾘﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、SOMPO ﾎｰ
ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、第一生命ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、ｸｴｽﾄ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｸｽ、ｳｴｲｽﾄ･ﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ、ﾊﾞﾙｶﾝ･ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ、IQVIA ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、ｱｲｱﾝﾏｳﾝﾃﾝ、ｱﾒﾚﾝ、PPL、ﾎﾞﾙｸﾞﾜｰﾅｰ、ﾊﾝﾃ
ｨﾝﾄﾝ･ｲﾝｶﾞﾙｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ、ｿﾞｴﾃｨｽ、ｺｶ･ｺｰﾗ、ｲﾝｻｲﾄ、ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾅｼﾞｰ、CME ｸﾞﾙｰﾌﾟ、ｱﾘｽﾀﾈ
ｯﾄﾜｰｸｽ、ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞ･ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ、CBS、ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ 
●2 月 15 日（金）：ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ、ｸﾗﾌﾄ･ﾊｲﾝﾂ、ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ、ﾍﾟﾌﾟｼｺ、ﾃﾞｨｱ、ﾆｭｰｳｪﾙ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ

■主要イベントの予定
●2 月 11 日（月）
・ユーロ圏財務相会合（ユーログループ）
・英 GDP (4Q、速報値)、英鉱工業生産 (12 月)、中国外貨準備高 (1 月)、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)
●2 月 12 日（火）
・工作機械受注（1 月）、マネーストック（1 月）、第 3 次産業活動指数（12 月）
・米クリーブランド連銀総裁、カンザスシティー連銀総裁講演
・EU財務相理事会
・米求人件数 (12 月)
●2 月 13 日（水）
・企業物価指数（1 月）、営業毎旬報告（2 月 10 日現在）
・米クリーブランド連銀総裁講演、アトランタ連銀総裁講演
・NZ中銀、政策金利発表
・国際エネルギー機関（IEA）月報、NATO国防相会議（ブリュッセル、14 日まで）
・米 CPI(1 月)、米財政収支（12 月）
・ユーロ圏鉱工業生産 (12 月)、英物価統計 (1 月)、台湾 GDP（4Q、改定値）
●2 月 14 日（ 木） 
・住友鉱が中期経営計画を発表（野崎明社長が会見出席）
・全銀協会長会見
・国内総生産（GDP、10-12 月速報) 
・英議会、離脱案修正の審議採決
・米 PPI(1 月)、米新規失業保険申請件数 (9 日終了週)、米小売売上高（12 月）、米企業在庫
(11 月)
・ユーロ圏 GDP (4Q、改定値)、 独 GDP (4Q、改定値)、マレーシア GDP（4Q）
・中国貿易収支 (1 月)
●2 月 15 日（ 金） 
・オーストリアのクルツ首相が訪日、安倍首相と会談。広島も訪問（17 日まで）
・対外・対内証券投資（2 月 3-9 日）、設備稼働率（12 月）
・米アトランタ連銀総裁講演
・米つなぎ予算期限
・ミュンヘン安全保障会議（17 日まで）
・米輸入物価指数 (1 月)、米鉱工業生産（1 月）、米ミシガン大学消費者マインド指数 (2 月、速
報値)、対米証券投資 (12 月)
・欧州新車販売台数 (1 月)、中国 CPI・PPI (1 月) 

（Bloomberg をもとにフィリップ証券作成） 

■「パラダイム・シフト」を見極めてチャンスを掴め！
 昨年8/13に成立した米国「国防権限法2019」、更に、同10/4

のペンス副大統領によるワシントン・ハドソン研究所での演説

は、米中新冷戦構造の「パラダイム・シフト」、1989年の「ベルリ

ンの壁崩壊」（東西冷戦終結）による米国一極集中の資本主

義グローバル化という従来パラダイムの転換を予感させるもの

であった。グローバル化の流れの中では、市場主義、規制緩

和、自由競争を通じてヒト・モノ・カネ・情報が自由に国境を超

え、最適国（主に新興国）で生産する国際分業が進展、先進

国では産業空洞化、国内雇用喪失と非正規雇用の比率増加

が見られた。日本の強みだった「終身雇用」「年功序列賃金」

などの雇用慣行も非効率として廃れ、日本経済は慢性的デフ

レ（物価下落、実質賃金低迷）、低金利からゼロ・マイナス金利

の長期化、「失われた20年」を甘受せざるを得なかった。

 トランプ政権による「新冷戦構造への回帰」を契機に、「反グ

ローバリズム」「分断化」が引き起こされ、当面はともかく、中長

期的には「デフレからインフレへ」あるいは「低金利の終焉、金

利上昇」など、従来のパラダイムが反転していく可能性も頭の

隅には置いておくべきであろう。既に、5G や通信設備でのファ

ーウエイ外しやトランプ政権の「米国ファースト」政策により、

NATO など同盟国に対して防衛費負担の対 GDP 比率大幅引

上げを要請するなど、新冷戦構造下での新たな動きが次々と

顕在化する一方で、金融市場への影響回避目的も含めてか、

米中貿易協議への期待・希望が人為的に醸し出され、米国株

を初め、今まで主役を演じてきた銘柄や業種が急激な下げか

ら一転、急激な戻りを演じるといった面も出ている。日本株も、

米国の対日赤字削減要求も含め、防衛費負担増から最新兵

器購入を要請されたり、5G や IoT 対応の基地局や通信設備

における中国企業排除など、影響を受けることになるであろう。

 こうした「パラダイム・シフト」時代において、従来パラダイムに

基づいた投資はボラティリティ（変動性）の波に巻き込まれる懸

念もあるだろうが、それを短期的なチャンスと看做すのもあなが

ち間違いとはいえない。新パラダイムを見据えて長い目でチャ

ンスを狙うか、従来パラダイムで短期的な波を捉えるか、投資

家はその選択を迫られている時なのかもしれない。（笹木）

 2/12号では、明治ホールディングス（2269）、グンゼ（3002）、ハウス

ドゥ（3457）、スシローグローバルホールディングス（3563）、メルカリ

（4385）、AGC（5201）を取り上げた。
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※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_0006
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■FAANG 銘柄の 10-12 月期決算 
「FAANG」の10-12月期決算が出揃っ

た。中国事業の不振が響いたアップル

（AAPL）が減収だが4社は大幅増収。フ

ェイスブック（FB）とアマゾン・ド

ットコム（AMZN）は60％台の増益。

アルファベット（GOOGL）も売上高

が四半期ベースで過去最高となった。 

ただ、株式市場では先行きのガイダ

ンスに注目が集まっており、反応は大き

く分かれた。アップルの1-3月期売上

高見通しは市場予想と近い水準であっ

た。2018年末の厳しい状況がそれ以上

悪化していないことを示唆すると見ら

れ、株式は買われた。一方、アマゾン

は1-3月期の売上見通し（560-600億ド

ル）が市場予想（610億ドル）を下回り、

株価は急落。米ハイテク株では物色の

方向が変わる可能性もあろう。（増渕） 

■不確実性高める中、配当に注目 
2月は季節的に、配当に着目した銘

柄の物色が進む傾向が指摘されてい

る。また、3/1には米中貿易交渉の期限

を控えるなど、相場の不確実性が高ま

っている。相場環境からも、着実な配当

や安定成長が見込める銘柄が選好さ

れる地合いと言えよう。配当は経営者の

先行きへの自信を表すシグナルとして

の側面もあるため、特に注目したい。 

そこで今回は日経225構成銘柄を配

当利回りでランキングした。12月の急落

で株価水準が切り下がったことや決算

失望売りなどにより、主力どころでも配

当利回りが4％を超える銘柄も散見され

る。首位となった松井証券（4188）は創

業100周年記念配当を実施するため、

前期比1.9倍の増配となる。（増渕） 

■「空き家」で業績伸ばす企業も？ 
適切に管理されず放置されている空

き家が原因で周辺住民の住環境に悪

影響を及ぼす「空き家問題」が社会問

題化しているが、2015年5月に「空き家

対策特別措置法」が施行されて以降、

空き家を巡る相続の問題への注目度が

増している。危険・迷惑な空き家として

「特定空き家」に認定された場合、固定

資産税の「住宅用地の特例」優遇処置

が適用されなくなり、空き家の土地に支

払っていた固定資産税が、最大で今ま

での6倍の額になる場合もある。 

「空き家問題」は相続に絡む場合が

多く、不動産賃貸のフランチャイズの中

にも司法書士やFPなど加盟申請希望

者の裾野が拡がっているようである。業

界として空室率低下に向けての取り組

み積極化が進み、業績を伸ばす企業も

出てくるものと期待。（笹木） 

 
 

 

【FAANG 銘柄の決算が出揃った～物色の潮目は変わるか！？】 

 
【日経 225 構成銘柄の配当利回りランキング～割安優良株を見つけたい】 

 
【「空き家問題」が社会問題化！～相続しても取り壊せずに放置されがち】 

 
出所：国土交通省「空き家等の現状について」 

 

 
 

 

■FAANG銘柄の10-12月期実績

企業名/項目

（百万USD）

売上高

（億USD）

純利益

（億USD）

調整後 EPS

（USD）

市場予想

（USD）

フェイスブック
（FB）

16,914 6,882 2.67 2.50

前年同期比 30.4% 61.2% サプライズ（％） 6.87%

アップル
（AAPL）

84,310 19,965 4.18 4.17

前年同期比 -4.5% -0.4% サプライズ（％） 0.38%

アマゾン・ドット・コム
（AMZN）

72,383 3,027 8.27 7.87

前年同期比 19.7% 63.1% サプライズ（％） 5.07%

ネットフリックス
（NFLX）

4,187 134 0.42 0.38

前年同期比 27.4% -27.8% サプライズ（％） 16.26%

アルファベット
（GOOGL）

39,276 8,948 15.66 13.03

前年同期比 21.5% 黒字転換 サプライズ（％） 20.17%

（出所：会社公表資料をもとにフィリップ証券作成、市場予想はBloombergの集計）

銘柄コード 会社名
予想配当利回り
　　　　（％）

予想PER
   （倍）

終値
　（2/7）

予想EPS
　　（円）

予想DPS
　　（円）

ネット配当成長率
　　　（3年、％）

8628 松井証券 7.24 - 1,160 - 84.00 0.74
5002 昭和シェル石油 6.74 5.90 1,573 266.79 106.00 -17.94 
7201 日産自動車 6.14 7.26 928 127.87 57.00 13.62
8304 あおぞら銀行 5.90 8.47 3,120 368.53 184.00 -0.94 
2914 日本たばこ産業 5.65 13.20 2,727 206.54 154.00 8.33
7270 ＳＵＢＡＲＵ 5.34 14.77 2,698 182.59 144.00 9.73
5411 ｼﾞｪｲ ｴﾌ ｲｰ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 4.95 6.91 1,919 277.72 95.00 16.55
1928 積水ハウス 4.89 8.76 1,615 184.24 79.00 13.52
4188 三菱ケミカルホールディングス 4.73 5.65 847 149.79 40.00 38.26
8766 東京海上ホールディングス 4.68 12.00 5,341 445.10 250.00 16.51
8053 住友商事 4.62 6.33 1,623 256.33 75.00 12.40
8031 三井物産 4.58 6.89 1,745 253.17 80.00 7.72
8035 東京エレクトロン 4.56 10.97 15,860 1445.13 724.00 44.86
6472 ＮＴＮ 4.37 12.15 343 28.24 15.00 20.84
8725 MS&ADｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 4.35 9.44 3,222 341.17 140.00 23.89
8316 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 4.33 7.83 3,928 501.58 170.00 4.13
8411 みずほフィナンシャルグループ 4.33 7.72 173 22.47 7.50 -1.09 
9437 ＮＴＴドコモ 4.31 13.47 2,555 189.60 110.00 14.47
1808 長谷工コーポレーション 4.16 4.77 1,202 252.20 50.00 71.00
2768 双日 4.13 7.36 412 56.01 17.00 21.64
6113 アマダホールディングス 4.09 12.70 1,076 84.74 44.00 14.03
8001 伊藤忠商事 4.09 6.28 2,031 323.44 83.00 16.04
8002 丸紅 4.09 6.40 832 130.10 34.00 14.74
8308 りそなホールディングス 4.06 5.99 518 86.36 21.00 34.11
4502 武田薬品工業 4.04 18.43 4,457 241.82 180.00 0.00
4005 住友化学 4.01 6.89 548 79.51 22.00 27.87
6703 沖電気工業 4.01 21.55 1,246 57.81 50.00 -15.66 

（※予想は会社予想） （出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成）
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 明治ホールディングス（2269）   8,270円（2/7終値） 
・2009年に明治製菓と明治乳業が合併して設立。ヨーグルト、牛乳類、飲料、チーズ、バター・マー

ガリン、クリーム、アイスクリーム、冷凍食品、チョコレート、グミ、ガム、スポーツ栄養、粉ミルク、流動

食、美容、一般用医薬品、砂糖、糖化穀粉などのほか、医療用医薬品、農薬・動物薬も提供する。 

・2/7発表の2019/3期3Q（4-12月）は、売上高が前年同期比1.5％増の9,506.98億円、営業利益が

同10.3％増の796.04億円、純利益が同22.0％増の618.93億円。主力の食品セグメントは減益だが

医薬品セグメントが好調に推移。新規連結した KM バイオロジクスで人用ワクチン販売が伸びた。 

・通期計画は、売上高が前期比2.0％増の1兆2,655億円、営業利益が同6.7％増の1,010億円、当

期利益が同15.9％増の710億円。KM バイオロジクスは A 型肝炎ワクチンなど多くのシングルサプラ

イ製品を抱えるバイオ企業で、5,700万人分のインフルエンザワクチンの生産・供給を担う。（増渕） 

 グンゼ（3002）   5,180円（2/7終値） 

・1896年設立。機能資材分野、機械類分野、メディカル材料分野から成る機能ソリューション事業、

衣料品分野、繊維素材・テキスタイル分野から成るアパレル事業、ライフクリエイト事業の三つのセ

グメントから構成。現在は中期経営計画「CAN20計画（2014～2020年度）」の第2フェーズの2年目。 

・2/5発表の2019/3期（4-12月）は、売上高が前年同期比0.6％増の1,065.22億円、営業利益が同

2.2％増の60.70億円、純利益が同9.4％増の45.77億円。事業別の営業利益では、機能ソリューショ

ン事業が好調に推移、同15.7％増の49.03億円、アパレル事業は苦戦、同18.0％減の26.20億円。 

・通期計画は、売上高が前期比3.2％増の1,450億円、営業利益同12.2％増の70億円、当期利益

同14.7％増の40億円。メディカル事業を成長事業と位置付け、再生医療本格参入。吸収性の軟骨

再生基材開発、欧州で認証取得。膝軟骨欠損や変形膝関節症の新たな治療法を期待。（笹木） 

 ハウスドゥ（3457）   1,678円（2/7終値） 
・2009年設立。不動産売買・賃貸のフランチャイズ事業が利益の柱、ハウス・リースバック事業を拡

充中。その他、不動産金融事業、不動産売買事業、不動産流通事業、リフォーム事業からセグメン

トを構成。ハウス・リースバック事業と不動産金融事業の増収率・利益成長率が高い。 

・2/4発表の2019/6期2H（7‐12月）は、売上高が前年同期比32.9％増126.71億円、営業利益が同

22.6％増10.89億円、純利益が同44.6％増7.25億円。フランチャイズ事業が順調の他、セグメント利

益でハウス・リースバック事業が同298.7％増4.70億円、不動産金融事業が同92.8％増0.96億円。 

・通期計画は、売上高を前期比22.1％増の274.99億円、営業利益を同53.4％増の32.46億円、当

期利益を同55.0％増の19.83億円。CM を通じたハウス・リースバックの認知度拡大、フランチャイズ

事業の不動産賃貸の新ブランド「レント・ドゥ」が「空き家問題」にマッチしている点を評価。（笹木） 

 スシローグローバルホールディングス（3563）   6,500円（2/7終値） 
・1984年に「すし太郎」として創業。国内では「スシロー」ブランドにて直営店式による回転ずし店を

中心に展開。海外では韓国で直営方式による回転ずし店を展開する。仕入、店内調理、ITシステ

ムの活用が競争力の源泉。店舗数は2018/12末時点で国内518店舗、海外13店舗の計531店舗。 

・2/7発表の2019/9期1Q（10-12月）は、売上収益が前年同期比16.6％増の485.71億円、営業利益

が同48.8％増の40.90億円、純利益が同30.1％増の25.28億円。期間限定フェアやサイドメニュー

拡充が寄与。既存店売上は10月が前年同月比10.7％増、11月が同8.6％増、12月が同7.9％増。 

・通期計画は、売上収益が前期比10.1％増の1,925.21億円、営業利益が同7.2％増の125.65億

円、当期利益は同1.0％減の79.11億円で据え置き。減益だが税率考慮後では8.2％の増益。1月

の既存店売上は前年同月比7.3％増と、208/9通期の前期比4.4％増を上回る水準を維持。（増渕） 

 メルカリ（4385）   2,322円（2/7終値） 
・2013年設立。スマホに特化した個人間取引(CtoC)のためのマーケットプレイス「メルカリ」を運営。

マーケットプレイス関連事業の単一セグメントだが、メルカリ JP（日本）、メルカリ US（米国）、および

決済プラットフォームの「メルペイ」から成る。2018年11月に「CARTUNE」運営のマイケルを買収。 

・2/7発表の2019/6期2Q（10-12月）は、売上高が前年同期比44.9％増の132.35億円、営業損失が

前年同期▲4.63億円から▲36.54億円へ、純損失が同▲10.34億円から▲44.75億円へ拡大。日米

とも流通総額（GMV）は順調に拡大したが、米国での認知度向上のための広告宣伝費が嵩んだ。 

・2019/6期通期の会社業績予想は非公表。米国では、日本人出演の「人生がときめく片づけの魔

法」人気化による追い風が見込まれ、日本でも、政府が注力するキャッシュレス決済化において現

在プロダクト開発中のメルペイへの期待が大きいことなど、成長株投資の注目株となろう。（笹木） 

 AGC（5201）   3,865円（2/7終値） 
・1907年に旭硝子として設立。2018/7に社名変更。ガラス・電子・化学品・セラミックスの4つの事業

領域で事業を展開。新築用・リフォーム用の省エネガラスなど高い付加価値のある製品やエコカー

向け高性能ガラス、スマートフォンやタブレット PC 用途に化学強化用特殊ガラスなども提供する。 

・2/6発表の2018/12通期は、売上高が前期比4.1％増の1兆5,229億円、営業利益が同0.8％増の

1,205.55億円、当期利益が同29.4％増の895.93億円。各事業で出荷数量が伸びたほか、2017/12

期1Q に買収した企業の連結化により増収。税費用減少も寄与し、原料価格上昇を乗り越え増益。 

・2019/通期会社計画は、売上高が前期比5.1％増の1兆6,000億円、営業利益が同3.7％増の

1,250億円、当期利益は同12.9％減の780億円。特殊要因の反動で最終減益だが、5期連続の営

業増益を見込む。1/31にはAR/MRグラス向け高屈折率、高透過のガラス基板を開発した。（増渕） 
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