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経済ニュースまるごと１週間 
 

●前週末 
米 6月小売売上高 0.6％増、予想外のプラス モノ消費底堅く 

米ミシガン大消費者信頼感、7月 80.8に低下 「物価の高騰に不満」 

米当局、ワクチン未接種者の死者増加に警鐘 世界でデルタ株主流に。バイデン氏、コロナ偽情報巡り

ソーシャルメディア批判 「人命奪う」。世界の新規感染者数１日５０万人超に、アジア中心 タイ・イ

ンドネシアなどで行動制限 

米、香港進出企業にリスク警告 民主主義弾圧で中国人 7 人に制裁。米商務省、ロシアＩＴ企業など 6

団体との取引を制限 

米国務副長官、訪中実現なら北朝鮮問題協議へ＝当局者 

独・ベルギー洪水の死者 120 人超に、行方不明約 1300人  

海外投資家の米国債保有、5月は 1年 3カ月ぶり高水準 日本や中国は縮小 

米運輸長官、供給網対策を協議 港湾施設の停滞解消など広範に対応 

ＡＰＥＣ首脳、コロナワクチンの供給・製造拡大を推進 声明発表 

米企業在庫、5月は 0.5％増 自動車はマイナス 

中国、デジタル人民元のクロスボーダー決済検討へ 

ＮＹ地域のサービス業活動、7月上旬は一段と活発化＝ＮＹ連銀調査 

 

●７月１９日（月） ２万７，６５２．７４円（－３５０．３４円） 
韓国大統領、東京五輪での訪日見送り 首脳会談も白紙 

五輪渋滞対応開始、首都高の通行料１０００円上乗せ 

 

●７月２０日（火） ２万７，３８８．１６円（－２６４．５８円） 
英イングランドでコロナ規制全面解除、感染者急増で先行き不透明感。米、英国に対する渡航警戒レベ

ル最高位に引き上げ 。仏、コロナ感染「第 4波」入り 抑制策強化 

米国、同盟国と共に中国のサイバー攻撃を非難。ノルウェー議会へのサイバー攻撃、中国が発信源＝外

相 

ロビンフッド、ＩＰＯ評価額最大 350億ドル目指す 

米ＮＡＨＢ住宅建設業者指数、7月は 11カ月ぶり低水準 価格高騰で買い控え 

バイデン米大統領、ヨルダン国王と会談 中東問題協議へ 

英中銀、性急な緩和縮小回避を インフレスパイラル否定＝次期委員のマン氏。刺激策縮小は誤り 物

価上昇は一時的＝ハスケル委員 

カナダ、8月 9日から米旅行者の受け入れ再開 ワクチン接種完了条件 

コロナ不況、20年 3─4月の 2カ月のみ 過去最短＝全米経済研究所 

インフレは一過性、ＦＲＢは回復支援へあらゆる手段を＝米大統領 

ブラジル、21年の物価と金利見通し過去最高＝中銀調査 

コロナ失業、男性より女性に大きな打撃＝ＩＬＯ 

独西部の洪水被害、再保険損失は最大 30億ドル＝ベレンベルク 

豪中銀「週間債券購入増やすか減らすか柔軟対応必要」 議事要旨  

２１年上半期 白物家電国内出荷 9．7％増 30年ぶり高水準 

全国６月ＣＰＩ ＋0.2％ 

 

●７月２１日（水） ２万７，５４８．００円（＋１５９．８４円） 
米住宅着工、6月は 6.3％増 許可件数さえず 8カ月ぶり低水準 

資源大手ＢＨＰ、原油・天然ガス事業の売却検討＝報道 

世界的な気候変動対策、ＣＯＰ２６を重要な転換点に＝ケリー米特使 

米コロナ新規感染 デルタ株が 80％超 「ワクチンなお有効」ファウチ氏。ユナイテッド航空、ワクチ
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ンで国内旅行回復。カーニバル、クルーズ船の収容能力 65％に回復見込む 年末までに  

インド、人口の 3分の 2にコロナ抗体＝調査 

10年債利回り、5カ月ぶり低水準から切り返す 

ビットコインが 3万ドル割れ、約 1カ月ぶり  

米インフラ法案、21日の採決危ぶむ声 財源問題解消されず 

ユーチューブ、新機能導入 ユーチューバーの新たな収入源に 

米アップル、職場復帰を 10 月に延期 コロナ感染者急増で＝報道 

テスラの完全自動運転ソフトウェア、安全機能が欠如＝米有力誌 

ベゾス氏「最良の日」、宇宙旅行成功で ブルーオリジン初有人飛行 

ペロシ氏側近や米政府高官がコロナ陽性、ワクチン接種完了後 

欧州医薬品庁、サノフィ・ＧＳＫのコロナワクチン逐次審査開始 

米薬品卸売 3社、11.8億ドル支払いでＮＹ州と和解 オピオイド訴訟 

景気支援から成長推進に転換を、現行策は「跳躍台」＝ＩＭＦ幹部 

インドネシア、コロナ制限を 25日まで延長 感染者数高止まりで 

中国、3歳未満の子ども対象に税控除 出産後押し  

米、重要パイプラインへのサイバー攻撃対策強化を要請 脅威継続 

東京五輪 競技開始 

６月貿易統計 

決算:オービック、日本電産 

今晩欧米決算:ASML、SAP、J&J、コカコーラ、ベライゾン 

 

●週後半 

２２日（祝・木） 海の日、ECB、米中古住宅販売件数、米決算:ダウ、インテル、AT&T、ツイッター 

２３日（祝・金）スポーツの日、東京オリンピック開催(～8/8)、中国共産党結党 100 周年、米決算:アメ

リカン・エキスプレス、ハネウェルインターナショナル、欧州 7月 PMI 

 

～来週の主な予定～ 

７月２６日(月) 全国百貨店売上高、決算:中外薬、日東電工、「ワクチンパスポート」市区町村窓口で申

請受付け開始、独 Ifo 景況感指数、米新築住宅販売、米 2 年国債入札、欧決算:LVMH モ

エヘネシ 

２７日(火) 企業向けサービス価格指数、決算:信越化、シマノ、FOMC(～28日)、米耐久財受注、米

5 月住宅価格指数、米 CB 消費者信頼感指数、米 5 年国債入札、米決算:アップル、GE、

コーニング、アルファベット、3M、UPS、ビザ、スターバックス 

２８日(水)日銀「主な意見」、決算:エムスリー、サイバーエ、日立金、TDK、アドバンテスト、日産

自、キヤノン、東京ガス、米決算:ボーイング、ＦＢ、マクドナルド、ファイザー、クア

ルコム、フォード、ザイリンクス 

２９日(木) 決算:ZOZO、積水化、NRI、OLC、三菱電、オムロン、富士通、パナソニック、キーエン

ス、ファナック、京セラ、村田製、HOYA 、米 4-6月期 GDP、米中古住宅販売仮契約、米

７年債入札、 

欧米決算:アストラゼネカ、ノキア、ロイヤル・ダッチ・シェル、ST マイクロエレクト

ロニクス、メルク 

３０日(金) 失業率・有効求人倍率、鉱工業生産、商業動態統計、決算:味の素、JT、MonotaRO、武

田、アステラス薬、LIXIL、コマツ、デンソー、ローム、豊田通商、三井住友、みずほ、

野村、小田急、JR東日本、商船三井、ANA、中部電、ミスミ G、ユーロ圏・独 4-6期 GDP、

米個人所得・個人支出、 

米決算:キャタピラー、シェブロン、P&G、エクソンモービル 
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今週の日経平均株価 

 
             ストックウェザー(株)提供 i-chart より 

©日本経済新聞社 
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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 

花王（４４５２） ６７９２円（＋３９円） 

洗剤やトイレタリー国内首位で、化粧品でも大手。原料からの一貫生産や、物流・販売

のシステムに強みがある。油脂類の工業関連にも展開しており、化学素材メーカーの側面

も有している。洗剤では洗濯用洗剤のシェアが圧倒的。 

１８８７年の創業で、３年後に国産初の高級石けん「花王石鹸」を発売。１９２３年に

は現在の東京工場での操業を開始し、石鹸の本格的な量産に乗り出している。１９３４年

に家事科学研究所を設立。顧客との対話・交流を通じて商品の開発や改良に結び付ける消

費者起点の体制を整える契機となったという。その後に事業を徐々に拡大し、紙おむつや

化粧品などにも展開している。化粧品では２００６年にカネボウ化粧品を買収し、業界の

大手となった。 

海外はＭ＆Ａも駆使して伸ばし、現在では１００以上の国や地域で販売している。「ｋ

ａｏ」は世界のブランドとして確立されている。２０年１２月期の研究開発費は５８５億

円と多く、次なる成長商品の探索に積極的、また、特許保有数は１万７３５６件（２０年

１２月末）と高水準となっている。 

５月７日に発表した２１年１２月期の第１四半期（１～３月）決算で、売上高３２０５

億５８００万円（前年同期比５．１％減）、営業利益３０９億３７００万円（同２１．

２％減）となった。株価は以降さえない展開となっている。通期では売上高１兆４３００

億円（前期比３．５％増）、営業利益１７７０億円（同０．８％増）、１株利益２６７．０

円を計画している。第１四半期時点での営業利益の進ちょく率が１７％と低いことが警戒

されている。 
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ただ、下期の回復が既定路線。会社側の発表資料によれば新型コロナウイルス感染症拡

大による昨年の特需の反動や外出制限の影響で売上高・営業利益は前年同期を下回るも、

計画通り推移」としている。化粧品ではコロナ禍でもＥＣ（電子商取引）が拡大。化粧品

全体でも３月から回復基調にある。トイレタリー、化粧品ともに４～６月期からプラスに

浮上するとの計画で、特に化粧品は１０％台後半の伸びを見込む。 

２１年１２月期で３２期連続の増配となる見通し。連続増配の期間は日本の上場企業で

他を寄せ付けないナンバーワンだ。 

株価はインバウンドブームに沸いた２０１８年１０月に上場来高値９３８７円を付け、

コロナ禍もあって今年６月３日の安値６４９１円まで売り込まれてきた。ただ、ここにき

て下げ止まり感を強めている。第２四半期の決算発表は８月３日が予定されている。決算

で通期予想の達成の確度が高まれば、リバウンド相場が本格化する可能性が大きい。 
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２．おまけ銘柄 

 
ストックウェザー(株)提供 i-chart より 

NITTOKU（６１４５） ３８４５円（－３５円） 

コイル用自動巻線機のトップメーカー。全自動システム機に強みがある。スマホや家電

向けコイル用の自動巻線機は、世界でも首位級の実績がある。海外売上高比率は約６割と

高水準。アジアや、中東、欧米に営業拠点。生産は高付加価値品を福島、長崎の国内で、

量産品は中国の蘇州が担当しているもよう。 

今後は自動車の電装化や、電気自動車（ＥＶ）のモーターに使われるコイル向け用途に

期待感。アナリストはアジア顧客を中心にトラクションモーター（ＥＶ駆動用モーター）

の全自動ラインなどを中心とした受注回復が想定よりも早期に見込めると指摘する。また、

高速通信規格「５Ｇ」端末の普及に伴うノイズ対策部品などに用いられるコイル需要も拡

大が期待されるという。 

業績は前期に新型コロナ影響で大幅な減収・減益を余儀なくされたが、２２年３月期は

急回復に向かう見通しにある。売上高２６８億円（前期比２１．６％増）、営業利益２６億

円（同９１．７％増）、１株利益１０２．４円を計画している。５Ｇスマホ関連や、自動車、

ワイヤレスイヤホン、非接触ＩＣタグ需要などが伸びる見通し。東海東京調査センターで

は今期の営業利益が３２億円（同２．３倍）になると試算している。決算発表は８月６日

の予定。 

同社では２６年３月期までの達成目標として売上高５００億円、営業利益率１５％など

を掲げている。５Ｇ基地局・端末向けコイル、ＥＶ駆動モーター、自動運転関連モーター

のほか、再生可能エネルギー、ドローン、ロボットなど向けも視野に入っている。福島、

長崎の生産能力の増強などで対応する計画。 

株価は２月高値４７４０円から値幅・日柄ともに調整は十分といえる。４０００円台定

着から、業容の拡大を背景に、中期的には高値の奪回も有望といえる。 
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福永博之のテクニカルマスターへの道 

◎特集：上値の目途を探る（３５） 

～下げ止まりの目途を探る（４） 

・日経平均株価（週足）: 

一目均衡表＆フィボナッチリトレースメント 

 
ストックウェザー(株)提供 i-chart より 

 

2020年 3月安値から今年 2月高値までの値幅の 23.6％押しの水準で下げ止まる 

また、遅行スパンがローソク足と転換線を下回って終えている 

 

休み明けの日経平均は 23.6％押しの水準で下げ止まるかが注目ポイント。仮に下げ止ま

るようだと、もち合いが続きそうだが、割り込むようだと、抵抗帯の上限に接近したり、

割り込んで 38.2％押しに接近することが考えられ要注意 
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・マザーズ指数（日足）：一目均衡表＆モメンタム（１０日） 

 
ストックウェザー(株)提供 i-chart より 

 

ローソク足が抵抗帯を下回るも遅行スパンは基準線で下げ止まる 

モメンタムは 0ラインを下回るなか、上向きに変化 

 

ローソク足と遅行スパンが抵抗帯を上回るか要注目 

モメンタムの上昇が続くかが反発継続のカギ 
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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 

 

下向きの－1σに押し返される 

モメンタムとシグナルが上向きに変化 

 

－1σを上回って維持できるかが反発のカギ 

モメンタムの上昇が続くようだと－1σを上回ることも考えられそう 
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・ＮＹダウ（日足）： 

 移動平均線（５日、２５日、７５日）＆モメンタム（１０日） 

 
ストックウェザー(株)提供 i-chart より 

 

ローソク足が 25日移動平均線上を回復するも 5日移動平均線に押し返される 

モメンタムは上向きに変化して 0ラインに接近 

 

ローソク足が 25日移動平均線上を維持できるかが上昇トレンド継続のカギ 

0ラインを上回って上昇が続くかが反発の勢いが続くかのカギ 
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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：ぴよぴよ さん 

■ リクエスト内容 

 

DX銘柄として期待してましたが、冴えない値動きのカナミックネットワーク（3939）を

お願いします。 

 

一目均衡表（週足） 

 
ストックウェザー(株)提供 i-chart より 

 

もち合いが継続中 

7月の安値（588円）を下回った場合は要注意 
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■ ラジオネーム 匿名 

 

ソフトバンク G（9984）の株価が上がらない背景について信用残が重い、と聞きました。

（このところ DiDiの問題など下落要因が出てきているので、信用残はあまり関係ないか

もしれませんが） 信用残についての判断基準を教えてください。 

 

一目均衡表（月足） 

 
ストックウェザー(株)提供 i-chart より 

 

転換線を下回り、基準線に接近して終了 

 

基準線までの下落に要注意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今から聞いてみたい！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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