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経済ニュースまるごと１週間    

●●●●週末週末週末週末 

ユーロ圏１２月消費者物価指数 予想以上に改善 

英７－９月期ＧＤＰ（確定値）予想通り＋０．８％ 

米７－９月期ＧＤＰ（確定値） ＋４．１％ 予想・改＋３．６を大きく上回る 

      個人消費、耐久財など上方修正 

 

    

●●●●１１１１２２２２月月月月２３２３２３２３日（日（日（日（月月月月・・・・祝祝祝祝））））    国内マーケット休場 

    

●●●●１１１１２２２２月月月月２４２４２４２４日（日（日（日（火火火火））））    1111 万万万万５５５５，，，，８８９．３３８８９．３３８８９．３３８８９．３３円（＋円（＋円（＋円（＋１８．９１１８．９１１８．９１１８．９１円円円円））））    

独ＤＡＸ最高値更新 

ＩＭＦ 米経済成長率予想を引き上げへ 

米１１月個人消費 予想通り５ヶ月ぶり高水準 

    コアＰＣＥデフレーター１１年３月以来の低水準 

米アップル、チャイナモバイルと「ｉＰｈｏｎｅ」販売で提携 

内閣支持率、５６％に下落 

中国、上海銀行間取引金利（ＳＨＩＢＯＲ）が再び上昇 

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズが新規上場 

１２月月例経済報告 「デフレ状況」の表現４年ぶりに削除 

    

    

●●●●１１１１２２２２月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（水水水水））））    1111 万万万万６６６６，，，，００９．９９００９．９９００９．９９００９．９９円（＋円（＋円（＋円（＋１２０．６６１２０．６６１２０．６６１２０．６６円円円円））））    

仏第３四半期ＧＤＰ（改）－０．１で速報値と変わらず 

米ＭＢＡ住宅ローン申請指数 １３年ぶり低水準 

米１１月耐久財受注 予想大きく上回る 

          設備投資の目安 非国防資本財受注 １年ぶりの大幅な伸び 

米１０月住宅価格指数（ＦＨＦＡ）予想通り上昇 

米１１月新築住宅販売件数 予想を上回る、１０月分も大幅上方修正 

米、英、仏市場などは短縮取引 

豪 クリスマス商戦 好調 前年比＋６％ 

ソフトバンク 米携帯4位のTモバイルＵＳを２兆円超で買収へ 

ソニーとパナソニック、有期ELテレビの提携解消 

年内最終売買日 

 

 

●●●●１１１１２２２２月月月月２６２６２６２６日（日（日（日（木木木木））））    1111 万万万万６６６６，，，，１７４．４４１７４．４４１７４．４４１７４．４４円（＋円（＋円（＋円（＋１６４．４５１６４．４５１６４．４５１６４．４５円円円円））））    

欧米 休場 

首相、新成長戦略を来年 6 月に 

ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）がスタート（受け渡しベース） 

首相の靖国参拝、米は「失望」表明など波紋広がる 

１１月住宅着工戸数、前年同月比１４．１％増 

鉄鋼各社、英資源大手と１－３月期原料炭６％値下げ合意  
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●●●●１１１１２２２２月月月月２２２２７７７７日（日（日（日（金金金金））））    １万１万１万１万６６６６，，，，１７８．９４１７８．９４１７８．９４１７８．９４円（＋円（＋円（＋円（＋４．５０４．５０４．５０４．５０円）円）円）円）    

米新規失業保険申請件数、３３．８万件と市場予想よりも改善 

ＮＹダウ６日続伸、良好な経済指標を追い風に連日で過去最高値更新 

日銀 資金供給目標の２００兆円超え 

１１月全国消費者物価指数(生鮮品除く)＋１．２％ ５年ぶりの伸び 

（前年比予想：＋１．１％、１０月：＋０．９％） 

１１月完全失業率４．０（予想：３．９％、１０月：４．０％） 

１１月有効求人倍率１．０倍 ６年１ヶ月ぶり（予想：０．９９倍、１０月：０．９８倍） 

１１月実質消費支出＋０．２％（前年比予想：＋１．８％、10月：＋０．９％） 

１１月鉱工業生産速報値＋０．１％（前月比予想：＋０．４％、１０月：＋１．０％） 

対外対内証券売買動向 対内株＋８，３８３億円  

１１月商業販売統計・小売業販売額＋４．０％（前年比予想：＋３．０％、１０月：＋２．４％） 

中国工業利益 １１月＋９．７％伸び鈍化（１－１０月：前年比＋１３．７％） 

 

 

今週の日経平均株価 
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経済ニュースまるごと１年 

    

１月 １日 米国 ブッシュ減税期限切れ 

       東証・大証 経営統合 

２月 ５日 日銀白川総裁（当時）前倒し辞任表明 

３月１５日 安倍首相、ＴＰＰ交渉参加表明 

３月２８日 キプロスでユーロ圏初の資本規制 

４月 ４日 日銀 異次元緩和決定 

５月２２日 米バーナンキＦＲＢ議長 量的緩和縮小の可能性に言及 

６月２２日 富士山 世界文化遺産に選定される 

７月２１日 参院選で自民・公明が過半数獲得、ねじれ解消 

９月 ８日 ２０２０年夏季五輪の開催地、東京に決まる 

１０月 １日 消費税増税決定 

１１月２３日 中国 防空識別圏設定 

１１月２２日 米などで PlayStation 4 発売 

１２月 ６日 特定秘密保護法成立 

１２月１８日 米ＦＲＢ 量的緩和の縮小を決定 

 

・日経平均株価（日足）とトピック・日経平均株価（日足）とトピック・日経平均株価（日足）とトピック・日経平均株価（日足）とトピック [2013 年 1 月～12 月] 
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和島英樹の銘柄一本勝負！ 

１．一本勝負銘柄    

 

東レ（東レ（東レ（東レ（3402340234023402））））    720 円（＋5 円） 千株単位    

合成繊維の最大手で、炭素繊維では世界のトップメーカー。液晶フィルムなどの電子部品材料

や、ＤＮＡチップ、水処理用の逆浸透膜にも展開している。業績は順調に推移しているうえ、５月

高値未更新と相対的な出遅れ感も浮上している。 

１４年３月期の第２四半期（４～９月）決算では、売上高８５３７億円（前年同期比１３％増）、営

業利益４４３億円（同２１％増）となった。繊維はユニクロのファーストリテイリング向けに機能性素

材が伸びているほか、自動車用エアバッグ素材が伸びている。また、炭素繊維は航空機向けや

圧縮天然ガスタンク向けなどに拡大している。通期では売上高１兆８５００億円（前期比１６％増）、

営業利益１２００億円（同４４％増）、１株利益３９．９円を計画している。 

同社では炭素繊維の生産能力を、２０１６年度をメドに現在より５割以上増やすと伝えられてい

る。日米の拠点を中心に１２００億円規模の投資を実施する。炭素繊維は鉄と比べて強度が１０

倍あり、大幅な軽量化を実現しながら素材の強度も維持できる点が特長だ。樹脂と一緒に焼き固

めた複合材として航空機の機体に使われ需要が急拡大。今後は自動車でも本格的に採用され

る見通しにある。大手調査機関では炭素繊維の世界市場は２０年に１２年比２・５倍の２兆５千億

円規模になると予想している。会社側では炭素繊維分野での優位性を活かすなどして、中計で

は２０２０年度の売上高３兆円、営業利益３０００億円を目指している。 

株価は第２四半期決算の発表後に上昇したものの、ここ１ヵ月半はもみ合い商状となっている。

過熱感が後退し、調整一巡感も浮上しつつある。好業績にもかかわらず、５月２２日の年初来高

値７８６円を抜けていない。今後全般相場に対するキャッチアップが期待できそうだ。
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２．おまけ銘柄 

 

ウェザーニューズ（ウェザーニューズ（ウェザーニューズ（ウェザーニューズ（4825482548254825）））） 2,393 円（＋30 円） 百株単位    

民間気象情報で世界最大手。航海気象、鉄道、航空など交通気象に強い。個人向けには台風

やゲリラ雷雨などの会員情報ネットワークに独自性がある。 

業績の底入れ感とともに、株価の出直り色が鮮明になってきている。１４年５月期の第２四半

期（６月～１１月）期決算は、売上高６１億６０００万円（前年同期比２％増）、営業利益１４億３９０

０万円（同２２％増）となった。主力の航海気象で、太平洋航海などで船の運航を最適化するＯＳ

Ｒサービスが、日本や欧州のバルク船などで採用が進んでいる。この半年で３００隻増加し、２１

００隻となった。また、沿岸航海の最適化をサポートするサービスが、アジアなど新興国で採用が

始まってきているという。航空気象では中国国内で５社目となる山東航空へのサービスを開始し

た。また、日本では運行中の機体位置と周辺の気象リスクをリアルタイムに把握、伝達する「フラ

イト・ウォッチ」について、ドクターヘリなどにサービスを提供している。 

一方、個人向けサービスは携帯電話からスマホに移行する中で有料会員の課金単価が低下

し、苦戦となっている。ただ、今年は台風の上陸が多く、会員数は増加傾向。様々なアプリを提供

するなど利便性の強化を進め、部門収益に底入れ感が浮上しているとしている。 

北極海の海氷を観測する超小型衛星を１１月に打ち上げ成功。今後はＯＳＲで、燃料や運搬

時間が格段に少なくて済北極海経由の航路案内サービスも始める予定。１４年３月期通期の営

業利益は３０億円（前期比１１％増）、１株利益１７０．４円を見込んでいる。ＯＳＲの順調な拡大や

個人向けの反転などを考慮すれば、来期も続伸が期待できる。岩井コスモ証券では今期の営業

利益３３億円、来期は３８億円（１株利益２１６．５円）になると試算している。株価は決算発表以降

同意づいている。８月の戻り高値２４２５円を抜ければ２番底の確認となる。押し目買いで中長期

狙いが有効か。 
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福永博之のテクニカルマスターへの道 

◎◎◎◎特集特集特集特集：：：：上昇上昇上昇上昇トレンドをトレンドをトレンドをトレンドを探探探探るるるる（（（（４４４４８８８８））））    

 

・・・・日経平均株価日経平均株価日経平均株価日経平均株価    月月月月足ローソク足足ローソク足足ローソク足足ローソク足 [ [ [ [1996.1996.1996.1996.5555～～～～直近直近直近直近]]]]    

 

長期下降トレンドラインを突破 

このまま上回って終えることができれば、反落する場面があっても、長期上昇ト 

レンドに転換した可能性大 

 

・ＴＯＰＩＸ・ＴＯＰＩＸ・ＴＯＰＩＸ・ＴＯＰＩＸ    月足ローソク足月足ローソク足月足ローソク足月足ローソク足 [1996. [1996. [1996. [1996.5555～直近～直近～直近～直近]]]]    

２００７年２月高値から、２０１２年６月安値までの半値戻し達成 
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・日経平均株価・日経平均株価・日経平均株価・日経平均株価    日足日足日足日足ボリンジャーバンドボリンジャーバンドボリンジャーバンドボリンジャーバンド    

 

＋２σを突破して推移 

 

 

 

・日経平均株価・日経平均株価・日経平均株価・日経平均株価    日足ローソク足日足ローソク足日足ローソク足日足ローソク足    [200[200[200[2007.57.57.57.5～～～～2002002002008.48.48.48.4]]]]    

 

このまま上昇トレンドを継続した場合、 

０７年１０月２５日終値１万６２８４１万６２８４１万６２８４１万６２８４円円円円１７１７１７１７銭銭銭銭または、 

０７年１１月１日の終値１万６８７０１万６８７０１万６８７０１万６８７０円円円円４０４０４０４０銭銭銭銭が節目まで節目は無い 
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・・・・ドル円ドル円ドル円ドル円    月足月足月足月足    一目均衡表一目均衡表一目均衡表一目均衡表    

 

遅行スパンの抵抗帯の上限に到達 

抜けて終わることができるか？ 

また、２００２年１月の高値１３５円１５銭～１１年１１月安値７５円５５銭の半値戻し

１０５円３５銭１０５円３５銭１０５円３５銭１０５円３５銭を達成するか 

 

 

・・・・ＮＹダウ平均ＮＹダウ平均ＮＹダウ平均ＮＹダウ平均    日足日足日足日足エンベロープエンベロープエンベロープエンベロープ        

 

２５日移動平均線とのかい離率３％に接近中 

突破して４％に達した場合、一旦上昇がストップする可能性があるため要注意 

直近２年間で４％を突破したことは一度もない 
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ウィークエンド・アラカルト    

「銘柄リクエスト編」 

 

■ ラジオネーム：ちあきさん 

■ リクエスト内容 

日本マイクロニクス（日本マイクロニクス（日本マイクロニクス（日本マイクロニクス（6871687168716871・・・・JQJQJQJQ））））の分析をお願いします。１２月２日に1,092円で100株、

現物で購入しました。この会社が開発した、量子電池にかなり期待がもてると思い、長期

保有を考えています。最近、激しく上げているのですが…今後の見通しをファンダメンタ

ル、テクニカル両方の観点からお聞かせ下さい。 

（１２／８にメールでリクエストをいただきました） 

    

・・・・日本マイクロニクス（日本マイクロニクス（日本マイクロニクス（日本マイクロニクス（6871687168716871・・・・JQJQJQJQ））））    日足ボリンジャ日足ボリンジャ日足ボリンジャ日足ボリンジャーバンドーバンドーバンドーバンド    
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■ ラジオネーム：もっくさん 

■ リクエスト内容 

保土谷化学（保土谷化学（保土谷化学（保土谷化学（4112411241124112））））をお願いします。２０１２年３月の高いところから損切りできずに保

有しています。ちょっと上がってきましたので、この先の見通しをお願いします。 

    

・・・・保土谷化学（保土谷化学（保土谷化学（保土谷化学（4112411241124112））））    月足月足月足月足    一目均衡表一目均衡表一目均衡表一目均衡表    
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■ ラジオネーム：りんりんさん 

■ リクエスト内容 

旭硝子（旭硝子（旭硝子（旭硝子（5201520152015201））））をリクエストします。かなりマイナスのまま保有していて損切ってしまお

うか、、、でもいつもわたしが投げるとそこがドン底。今期は特損出てるようですが、欧

州の景気鈍化も大きく響くようです。為替円安もマイナス要因とか。この株はどういう要

因が出れば、またどの部門がよくなれば浮上できるのでしょうか？見通しをお聞かせくだ

さい。 

    

・・・・旭硝子（旭硝子（旭硝子（旭硝子（5201520152015201））））    週足週足週足週足    一目均衡表一目均衡表一目均衡表一目均衡表    

 


