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経済ニュースまるごと１週間 
 

●前週末 
米６月住宅着工１７．３％増 約４年ぶり高い伸び コロナ在宅勤務で郊外の需要増 

米７月ミシガン大消費者信頼感指数 ７３．２、予想外に低下 

香港 立法会議員選挙 立候補の受付始まる 

Ｇ２０財務相中央銀行総裁会議 Ｖ字回復想定変えず 財政・金融「必要な限り」 

ＥＵ首脳会議難航中 

全国知事会「ＧｏＴｏの対象範囲、機動的に見直しを」 

 

 

●７月２０日（月） ２万２，７１７．４８円（＋２１．０６円） 
貿易収支（６月）輸出２６．２％減 ３カ月連続の貿易赤字 

中国 政策金利据え置き ７月 一部都市の不動産高騰を考慮か 

６月のコンビニ売上高５．２％減、４カ月連続減、「まとめ買い」増で客単価は７．３％増 

中国金融当局が保険会社の株式保有上限を引き上げ 

ＧｏＴｏトラベル 政府一転「キャンセル料」全額補償へ 

 

 

●７月２１日（火） ２万２，８８４．２２円（＋１６６．７４円） 
ＥＵ延長協議も合意ならず～４日目 

英アストラゼネカとオックスフォード大学のワクチン 初期治験で有望な結果 

英国 香港との犯罪人引渡条約停止 

台湾輸出受注（６月）２年ぶり大幅増 在宅勤務関連需要が押し上げ 

ナスダック 最高値更新 

全国消費者物価指数（６月）１０１．６ 横ばい 

ＥＵ首脳会議、「復興基金」で合意成立、７５００億ユーロ。財政統合へ一歩 

 

 

●７月２２日（水） ２万２，７５１．６１円（－１３２．６１円） 
ＥＵ 最初のワクチン２０年中に承認される可能性。アストラゼネカ開発者は販売時期に慎重 

ムニューシン財務長官「追加財政策の合意、来週末目標」下院院内総務は「想定せず」 

バイデン氏 保育・介護に８３兆円投資 ３００万人雇用創出、不動産投資課税で財源確保 

 

 

～ここから来週の主な予定～ 
２２日夜 米中古住宅販売 

２３日（木）海の日、夜：米景気先行指数、米決算：バイオジェン、ツイッター。 

２４日（金）スポーツの日、夜：米新築住宅販売、米製造業ＰＭＩ、米決算：アマゾン等 

２７日（月）決算:中外薬、日東電工、独７月Ｉｆｏ景況感、米６月耐久財受注、 

欧米決算：ＬＶＭＨ、エヌエックスピー・セミコン、ＳＡＰ 

２８日（火）企業向けサービス価格指数、決算:信越化、オムロン、ファナック、日産自、シマノ、 

ＨＯＹＡ、キヤノン、東エレク、ＦＯＭＣ(～２９日)、米レッドブック週間小売売上、 

米住宅価格指数、米７月ＣＢ消費者信頼感指数、米決算：ＡＭＤ、イーベイ、 

マクドナルド、ファイザー 

２９日（水）決算：エムスリー、ＮＲＩ、花王、三井住友、野村、ＡＮＡ、米６月中古住宅販売仮契約、 

米決算：ボーイング、フェイスブック、ＧＥ、ＧＭ、クアルコム 
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３０日（木）６月商業動態統計、決算：味の素、ＯＬＣ、コマツ、日立、三菱電、パナソニック、 

ＴＤＫ、アドバンテスト、京セラ、ＪＲ東日本、独４－６月期ＧＤＰ、 

米４－６月期ＧＤＰ、アジア決算：サムスン電子、米決算：アップル、アルファベット、 

ＥＡ、ＵＰＳ、ザイリンクス、フォード・モーター 

３１日（金）６月失業率・有効求人倍率、６月鉱工業生産、決算：ＭｏｎｏｔａＲＯ、武田、塩野義、 

ＺＨＤ、住友電、ＮＥＣ、キーエンス、デンソー、村田製、三井物、ヤマト、 

新規上場２社、休場：シンガポールなど、中国７月製造業 PMI、 

ユーロ圏４－６月期ＧＤＰ、米６月個人所得・個人支出、欧米決算:ノキア、キャタピラー 

 

今週の日経平均株価（7/13以降） 

 
ストックウェザー(株)提供 i-chart より 

©日本経済新聞社 

今週 1週間の国内外の出来事をまとめています。 

また、今晩の海外マーケットの動き、次週の主な予定もまとめ、 

番組エンディングでも和島さんに解説いただきます。 
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和島英樹の銘柄一本勝負！ 

１．一本勝負銘柄 

 
ストックウェザー(株)提供 i-chart より 

野村マイクロ・サイエンス（6254・東証２部） ２，１５７円（＋２７円） 

 半導体の製造工程で使われる超純水装置の大手。設計・施工・販売とそのメンテナン

ス、消耗品の販売までを一貫して手がける。日本のほか、中国、台湾、韓国や米国向けに

も展開している。 

世界トップクラスの超微量分析技術を核に、水中の不純物除去や有機物の分解技術を有

している。水中に混在する不純物を除去した水を純水といい、さらに有機物や微粒子、気

体などを様々な工程で精製して純度を一段と高めたものが超純水となる。最先端デバイス

に製造工程ではウエハの製造→洗浄（超純水）→成膜→洗浄（超純水）→レジストコーテ

ィング→露光・現像→エッチング・超純水使用→レジストはく離・超純水使用→検査組立

という工程を繰り返す。洗浄工程のほか、フォトレジスト（感光原板）の溶解やエッチン

グ（表面加工）の除去などにも使われる。水の純度が半導体の品質を大きく左右する半導

体デバイスや医薬品の製造に使われる超純水の純度は５０メートルプールに耳かき一杯の

不純物も許されないという。 

半導体製品の高性能化や大型化に伴い、大規模で高水質の超純水設備の需要が高まって

いるが、対応できるエンジニアリングメーカーは世界でも限られる。新型コロナの拡大で

テレワークや家庭での動画視聴増、オンライン学習・診療などで通信量が増大する中で、

半導体の高性能化需要はさらに高まることが予想される。また、製造工程で超純水を使い

始めると、品質を高水準で保つために定期的なメンテナンスが必要になる。２０年３月期

の売上高２１０億円のうち、メンテナンスは８５億円と４割に達している。ストックビジ

ネスは業績の安定拡大にも寄与している。 

 ２０２１年３月期は売上高２２１億１８００万円（前期比５％増）、営業利益１８億５

０００万円（同微増）、１株利益１４２．６円を計画している。配当は前期比２円増配の
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年３５円とする方針。前期末の受注残高は前の期に比べて３１％増の１２８億円だった。

決算発表資料によれば新型コロナについて４～５月の影響は軽微だったとしている。今後

の状況は注視する必要はあるものの、高性能半導体需要の高まりに伴う超純水への引き合

いも活発化が想定され、会社計画を上回る可能性が大きいとも見られる。 

 株価は適度な調整を入れつつも、上昇基調を継続している。押し目をじっくりと拾って

いきたい。 

  



『和島英樹のウィークエンド株！』補足資料 2020.7.23 ラジオ放送（22日水曜日録音・配信） 

※本資料は、ラジオ NIKKEI の音声コンテンツ（『和島英樹のウィークエンド株！』）の内容を補足し、あくまで情報提供を目的としたものであり、投

資その他の行動を勧誘するものではありません。投資対象および銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断

でなさるようにお願いします。コンテンツご利用の際には、必ずラジオ NIKKEI webサイト免責条項をご確認ください。 

無断複製・転載等禁止  

- 5 - 

２．おまけ銘柄 

 
ストックウェザー(株)提供 i-chart より 

ＭｒＭＡＸホールディングス（8203） ８２９円（▼１２円） 
 九州が地盤の家電、日用雑貨、食品、衣料などの総合ディスカウントストア。１７年９

月に持ち株会社制に移行。社名の由来はＭａｘｉｍｕｍ（極限）に由来している。品質や

価格などを極限まで追求するという意思を表す。 

好調な業績を素直に評価したい。先に発表した２１年２月期の第１四半期（３～５月）

決算は売上高３２７億９７００万円（前年同期比１１％増）、営業利益１３億７８００万

円（同２倍強）となった。既存店売上高は３月が前年同月比１２．５％増、４月同９．

５％増、６月同１５．７％増といずれも順調。６月は気温が高かったことでエアコンや夏

素材の寝具・インテリア用品、夏物衣料が好調に推移した。また、トレーニング用品やゲ

ーム機などの巣ごもり消費や、マスクやハンドソープなど感染症対策商品も引き続き堅調

だったとしている。 

通期では売上高１２５６億９６００万円（前期比３％増）、営業利益３３億８７００万

円（同３８％増）、１株利益６４．８円を計画している。営業利益は期初予想から８億２

７００万円の上方修正となっている。米や加工食品、テレビゲーム、家電製品など幅広い

商品を扱っていることが追い風になっているほか、同社の店舗はオープンエアモールが多

く、通路も広い。ただ、修正後でも第１四半期時点での進ちょく率は４１％と高水準で、

なお保守的とみられる。感染対策を先行して行ってきたことに加え、「３密」になりにく

い店が消費者から評価されている。一過性ではなく、継続的な集客につながる可能性が高

い。 

株価は２５日移動平均線かい離率などからはやや過熱感がある。消費関連の勝ち組とし

て長期的な上昇トレンドは変わらないとみられ、押し目買いで対処したい。最低売買単位

１０万円以下で買えるという値ごろ感も魅力といえる。 

 このコーナーで取り上げた全ての銘柄は半年に一度成績発表を 

しています。（昨年 10月～今年 3月の全 50 銘柄は期間中、平均騰落

率 16.3％）（同期間日経平均の平均騰落率は 10.5％）※番組調べ 
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福永博之のテクニカルマスターへの道 

◎特集：下げ止まりの目途を探る（7８） 

下げ止まりの目途を探る（１） 

 

・日経平均株価（日足）： 

移動平均線（５日・２５日・２００日）＆モメンタム（１０日） 

 
 

ストックウェザー(株)提供 i-chart より 
©日本経済新聞社 

小動きとなるなか、下向きに変化した５日移動平均線を下回って終了 

モメンタムは０ライン上で終了 

 

５日移動平均線上を回復できるかがもち合いの上限を維持するカギ 

モメンタムが０ラインを割り込んで戻せないときは要注意 
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・ドル円（日足）： 

ボリンジャーバンド（２０日）＆モメンタム（１０日） 

 
ストックウェザー(株)提供 i-chart より 

 

一時上向きの－２σを下回るも、上回ったまま終了 

モメンタムとシグナルが０ラインの下でクロスして下向きに変化 

 

－２σ上を維持できるかがカギだが、割り込んで下向きに変化した場合は円高に要注意 

モメンタムとシグナルの低下が続いた場合は要警戒 
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・ＮＹダウ（日足）： 

移動平均線（５日・２５日・２００日）＆モメンタム（１０日） 

 
ストックウェザー(株)提供 i-chart より 

 

５日移動平均線上を維持して推移 

モメンタムは０ライン上で上昇中 

 

５日移動平均線上を維持できるかが反発継続のカギ 

モメンタムの上昇が続くようだと、もち合いの上放れ期待が高まる反面、 

下向きに変化して０ラインを割り込んだ場合は要注意 

 

  



『和島英樹のウィークエンド株！』補足資料 2020.7.23 ラジオ放送（22日水曜日録音・配信） 

※本資料は、ラジオ NIKKEI の音声コンテンツ（『和島英樹のウィークエンド株！』）の内容を補足し、あくまで情報提供を目的としたものであり、投

資その他の行動を勧誘するものではありません。投資対象および銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断

でなさるようにお願いします。コンテンツご利用の際には、必ずラジオ NIKKEI webサイト免責条項をご確認ください。 

無断複製・転載等禁止  

- 9 - 

・ナスダック総合指数（日足）： 

移動平均線（５日、２５日、２００日）＆ 

移動平均線乖離率（２００日）＆モメンタム（１０日） 

 

ストックウェザー(株)提供 i-chart より 

 

上向きの５日移動平均線上を維持 

モメンタムも０ライン上を維持して横ばいで推移 

２０日の乖離率は２１．１５７％に上昇 

 

５日移動平均線上を維持できずに割り込んだあと戻せないときは調整局面入りに要注意 

モメンタムとシグナルが下向きに変化して０ラインを割り込んだ時は要注意 

２０％台を維持できずに低下し始めたときは調整局面入りの可能性があるため要注意 

 

  毎週「特集テーマ」に合わせて、日経平均・ドル円・ＮＹダウを

中心に、様々なチャートをテクニカル分析。 

たまに「宿題」も出るので、マスターを目指す方は要チェック！ 
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ウィークエンド・アラカルト 

「教えて！マーケットトピック」 

 

～今年後半の相場見通しを 

注目スケジュールとチャートからチェック～ 

 
＜２０２０年後半の注目スケジュール＞ 

７月 

７月２４日－８月９日：オリンピック (東京) 

８月２５日－９月６日：パラリンピック (東京)   

当年に限り、「海の日」は７月２３日に、「スポーツの日（体育の日）」は７月２４日に、

「山の日」は８月１０日になる。（７月４連休は来年も。） 

７月予定だったユニバーサル スタジオ ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』

開業 延期へ 

 

火星を目指す熱いバトル始まる 

２０日    アラブ諸国初の惑星間ミッションとなるＵＡＥの「ホープ・プローブ」 

打ち上げ 

２０～２５日 中国初の火星探査機「天問１号（Ｔｉａｎｗｅｎ－１）」 

３０日    米国「マーズ２０２０（Ｍａｒｓ ２０２０）」打ち上げ予定 

 

８月 

２４日    米共和党党大会 ～２７日 

２７～２８日 米カンザスシティ連銀経済シンポジウム 

（例年＠ジャクソンホールがオンラインでの開催に） 

上旬？    中国・北戴河会議 

 

９月 

１日    シートベルトをせずに走行すると警報音が鳴り続ける装置の設置を乗用車 

の全席に義務付け、 

「マイナポイント事業」開始  

１０日    ＥＣＢ、 

１５～１６日 ＦＯＭＣ 

１６～１７日 日銀 

１９（土）含めると４連休 シルバーウィーク 
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２３～２７日 東京ゲームショウ２０２０オンライン 

２９日    米大統領選挙、１回目の候補者討論会（２回目は 10/15、３回目 10/22） 

９月以降   Ｇ７ ＠米国 ４か国追加？ 

 

１０月 

１日    中国国慶節休み（～７日頃）  

４日    投資の日 

７日    副大統領候補討論会 

１３日    マイクロソフトのＯｆｆｉｃｅ２０１０の延長サポートが終了。 

１５～１６日 Ｇ２０財務大臣・中央銀行総裁会議 ＠ワシントン  

「デジタル通貨」を事実上容認？  

２０日    万国博覧会が開催（ドバイ） 

２０～２３日 ＣＥＡＴＥＣ ２０２０ ＯＮＬＩＮＥ 

２８日    日銀、 

２９日    ＥＣＢ 

 

１１月 

３日    米大統領選、上下両院選挙 

４日    地球温暖化対策の「パリ協定」から米国が離脱 

４～５日   ＦＯＭＣ 

２０～２２日 Ｇ２０ ＠サウジアラビア リヤド  

 

１２月 

１０日    ＥＣＢ 

１５～１６日 ＦＯＭＣ、 

１７～１８日 日銀 

３１日    Ａｄｏｂｅ Ｆｌａｓｈの開発提供終了、 

ＯＥＣＤの国際課税の枠組み案合意目指す 

       アイドルグループ・嵐 活動休止予定、 

英国、ＥＵ離脱後の「移行期間」期限、 

 

年末     家庭用ゲーム機ソニープレイステーション５、 

マイクロソフトＸｂｏｘ Ｓｅｒｉｅｓ Ｘが発売予定 

 

（次ページからは、各指標のチャートから年末見通し解説） 
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・日経平均株価（週足）：一目均衡表 

 
ストックウェザー(株)提供 i-chart より 

©日本経済新聞社 

 

 

・ＴＯＰＩＸ（週足）：一目均衡表 

 
ストックウェザー(株)提供 i-chart より 
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・ＮＹダウ（週足）：一目均衡表 

 
ストックウェザー(株)提供 i-chart より 

 

 

 

・ナスダック総合指数（月足）：ボリンジャーバンド（９ヶ月） 

 
ストックウェザー(株)提供 i-chart より 

 

 

 

「ウィークエンド・アラカルト」は、叶内キャスターの取材レポ

ートや、毎月末は次月のカレンダーから重要トピックを探る「●

月の注目ポイント」、更には皆様の気になる個別銘柄に和島記者・

福永マスターが解説を加える「銘柄リクエスト」（不定期）と、週

替わりで様々な情報をお届けしています。 

来週も聞いてみたい！と思った方は、 

ぜひ会員登録をお願いいたします！ 

次ページから詳しい登録方法をご案内します。 
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和島英樹のウィークエンド株！

登録の手順
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１）http://market.radionikkei.jp/stock/faq/entry-165753.html

→ 上記ＵＲＬよりこれから会員登録される方(新規)をクリック

http://market.radionikkei.jp/stock/faq/entry-165753.html
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２）audiobook.jpの番組ページに

→ 商品情報を見る をクリック
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３）「無料会員登録」をクリック
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４）ここでaudiobook.jpの会員登録（無料）を行う

→お名前、メアド、パスワードを入力し「会員登録」をクリック
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５）次の画面で「購読手続きへ」をクリック
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６）次の画面で「お支払い情報の登録」をクリック
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７）ご希望の支払い方法を１つ選び、登録へ進む
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８）情報を記入し「登録する」をクリック
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９）登録完了、続いて「購読手続きへ」をクリック
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１０）下記画面が表示されるので左下の

30日間０円で購読をはじめるをクリック
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１２）スマホの方は・・・

画面右から聴取方法（３通り）選択
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１３）パソコンの方は・・・画面を下にスクロールす
ると配信一覧が表示されるので、各々右端にある
「ダウンロード」をクリックしてPCに保存できます。
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