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Greetings from Daiwa Securities

October 2019

I would like to convey our sincere gratitude for your support of Daiwa research.
The year 2019 has seen prolonged trade tensions between China and the US,
along with uncertainties over global monetary policy. Against this backdrop,
market participants have shown a more timid streak, as evidenced by the narrow
range in which the Japanese stock market has traded. Even so, the Japanese
economy continues to do well, while corporate earnings remain solid. As such, I
believe Japanese equities have become an even more attractive investment
option. Indeed, it seems the risk of not holding Japanese stocks can no longer be
ignored.
In this day and age, I believe research professionals face an even greater calling
to provide high-quality services brimming with unique perspectives. Daiwa
Securities has developed a reputation over the years for data-intensive analysis, a
testament to our ﬁrm commitment to delivering in-depth research and detailed
earnings forecasts. We have signiﬁcantly broadened the scope of our coverage,
especially in terms of small/mid-cap stocks, and have devoted more resources to
research on ESG (environmental, social, governance) investment themes. You
have graciously acknowledged these efforts, placing us at the top of the Nikkei
Veritas Analyst Ranking and Starmine Analyst Awards from Reﬁnitiv Japan 2019.
At Daiwa, we will continue working to provide valuable insights that help to further
enhance the active returns in your portfolios, adding our own fresh and
compelling viewpoints.
I sincerely hope you will continue to draw upon our research going forward.

Keisuke Natsume
Senior Executive Managing Director
Global Head of Equity & Research
Daiwa Securities
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ご 挨 拶
日頃より当社のリサーチ情報をご利用いただきまして、
誠にありがとうございます。
2019年の日本株式市場は、
金融政策の不透明感や長引く米中貿易摩擦を理由に
売買が手控えられ、値動きもボックス圏での展開が続きました。しかしながら、
日本の経済・企業業績は底堅く、日本株の割安さが一段と増す結果となって
います。グローバルにみて、日本株の「持たざるリスク」は高まってきているので
はないでしょうか。
そのような状況下、
リサーチは高いクオリティとオリジナリティが一段と問われる
時代になったと考えています。当社はかねてより、
「スプレッドシートの大和」と
称される地道な分析に基づく精緻な業績予測と深いリサーチを目標にしてまいり
ました。
また、
中小型株中心にカバレッジ数を大幅に拡大しており、
ESGリサーチ
にも力を入れています。
このような取組みにより、
この度
「日経ヴェリタス第31回
人気アナリスト調査」と「スターマイン・アナリスト・アワード・フロム・リフィニ
ティブジャパン 2019」
で1位を受賞し、
皆様から高い評価を頂く事ができました。
今後さらに、大胆でユニークな発想を加えることで、今まで以上にαの示唆に
富む情報をお届けできるよう邁進する所存です。
当社のリサーチを今後一層ご活用いただけますようお願い申し上げます。
2019年10月

大和証券株式会社
専務取締役
エクイティ担当兼リサーチ担当

夏 目

景 輔
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1. Auto Parts / 自動車部品
I strive to compile and deliver wide-ranging information,
including key points from analyst meetings at over 50
companies on a quarterly basis. I also continue to
compile earnings forecasts based on unique analysis
and publish them in reports prior to quarterly results
announcements. I remain committed to offering
insightful research leveraging my analyst experience in
the US and connections with individuals at the highest
level of management.
Proﬁle

SAKAMAKI, Shiro
坂牧 史郎

TEL

+81-3-5555-7067

Analytical Approach

MAIL

shiro.sakamaki@daiwa.co.jp

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas

Joined Daiwa Institute of Research in 2000 after
graduating from Waseda University’s Faculty of
Political Science and Economics. Transferred to
New York in 2004 with coverage of US capital
goods and US/European auto sectors. Covering
auto parts and tires since 2010.

5108
6201
6902
7259
7296

Bridgestone
Toyota Industries
Denso
Aisin Seiki
F.C.C.

Main Reports

1
1

Auto Parts Sector 1Q FY19 Earnings Outlook
(11 Jul 2019)
Fewer firms to raise full-year targets than in past
years
Bridgestone (5108) (28 Jun 2019)
Wait-and-see stance likely warranted for now

半期毎に、50社超の説明会のノート配信を実施
するなど、幅広い情報の入手・提供を心掛けてお
ります。決算発表前に独自の分析に基づく業績の
試算をまとめたレポートも継続。引き続き、米国駐
在の経験や、マネジメント層を含む人脈も活用し、
情報発信に努めて参ります。

略歴
2000年早稲田大学政治経済学部卒業、大和総研
入社。2004年からニューヨークに駐在し、米国
資本財と、欧・米自動車セクターを担当。2010年
より、自動車部品・タイヤセクターを担当。

主要担当銘柄
5108
6201
6902
7259
7296

ブリヂストン
豊田自動織機
デンソー
アイシン精機
エフ・シー・シー

主なレポート
自動車部品セクターの1Q19決算見通し
（2019/7/11）
例年よりも増額修正の発表は少ないか

ブリヂストン
（5108）
（2019/6/27）

業界環境に変化の兆しも、目先は様子見か

1. Auto Parts / 自動車部品
My coverage is focused on small/mid-cap auto parts
firms. I endeavor to capture wider trends in the auto
parts industry early on, participating in analyst
meetings held by over 40 companies on a quarterly
basis, including firms outside my coverage universe.
In addition, based on a detailed analysis of business
models and historical operating results, I aim to
highlight stocks with strong growth prospects driven
by company-specific factors.
Proﬁle

OKAWA, Junji
大川 淳士

TEL

+81-3-5555-7335
MAIL

junji.okawa@daiwa.co.jp

Joined Daiwa Securities in 2012 after graduating
from Osaka University’s School of Economics.
Analyst since 2014 following a stint in sales at the
Numazu branch. Covering auto parts since 2015.
Analytical Approach
4246
5988
7274
7988

DaikyoNishikawa
Piolax
Showa
Nifco

Main Reports
Piolax (5988) (19 Jul 2019)
Waiting for plan to achieve ROE target
Showa (7274) (5 Feb 2019)
All major segments beat our 3Q estimates
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中小型の自動車部品を担当しております。担当企
業以外にも半期毎に40社以 上の説明会に参加
し、自動車部品業界の動向をいち早く掴むことを
心掛けております。また、収益構造と過去業績を
詳細に分析し、独自要因で成長を描ける銘柄をご
提案していきたいと考えております。

略歴
2012年大阪大学経済学部卒業、大和証券入社。
2014年支店営業を経て、アナリスト業務に従事。
2015年自動車部品セクター担当、現在に至る。

主要担当銘柄
4246
5988
7274
7988

ダイキョーニシカワ
パイオラックス
ショーワ
ニフコ

主なレポート
パイオラックス
（5988）
（2019/7/19）

ROEの目標達成に向けた取り組みを待ちたい

ショーワ
（7274）
（2019/2/4)

全ての主要事業で大和想定を上回り好印象

2. Autos / 自動車
I am committed to a thorough bottom-up
approach. This year, in particular, I issued a
major report on Toyota Motor, leveraging my 18
years cumulative experience covering the auto
sector. Many names in the sector are widely
known, but perhaps because of this, I avoid
taking an unorthodox approach to my research.
In fact, I continue to believe that steady and
objective analysis leads to fair evaluations.
Proﬁle

HAKOMORI, Eiji

Joined Daiwa Securities in 1998 after graduating
from Waseda University’s Faculty of Commerce.
Research analyst since 2001 following a stint in
branch office sales. Covered auto parts in
2003-09; focusing on auto sector since 2009.

箱守 英治

TEL

+81-3-5555-7072

Analytical Approach

MAIL

7201
7202
7203
7267
7269

eiji.hakomori@daiwa.co.jp

2019 Ranking

2
1

Institutional Investor
Nikkei Veritas

Nissan Motor
Isuzu Motors
Toyota Motor
Honda Motor
Suzuki Motor

Main Reports

徹底的なボトムアップ・アプローチを心掛けてい
ます。今年は、業界担当18年の蓄積を活かすべく、
トヨタ自動車の分析レポートを執筆しました。広く
知られた銘柄が多いセクターですが、奇をてらわず、
地道で客観的な分析が企業の正当な評価に結び付
くとの信念で、お役に立ちたいと思っております。

略歴
1998年早稲田大学商学部卒業、大和証券入社。
支店営業を経て、
2001年からアナリスト業務に従事。
2003年以降自動車部品セクター担当、2009年
以降自動車セクター担当、現在に至る。

主要担当銘柄
7201
7202
7203
7267
7269

日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
本田技研工業
スズキ

主なレポート

Toyota Motor (7203) (18 Jul 2019)
Firm’s edge becoming more evident
Honda Motor (7267) (19 Jun 2019)
Confirmed approach for ASEAN/India ops at
Asian Honda

トヨタ自動車
（7203）
（2019/7/18）

In addition to Japan’s five major banking groups, I also
cover Japan Post Bank, Shinsei Bank, and Aozora
Bank. My strength is accurate earnings projections
backed by thorough company interviews and detailed
data analysis. I strive to capitalize on my long career as
a brokerage analyst to provide information that should
give clues to the direction of share price movements.
At this juncture, I recommend banks as high-yielding
dividend stocks over a long-term investment horizon.

大手銀行５グループと、ゆうちょ銀行、新生銀行、
あおぞら銀行をカバーしています。丁寧な取材と
詳細なデータ分析に基づく正確な業績予想を強み
と考えます。長いキャリアを活かし株価動向を念
頭に置いた情報発信を心掛けて来ました。足元で
は長期投資の観点から高配当株として銀行株を
推奨しています。

独自要因背景に、優位性が更に顕在化してきた

本田技研工業
（7267)
（2019/6/19）

現地統括拠点でアセアンインドの事業展開を確認

3. Banks / 銀行

Proﬁle

TAKAI, Akira
高井 晃

TEL

+81-3-5555-7020

Analytical Approach

MAIL

akira.takai@daiwa.co.jp

8306
8308
8309
8316
8411

Mitsubishi UFJ Financial Group
Resona Holdings
Sumitomo Mitsui Trust Holdings
Sumitomo Mitsui Financial Group
Mizuho Financial Group

Main Reports

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas

Joined Daiwa Securities in 1987 after graduating
from University of Tokyo’s Faculty of Economics.
Covered financial industry, including securities,
insurance, non-banks from 1989. Focus on banks
since 1998.

5 (RU)
5

Analysis of Major Banks 2019 - Edition 3
(12 Jul 2019)
May attract renewed attention as dividend plays
Earnings Analysis of Major Banks - I
(28 May 2019)
FY18 earnings summary and operating environment

略歴
1987年東京大学経済学部卒業、大和証券入社。
1989年より銀行、証券、保険、ノンバンクを含む
金融業界全般を担当、1998年より銀行担当専業
となり現在に至る。

主要担当銘柄
8306
8308
8309
8316
8411

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ

主なレポート
大手銀行の分析 ～2019年第3号～
（2019/7/10）
ドル金利低下で市場部門回復/配当株として再評価

大手銀行の2018年度決算～その1～
（2019/5/24）
2018年度の決算概況と収益環境
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3. Banks / 銀行
I made it my mission to quickly disseminate
information during my time in the US. In addition
to issuing reports on quarterly earnings releases,
I also provided updates on company business
strategies, highlighted banking regulations rolled
out by regulators, and provided overviews of
lectures held by the heads of regulatory
authorities. I intend to apply the same approach I
had in the US to my coverage of Japanese
equities.

YANO, Takahiro
矢野 貴裕

TEL

+81-3-5555-7125
MAIL

taka.yano@daiwa.co.jp

Proﬁle
Joined Daiwa Securities Capital Markets after
graduating from University of Tokyo’s College of
Arts and Sciences. Transferred to New York in
2014, where he covered US banking sector along
with names in payment services and credit
ratings spheres. Holds CFA designation from CFA
Institute in US.

米国駐在中は、通常の四半期決算に関する報告
のみならず、会社ごとの経営方針のアップデート
や規制当局による銀行規制のアップデート、そし
て規制当局幹部による講演内容に至るまで、迅速
な情報発信に努めて参りました。日本株担当とし
ても、同様に迅速かつ幅広い情報の発信に努め
ます。

略歴
2011年東京大学教養学部卒業、大和証券CM入
社。2014年からニューヨークに駐在し、米国銀行
セクター及び、決済・格付け等の周辺銘柄を担当。
米国CFA協会認定証券アナリスト。

Analytical Approach

主要担当銘柄

Main Reports

主なレポート

Overview and Outlook for US Banking Sector
(27 Sep 2018) (Japanese only)
First major turning point since financial crisis

米国銀行業界の概要と展望（2018/9/27）
金融危機以来の転換期と考える

4. Beverages, Food & Tobacco / 飲料・食品・たばこ
I strive to analyze growth prospects and challenges for
the wider food sector and individual firms from a
medium/long-term perspective. I am paying particular
attention to prospects for improving profit margins in
Japan and developing operations overseas, with an eye
to the speed of management decision-making. I am
also committed to providing information on short-term
trends, including POS data and quarterly earnings
forecasts, in order to spot signs of structural shifts.
Proﬁle

MORITA, Makoto
守田 誠

TEL

+81-3-5555-7146
MAIL

makoto.morita2@daiwa.co.jp

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas

5

5 (RU)
3

Joined Daiwa Institute of Research in 2003 after earning a
master’s degree from the University of Tokyo’s Graduate
School of Agricultural and Life Sciences. Following an initial
stint as an analyst covering the foods sector, transferred to
Europe to cover consumer goods, then assumed position
as strategist compiling earnings forecasts for domestic
Japanese companies. Returned to research analyst role in
2015, focusing on the foods sector since then.
Analytical Approach
2269
2502
2801
2802
2914

Meiji Holdings
Asahi Group Holdings
Kikkoman
Ajinomoto
Japan Tobacco

Main Reports
Food POS Data Monthly - July 2019 (25 Jul 2019)
Sales trends at supermarkets
NH Foods (2282) (12 Jun 2019)
Turnaround in earnings momentum looks more likely

中長期的な視点で、
セクター及び企業の成長性と課
題の分析に取り組んでおります。経営のスピード感を
意識しつつ、国内の利益率の改善余地と海外展開の
ポテンシャルを重視しています。構造変化の兆しを探
るためにも、
ＰＯＳデータや四半期業績の見通しな
ど、短期トレンドの情報発信にも努めてまいります。

略歴
2003年東京大学大学院農学生命科学研究科修了。
大和総研入社。食品企業担当アナリストを経て、欧州
の消費財関連企業の担当アナリスト、国内企業全体
の業績を分析するストラテジスト業務に従事。2015
年より食品企業の担当アナリスト、現在に至る。

主要担当銘柄
2269
2502
2801
2802
2914

明治ホールディングス
アサヒグループホールディングス
キッコーマン
味の素
日本たばこ産業

主なレポート
食品POSデータマンスリー〈19年7月号〉
（2019/7/25）
スーパーマーケットにおける販売動向

日本ハム
（2282）
（2019/6/12）
業績モメンタム反転の確度高まる

5. Biotechnology & Pharmaceuticals / バイオテクノロジー・医薬品
Given my position as a sell-side analyst, I strive to provide
insightful analysis designed to help buy-siders make
effective investment decisions. My emphasis is on
spotlighting innovative technology/products developed in
Japan and industry trends that are unique to the country.
Over the past year, I have focused particularly on Daiichi
Sankyo and Takeda Pharmaceutical. Going forward, I
remain committed to delivering complex information in a
way that is easy to understand.
Proﬁle

HASHIGUCHI, Kazuaki
橋口 和明

TEL

+81-3-5555-7158
MAIL

kazuaki.hashiguchi@daiwa.co.jp

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas

3
1

Entered Ichiyoshi Securities in 2008 and covered health
care sector as an equity analyst after graduating from
Hokkaido University’s School of Veterinary Medicine.
Moved to Nikko Cordial Securities (now SMBC Nikko
Securities) in 2011, adding coverage of pharmaceuticals
along with health care. Joined Daiwa Securities in 2014
with a focus on the pharmaceuticals sector.
Analytical Approach
4502
4503
4519
4568
4578

Takeda Pharmaceutical
Astellas Pharma
Chugai Pharmaceutical
Daiichi Sankyo
Otsuka Holdings

Main Reports
Daiichi Sankyo (4568) (4 Oct 2018)
Our outlook now reflects diversified ADC pipeline
Eisai (4523) (3 Oct 2018)
Further details backing our 3 (Neutral) rating

セルサイドの立場を意識し、バイサイドの皆様の
投資判断の一助となる分析の提供に努めていま
す。特に、日本発の医薬品や技術、日本独自の業
界動向に焦点をあてることを大切にしています。
直近一年は、第一三共や武田薬品工業などの調査
に注力しました。今後も分かりやすい情報発信を
心がけて参ります。

略歴
2008年北海道大学獣医学部卒業、いちよし証券
入社。アナリストとしてヘルスケアセクター担当。
2011年日興コーディアル証券（現：SMBC日興証
券）入社、医薬品・ヘルスケアセクター担当。2014年
大和証券入社、医薬品セクター担当、現在に至る。

主要担当銘柄
4502
4503
4519
4568
4578

武田薬品工業
アステラス製薬
中外製薬
第一三共
大塚ホールディングス

主なレポート
第一三共
（4568）
（2018/10/4）

ADCのパイプラインの多様化を大和の見方に反映

エーザイ
（4523）
（2018/10/3）
「中立」とする理由を詳述する

6. Broadcasting / 放送
I recommend Fuji Media Holdings. Even amid a
difficult TV advertising market, the firm’s spot ad
revenue is picking up on the back of improved
viewer ratings. In addition, urban development and
other non-TV-advertising operations are making a
growing contribution to earnings, and offer growth
prospects going forward. Among advertising
agencies, I like Dentsu, which is positioned to
benefit from marketing associated with major
sports events and the nation’s sales tax hike.
Proﬁle

ISHIHARA, Taro

Joined Daiwa Institute of Research in 2000.
After an initial stint focused on the services
sector, now covers media, Internet, and
entertainment.

石原 太郎

TEL

+81-3-5555-7142

Analytical Approach

MAIL

2433
4324
4676
9404
9409

taro.ishihara@daiwa.co.jp

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas

3
3

Hakuhodo DY Holdings
Dentsu
Fuji Media Holdings
Nippon Television Holdings
TV Asahi Holdings

Main Reports
Fuji Media Holdings (4676) (1 Aug 2019)
Spot ad rev up; sustained ratings improvement
Dentsu (4324) (15 Nov 2018)
Strong momentum domestically and overseas

フジメディアHDを評価しています。
TV広告市況が厳
しい中、視聴率改善を背景にスポット収入は回復傾
向。加えて、都市開発事業等のTV広告以外の収益
寄与が拡大しており、
今後も期待できます。広告代
理店では電通を推奨。大型スポーツイベントや消費
増税関連マーケティング等、に期待したいです。

略歴
2000年大和総研入社。サービスセクター担当を
経て、現在メディア・インターネット・エンタメセク
ターを担当、現在に至る。

主要担当銘柄
2433
4324
4676
9404
9409

博報堂ＤＹホールディングス
電通
フジ・メディア・ホールディングス
日本テレビホールディングス
テレビ朝日ホールディングス

主なレポート
フジ・メディア・ホールディングス
（4676)
（2019/8/1)
視聴率の継続的な改善でスポットが増収

電通（4324)（2018/11/15)

国内、海外共に堅調な進捗となった
6

7. Chemicals / 化学
I cover over 20 chemicals/fiber companies. With
demand for commodity products in a downtrend, my
focus is on uncovering the next earnings drivers as
well as analyzing industry realignment and growth
potential. In addition to healthcare-related businesses
and products that support the increased use of
electronic components and the shift to lighter
vehicles in the auto industry, my research also
incorporates ESG perspectives, including a look at
bioplastics and other green products.

UMEBAYASHI, Hidemitsu
梅林 秀光

TEL

+81-3-5555-7130
MAIL

hidemitsu.umebayashi@daiwa.co.jp

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas

6 (RU)
3

Proﬁle
Joined Daiwa Institute of Research in 1998 after
graduating from Hitotsubashi University’s Faculty of
Social Sciences. Career as research analyst started
with coverage of small/mid-cap stocks (particularly
electronic materials, materials processing) in 1998.
Covering chemicals and textiles sectors since 2011.
Analytical Approach
3402
4061
4063
4188
4203

Toray Industries
Denka
Shin-Etsu Chemical
Mitsubishi Chemical Holdings
Sumitomo Bakelite

Main Reports
Denka (4061) (18 Apr 2019)
See sharp profit gains from FY19; still Outperform
Sumitomo Bakelite (4203) (27 Nov 2018)
Still see significant potential for growth

化学・繊維20社強を担当しています。
コモディティ
需給がダウンサイクルに入る中、次なる成長ドライ
バの発掘や業界整理、成長ポテンシャルの評価を
重視しています。自動車の電装化・軽量化、ヘルス
ケア関連に加え、最近はESGをより意識した調査
（バイオプラスチック等）
にも取り組んでいます。

略歴
1998年一橋大学社会学部卒業、大和総研入社。
1998年より中小型株セクターを担当（特に電子
材料、素 材 加工）。2011年より化学・繊 維セク
ターを担当し、現在に至る。

主要担当銘柄
3402
4061
4063
4188
4203

東レ
デンカ
信越化学工業
三菱ケミカルホールディングス
住友ベークライト

主なレポート
デンカ
（4061）
（2019/4/18）

19年度以降は高い増益率を予想、
「強気」継続

住友ベークライト
（4203）
（2018/11/27）

自動車の電装化・軽量化による成長力は依然大きい

8. Construction / 建設
I strive to pinpoint and analyze developments that look
likely to become major themes in the construction
industry, delivering research ahead of the competition.
I have previously issued timely reports on
i-construction, work-style reforms and World Expo
2025 Osaka Kansai. This year, I teamed up with our
energy analyst Syusaku Nishikawa to produce a major
report on the rise of offshore wind power in Japan.
Proﬁle

TERAOKA, Hideaki
寺岡 秀明

TEL

+81-3-5555-7127

Analytical Approach

MAIL

hideaki.teraoka@daiwa.co.jp

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas

7

Joined Daiwa Securities in 1993 after graduating from
Keio University’s Faculty of Business & Commerce.
Analyst in Equity Research Department since 2003
after a stint in retail sales and completing MBA program
in the US. Following an initial focus on small/mid-cap
machinery stocks, covering construction and housing
sectors since 2010.

1721
1801
1802
1803
1812

Comsys Holdings
Taisei
Obayashi
Shimizu
Kajima

Main Reports

1
2

Rise of Offshore Wind Power in Japan
(10 Jul 2019)
Large projects to come on stream in 2020s
Gross Margins at General Contractors
(8 Jan 2019)
Downward pressure on margins could build in FY20

業界で大きなテーマになりそうなことは、他社に
先駆けて調査・分析するよう心掛けております。
過 去、「i - C o n s t r u c t i o n」、「働き方 改 革」、
「2025年大阪・関西万博」に関するレポートを逸
早く発信し、本年は西川アナリストと「洋上風力
発電」をテーマにしたレポートを作成しました。

略歴
1993年慶應義塾大学商学部卒業、大和証券入社。
支店営業、米国留学等を経て、2003年から企業
調査部（現エクイティ調査部）。中小型機械セクター
等を担当した後、2010年より建設・住宅セクター
担当、現在に至る。

主要担当銘柄
1721
1801
1802
1803
1812

コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
鹿島

主なレポート
日本における洋上風力発電ビジネスの勃興
（2019/7/10）

技術革新と制度整備で2020年代は大型案件稼働へ

ゼネコンの完成工事総利益率を徹底分析（2019/1/8）
21/3期は建築の利益率低下圧力が高まる可能性

9. Cosmetics & Personal Care / 化粧品・パーソナルケア
The cosmetics & personal care sector looks poised to
benefit over the medium/long term from growing
demand for value-added products in developed nations
and increasingly sophisticated consumption in
emerging nations in line with economic development. I
am committed to providing investment opinions that
combine insights gleaned from company visits and hard
evidence found in macro statistics and earnings results.

先進国では高付加価値品の拡大に、新興国では
経済発展に伴う消費の高度化に、それぞれ中長期
的に期待できる産業セクターであると考えていま
す。様々なマクロ統計や決算というエビデンスへ
の分析と、足で稼いだ情報とを紡ぎ合わせた価値
ある投資意見を今後も発信して参ります。

略歴

Proﬁle

HIROZUMI, Katsuro
広住 勝朗

TEL

+81-3-5555-7155

Joined Daiwa Institute of Research in 1998 after
earning a master’s degree from the University
of Tokyo’s Graduate School of Agricultural and
Life Sciences. Covering healthcare sector since
1999. Added coverage of cosmetics & toiletries
sector in 2008. Focusing solely on cosmetics &
toiletries sector since Oct 2018.

1998年東京大学大学院農学生命科学研究科修
了、大和総研入社。99年よりヘルスケアセクター
を担当、08年より化粧品・トイレタリーセクター
も併せて担当、18年10月より化 粧品・トイレタ
リーセクターの専任となり、現在に至る。

主要担当銘柄

Analytical Approach

MAIL

katsuro.hirozumi@daiwa.co.jp

2019 Ranking

3
Institutional Investor
2
Nikkei Veritas
Refinitiv Earnings Estimators 3

4452
4911
4922
4927
8113

Kao
Shiseido
Kose
Pola Orbis Holdings
Unicharm

4452
4911
4922
4927
8113

主なレポート

Main Reports
Macro Analysis of Cosmetics/toiletries Industry
(24 Jun 2019)
Reiterate our Positive stance on long-term horizon
Cosmetics/toiletries Sector Investment Opinion
(6 Jun 2019)
Short-term earnings outlook grim

花王
資生堂
コーセー
ポーラ・オルビスホールディングス
ユニ・チャーム

化粧品・トイレタリー業界のマクロ統計分析
（2019/6/24）
長期「強気」を改めて表明したい

化粧品・トイレタリーセクターの投資判断（2019/6/6）
短期業績の伸長率には留意が求められる局面

10. Electronics/Components / エレクトロニクス/部品
Japan’s electronic components sector boasts a
number of leading firms. Sector operating profit
expanded at a CAGR of 3.6% over the period from
the peak prior to the Lehman crisis through FY18, but
there was a clear divide between high-growth firms
delivering profit advances of around 8% and basically
zero-growth companies. The difference stemmed
from (1) corporate acquisitions and (2) killer
applications. What lies in store for the next ten
years? That is my primary focus.
Proﬁle

SADO, Takumi

Joined Daiwa Institute of Research in 1991 after
graduating from Waseda University’s Faculty of
Commerce. Covered OTC/small-cap stocks (tech,
services, telecommunications) from 1993 to 2000.
Covering electronic components since 2000.

佐渡 拓実

TEL

+81-3-5555-7085

Analytical Approach

MAIL

6594
6762
6963
6971
6981

takumi.sado@daiwa.co.jp

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas

2
1

Nidec
TDK
Rohm
Kyocera
Murata Manufacturing

Main Reports
TDK (6762) (15 Aug 2019)
Rechargeable batteries reliable profit-boosting
factor
Ibiden (4062) (7 May 2019)
Rating raised as rare business opportunity
emerging

トップメーカーを多く有する電子部品セクターです
が、リーマン前ピークから19/3期までの営業利益
CAGR平均値は3.6％。８％程度の成長企業群と
ゼロ成長 企業 群に大 別されます。分かれ目は、
①企業買収と、②キラーアプリケーション、
でした。
次の10年どうなるのか？真剣に考えます。

略歴
1991年早稲田大学商学部卒業、大和総研入社。
1993年から店頭・小型企業（テック・サービス・通信）
リサーチ担当。2000年から電子部品担当、現在に
至る。

主要担当銘柄
6594
6762
6963
6971
6981

日本電産
ＴＤＫ
ローム
京セラ
村田製作所

主なレポート
TDK
（6762）
（2019/8/15）

二次電池事業は頼りになる増益要因

イビデン
（4062）
（2019/5/7）

十数年ぶりの事業機会に期待しレーティング引上げ
8

11. Electronics/Consumer / エレクトロニクス/家電
I am fully committed to objective analysis on a
daily basis, and this approach paid off as I ranked
as the No.1 earnings estimator for the household
durables industry in the 2019 StarMine Analyst
Awards. I am also proactive in planning seminars
and factory tours in order to create opportunities
for investors to deepen their understanding of the
broader industry and individual companies.
Proﬁle
Joined Daiwa Securities in 2012 after earning a
master’s degree from Kyoto University’s Graduate
School of Economics. Covered small/mid-cap
stocks from 2014 to 2018. Focusing on consumer
electronics sector since 2018.

SAKAE, Satoshi
榮 哲史

TEL

+81-3-5555-7139

Analytical Approach

MAIL

satoshi.sakae@daiwa.co.jp

2019 Ranking

5
Nikkei Veritas
Refinitiv Earnings Estimators 1

6752
6753
6758
7309
7951

Panasonic
Sharp
Sony
Shimano
Yamaha

Main Reports
Sony (6758) (28 Jun 2019)
Steadily strengthening foundation for growth
Panasonic (6752) (18 Jun 2019)
Period of laying foundations to support future
growth

手間を惜しまず、客観的な分析をするように日々心
掛けております。結果として、スターマイン・アナリ
スト・アワードジャパン2019では業績予想部門家庭
用耐久財1位を獲得できました。事業会社や業界に
対する理 解を深める機会にできればと思い、
セミ
ナー、工場見学も積極的にアレンジしております。

略歴
2012年京都大学大学院経済学研究科卒業後、
大和証券入社。2014年より中小型株セクターを
担当。2018年から民生用エレクトロニクスセクター
を担当、現在に至る。

主要担当銘柄
6752
6753
6758
7309
7951

パナソニック
シャープ
ソニー
シマノ
ヤマハ

主なレポート
ソニー
（6758）
（2019/6/28）

成長への基盤は着々と強化されている

パナソニック
（6752）
（2019/6/18）

将来成長のための足場固めの時期とみる

12. Electronics/Industrial / エレクトロニクス/産業用
Industrial electronics majors have boosted their earnings
power through business model revamps, but further
transformation is required, in my view, including growth
strategy and shareholder returns. I strive to grasp
changes in management strategy and provide insightful
investment opinions. While FA-related firms remain in a
difficult period, I am focusing on small/mid-cap
companies that look poised to benefit from a pickup in
demand. I ask for your continued support.
Proﬁle

NISHIMURA, Kazuya
西村 和哉

TEL

+81-3-5555-7161
MAIL

kazuya.nishimura@daiwa.co.jp

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas

9

8
3

Joined Daiwa Institute of Research in 2008 after earning a
master’s degree from the University of Tokyo’s Graduate
School of Pharmaceutical Sciences. Transferred from
Equity Research Department to New York office in 2011
with coverage of US Internet/software sectors. Covering
industrial electronics sector since 2016 after a five-year
stint in the US.
Analytical Approach
6501
6502
6503
6504
6645

Hitachi
Toshiba
Mitsubishi Electric
Fuji Electric
Omron

Main Reports
Nissin Electric (6641) (17 Jul 2019)
Power system equipment + ion implanters = FY20 surge
Hitachi (6501) (16 Apr 2019)
Key points ahead of new medium-term plan
announcement

産エレ大手は構造改革を経て収益力が上がってきま
したが、成長戦略、株主還元を含めもう一段の変化
が求められています。経営の変化を捉え、投資判断
のお役に立てるよう精進します。
また、FA企業は厳し
い局面が続きますが、需要好転を見据え中小型銘柄
のリサーチに注力します。宜しくお願い致します。

略歴
2008年東京大学大学院薬学系研究科修了。入社
後一貫してアナリスト業務に従事。2011年から5年
間米国でインターネット・ソフトウェアセクターを担当
した後、2016年から産業エレクトロニクスセクター
担当、現在に至る。

主要担当銘柄
6501
6502
6503
6504
6645

日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
オムロン

主なレポート
日新電機
（6641）
（2019/7/17）

電力機器好調+イオン注入回復=来期大幅増益へ

日立製作所
（6501）
（2019/4/16）
新中計発表を前にポイントを整理

13. Electronics/Precision Instruments / エレクトロニクス/精密機器
In the precision instruments industry, I have
recommended firms with potential for accelerated
earnings momentum driven by shifts in business
strategy. In the SPE space, I endeavor to capture
emerging changes in industry trends by interviewing
not only companies that I cover but also firms
outside my coverage including peripheral fields.
Proﬁle
Joined Daiwa Institute of Research in 2005 after
graduating from Hitotsubashi University’s Faculty of
Economics. Transferred from Equity Research Department
to DIR America in 2009. Joined Daiwa Securities’ Equity
Research Department in 2013, picking up coverage of the
textiles, ceramics, and pulp & paper sectors. Covering
precision instruments and semiconductor production
equipment sectors since 2015.

SUGIURA, Toru
杉浦 徹

TEL

+81-3-5555-7124

Analytical Approach

MAIL

toru.sugiura@daiwa.co.jp

6146
6857
7701
7741
8035

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas

Disco
Advantest
Shimadzu
Hoya
Tokyo Electron

Main Reports

7
5

SPE Market Update (5 Jul 2019)
Our SPE market outlook cut, now calls for
much slower pace of growth in 2020 than
previously expected
Shimadzu (7701) (12 Jun 2019)
Expectations heightened for sustained growth

精密業界については、経営方針の転換とそれによ
る業績モメンタム好転の可能性を感じさせる企業
を推奨してきました。SPE業界については、カバ
レッジ企業の取材だけでなく、非カバー銘柄への
取材や周辺取材を通じて業界動向の変化を捉える
努力をしております。

略歴
2005年一橋大学大学院経済学研究科修了、大和
総研入社、企業調査部に配属。2009年大和総研
アメリカに出向。2013年大和証券企業調査部に
て繊維・窯業・紙パセクター担当、2015年精密、
半導体製造装置セクター担当、現在に至る。

主要担当銘柄
6146
6857
7701
7741
8035

ディスコ
アドバンテスト
島津製作所
ＨＯＹＡ
東京エレクトロン

主なレポート
半導体製造装置セクター アップデート
（2019/7/5）
半導体製造装置市場の見通しを減額。20年は引き
続きプラス成長見込むが、回復は鈍い

島津製作所
（7701）
（2019/6/12）

製品開発力向上により、持続的成長への期待が拡大

14. Energy & Utilities / エネルギー・ユティリティ
I am committed to providing timely information,
not only weekly updates and analysis of
weekly/monthly market data and statistics but
also updates and my views on news flow as
needed. In addition, I strive to provide clear and
insightful investment opinions on subsectors
and individual stocks.
Proﬁle

NISHIKAWA, Syusaku
西川 周作

TEL

Analytical Approach

+81-3-5555-7052
MAIL

syusaku.nishikawa@daiwa.co.jp

1605
5020
9502
9513
9531

INPEX
JXTG Holdings
Chubu Electric Power
Electric Power Development
Tokyo Gas

Main Reports

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas

Joined Daiwa Institute of Research after graduating
from the University of Tokyo’s Faculty of Law in
2008. Research analyst for entire career, with
coverage of the electric power and gas sectors since
2013 and the oil sector since 2014.

2
2

Rise of Offshore Wind Power in Japan
(10 Jul 2019)
Large projects to come on stream in 2020s
Electric Power Development
(9513) (23 May 2019)
Shares to rally as FY20 profit growth gets
priced in

週次・月次の市況・統計情報およびWeeklyに加え、
ニュースフローを踏まえた随時の情報・印象の発信
により、タイムリーな情報提供ができるように意識
してきました。加えて、サブセクターや銘柄に対す
るクリアーな意見を提示することを常に意識して
います。

略歴
2008年東京大学法学部卒業後、大和総研に入社
し、一貫してアナリスト業務に従事。2013年より
電力・ガス業界を担当開始し、2014年より石油
業界も担当開始、現在に至る。

主要担当銘柄
1605
5020
9502
9513
9531

国際石油開発帝石
ＪＸＴＧホールディングス
中部電力
電源開発
東京ガス

主なレポート
日本における洋上風力発電ビジネスの勃興
（2019/7/10）

技術革新と制度整備で2020年代は大型案件稼働へ

電源開発
（9513）
（2019/5/23）

2020年度の増益が織り込まれれば株価上昇へ
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15. Gaming & Internet / ゲーム・インターネット
Google has announced the launch of cloud
gaming service Stadia and Sony and Microsoft
have formed an alliance in cloud gaming. While
such earth-shaking changes are starting to take
place, I think the key words remain “overseas,”
“digital,” and “multiplayer.” I strive to track such
changes in the game sector with a focus on the
extent to which Nintendo can adapt.
Proﬁle

SUZUKI, Takao
鈴木 崇生

TEL

+81-3-5555-7049
MAIL

takao.suzuki@daiwa.co.jp

2019 Ranking

Institutional Investor
8 (RU)
Nikkei Veritas
6
Refinitiv Earnings Estimators 2

Graduated from Waseda University’s Faculty of
Commerce in 2004. Joined Daiwa Securities in
September 2016 with coverage of the game and
amusement sectors.
Analytical Approach
6460
7832
7974
9684
9766

Sega Sammy Holdings
Bandai Namco Holdings
Nintendo
Square Enix Holdings
Konami Holdings

Main Reports
Nintendo (7974) (17 Jun 2019)
Eyes on how firm maintains Switch momentum
Game Sector Stock Picks with Cloud Gaming
Era in Mind (18 Apr 2019)
Age of cloud gaming in the offing

G o o g l eから「S t a d i a」が 発 表され 、ソニーと
Microsoftが提携を結びました。地殻変動が始まっ
ていますが、海外、
デジタル、多人数というキーワード
は変わらないでしょう。任天堂がどこまでこの変化
を捉えられるのかを基軸に業界の変化を追う所存
です。

略歴
2004年早稲田大学商学部卒業。2016年9月大和
証券入社。ゲーム・アミューズメントセクターを担当、
現在に至る。

主要担当銘柄
6460
7832
7974
9684
9766

セガサミーホールディングス
バンダイナムコホールディングス
任天堂
スクウェア・エニックス・ホールディングス
コナミホールディングス

主なレポート
任天堂（7974）
（2019/6/17）

目先Nintendo Switchのモメンタム維持策公表待ち

ゲームセクター：新時代も見据えた銘柄選択
（2019/4/18）
胎動

15. Gaming & Internet/ ゲーム・インターネット
I have conducted four research trips to Asia
focused on Internet firms as I believe that
first-hand information from China and India is
vital to reading the future of Japan’s Internet
industry. I see Rakuten, CyberAgent, Raksul,
and Mercari as poised for dramatic growth over
the long term, and I also advocate EV/gross
profit as the most efficient metric to value such
firms with bright long-term growth prospects.
Proﬁle

ISHIHARA, Taro
石原 太郎

TEL

+81-3-5555-7142
MAIL

taro.ishihara@daiwa.co.jp

Joined Daiwa Institute of Research in 2000.
After an initial stint focused on the services
sector, now covers media, Internet, and
entertainment.
Analytical Approach
4384
4385
4751
4755
6098

Raksul
Mercari
CyberAgent
Rakuten
Recruit Holdings

Main Reports
Rakuten (4755) (16 Apr 2019)
MNO services to fuel expansion of Rakuten
ecosystem
Raksul (4384) (8 Jan 2019)
Developing platforms changing industry structures
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アジアのインターネット企業をリサーチするトリップ
を4回実施しました。中国、
インドの情報は日本の未
来を占ううえでも不可欠と考えます。楽天、
サイバー
エージェント、
ラクスル、メルカリの長期的な飛躍を
予想しています。長期的な成長企業にはEV/粗利倍
率を適用し評価することを提唱しています。

略歴
2000年大和総研入社。サービスセクター担当を
経て、現在メディア・インターネット・エンタメセク
ターを担当、現在に至る。

主要担当銘柄
4384
4385
4751
4755
6098

ラクスル
メルカリ
サイバーエージェント
楽天
リクルートホールディングス

主なレポート
楽天（4755）
（2019/4/16）

モバイルスタートでエコシステムは超拡大期へ

ラクスル（4384）
（2019/1/8）

産業構造を変革するプラットフォームを多面展開

16. Housing & Real Estate / 住宅・不動産
Based on my experience in the physical real estate
market, I focus on the value of properties in the portfolios
of real estate companies. Recently in the real estate
sector, capital efficiency is improving and shareholder
returns are being enhanced. There have even been moves
with tender offers. I strive to provide insightful information
that contributes to successful investments in stocks that
look undervalued in light of real estate holdings.
Proﬁle

MASUMIYA, Mamoru
増宮 守

TEL

+81-3-5555-7036
MAIL

mamoru.masumiya@daiwa.co.jp

2019 Ranking

Nikkei Veritas

7

Joined Nippon Life Insurance Company in 1998 after
graduating from the University of Tokyo’s Faculty of
Economics. Worked in equity investment, moving to
Nissay Asset Management in 2001 and an overseas
subsidiary in 2006. Transferred to NLI Research
Institute in 2010 with a focus on real estate market
research. Covering real estate sector since joining
Daiwa Securities in October 2017.
Analytical Approach
8801
8802
8803
8804
8830

Mitsui Fudosan
Mitsubishi Estate
Heiwa Real Estate
TokyoTatemono
Sumitomo Realty & Development

Main Reports
Nomura Real Estate Holdings (3231) (7 Aug 2019)
Pullback in shares offers buying opportunity
Investment Opinion on Real Estate Sector (13 Jun 2019)
Our valuation approach tweaked

現物不動産市場に携わってきた経験から不動産株
の保有不動産価値に注目して参りました。最近、
不動
産セクターでは資本効率向上、株主還元強化が進み
つつあり、
TOBの動きもみられています。保有不動産
に対して割安な株価から上手く投資成果を上げて
頂けますよう、
有益な情報発信に努めて参ります。

略歴
1998年東京大学経済学部卒業、日本生命保険入
社。2001年ニッセイアセットマネジメント、2006
年海外子会社等にて株式投資業務、2010年ニッ
セイ基 礎 研究所にて 不 動産 市場 調 査 業務に従
事。2017年10月大和証券入社、不動産セクター担
当、現在に至る。

主要担当銘柄
8801
8802
8803
8804
8830

三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
住友不動産

主なレポート
野村不動産ホールディングス
（3231）
（2019/8/7）
1Q決算発表後の株価下落は買いの好機

不動産セクターの投資判断（2019/6/13）
バリュエーション手法を見直し

16. Housing & Real Estate / 住宅・不動産
Even amid a long-term downtrend in domestic housing
demand, more than a few firms in the housing sector
continue to set new profit highs via business portfolio
diversification, including non-housing areas and overseas
operations. I strive to provide medium/long-term
investment recommendations based on careful analysis of
the management thinking underlying company strategies.
Proﬁle

TERAOKA, Hideaki
寺岡 秀明

TEL

+81-3-5555-7127

Analytical Approach

MAIL

hideaki.teraoka@daiwa.co.jp

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas

Joined Daiwa Securities in 1993 after graduating from
Keio University’s Faculty of Business & Commerce.
Analyst in Equity Research Department since 2003
after a stint in retail sales and completing MBA program
in the US. Following initial focus on small/mid-cap
machinery stocks, covering construction and housing
sectors since 2010.

10
8

1878
1925
1928
5332
5938

Daito Trust Construction
Daiwa House Industry
Sekisui House
Toto
LIXIL Group

Main Reports
Construction and Housing Sectors (3 Jul 2019)
Long-term growth strategies to play more
important role
Sekisui House (1928) (21 Jun 2019)
Overseas segment to drive profit growth in FY19

国内住宅需要が長期的な減少トレンドにある中、
非住宅分野や海外など事業ポートフォリオの分散
化によって過去最高益を更新し続ける会社が少な
くありません。よって、各社の戦略が、どのような
考えの下に構築されているのかを分析し、中長期
的な投資判断を重視しています。

略歴
1993年慶應義塾大学商学部卒業、大和証券入社。
支店営業、米国留学等を経て、2003年から企業
調査部（現エクイティ調査部）。中小型機械セクター
等を担当した後、2010年より建設・住宅セクター
担当、現在に至る。

主要担当銘柄
1878
1925
1928
5332
5938

大東建託
大和ハウス工業
積水ハウス
ＴＯＴＯ
Ｌ
ＩＸＩ
Ｌグループ

主なレポート
建設・住宅セクターの投資判断
（2019/7/3）
中長期的な成長戦略がより重要な局面へ

積水ハウス（1928）
（2019/6/21）

20/1期は国際事業が利益成長を牽引しよう
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16. Housing & Real Estate / 住宅・不動産
In the post-World War II era, the domestic housing
industry has undergone a major shift every 20 years.
Looking ahead, I think we are on the cusp of another such
change as business models centered on new
construction shift to a focus on value enhancement aimed
at boosting the liquidity of used homes. I am committed
to uncovering players who are positioned to capitalize on
growth in the used home market over the next 20 years. I
will also analyze firms that are steadily expanding their
operations in the real estate liquidation market.

KOJIMA, Jiro
古島 次郎

TEL

+81-3-5555-7128
MAIL

jiro.kojima@daiwa.co.jp

2019 Ranking

Refinitiv Earnings Estimators 3

Proﬁle
Joined Daiwa Institute of Research in 1990 after
graduating from Doshisha University’s Faculty of
Commerce. After stints as an analyst in Singapore
and in the Investment Strategy Department, became
head of the Equity Research Department team
covering emerging companies in 2006. Responsible
for coverage of small/mid-cap stocks since then.
Analytical Approach
3003
3288
3291
4321
8919

Hulic
Open House
Iida Group Holdings
Kenedix
Katitas

Main Reports
Katitas (8919) (7 Aug 2019)
Good start to FY19
Hulic (3003) (31 Jul 2019)
Growth driven more by rental income than capital gains

国内の戦後の住宅産業は約20年ごとに変遷、今
後は新築を主体としたビジネスモデルから中古住
宅を流通させる再生型が主力となるタイミングで
す。拡大期に入った中古住宅市場での次の20年を
担う銘柄の発掘を進めています。また不動産流動
化市場で運用領域を拡大している銘柄群の分析
を行っています。

略歴
1990年同志社大学商学部卒業、大和総研入社。
アナリスト業務に従事。シンガポール勤務、投資
戦略部等を経て、2006年企業調査第三部フロン
ティア企業調査室室長。以降、中小型セクターを
担当、現在に至る。

主要担当銘柄
3003
3288
3291
4321
8919

ヒューリック
オープンハウス
飯田グループホールディングス
ケネディクス
カチタス

主なレポート
カチタス（8919）
（2019/8/7）
良好な滑り出し

ヒューリック（3003）
（2019/7/31）

賃貸収益が売却益を上回って牽引、仕入急速進展

17. Insurance & Other Nonbank Financials / 保険・その他金融
I strive to provide structural analysis from both top-down
and bottom-up perspectives, while considering the impact
on share price performance. In FY19, I am also focusing on
small/mid-cap names involved in such areas as pet
insurance and virtual currencies. In light of the complex
issues in these sectors, I endeavor to identify information
that is truly necessary for investors and communicate it in a
way that is easy to understand.
Proﬁle

WATANABE, Kazuki
渡辺 和樹

TEL

+81-3-5555-7019
MAIL

kazuki.watanabe@daiwa.co.jp

2019 Ranking

4
Institutional Investor
3
Nikkei Veritas
Refinitiv Earnings Estimators 2
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Joined Daiwa Institute of Research in 2006 after
graduating from Keio University’s Faculty of Economics.
Covered regional banks from 2007 to 2010, then
transferred to New York to focus on the US financial
sector. Covering domestic securities, insurance, and
nonbank financial companies since 2015.
Analytical Approach
8591
8604
8715
8750
8766

Orix
Nomura Holdings
Anicom Holdings
Dai-ichi Life Holdings
Tokio Marine Holdings

Main Reports
Investment Opinion on Life Insurers (13 Jun 2019)
Interest rates unlikely to rise, cautious stance
maintained; focus on company-specific catalysts
Investment Opinion on Non-life Insurers
(11 Jun 2019)
Fire insurance premium hikes to boost profit sooner
than expected; auto insurance premium hikes possible

株価の波及経路を考えながら、
マクロ・ミクロの両
面から構造的な分析を心掛けています。今期はペッ
ト保険や仮想通貨関連など中小型株の調査にも力
を入れました。複雑な論点の多いセクターですが、
今後も投資家が本当に必要な情報を見出し、分か
りやすくお伝えできるように努めて参ります。

略歴
2006年慶應義塾大学経済学部卒業、大和総研
入社。2007年地銀セクター担当、2010年米国金
融セクター担当（NY駐在)、2015年証券・保険・
ノンバンクセクター担当となり、現在に至る。

主要担当銘柄
8591
8604
8715
8750
8766

オリックス
野村ホールディングス
アニコム ホールディングス
第一生命ホールディングス
東京海上ホールディングス

主なレポート
生保セクターの投資判断～18年度第4四半期～(2019/6/13)

金 利上昇は見通し難く、慎 重なスタンスを継 続 。
個別の材料にフォーカスしていく必要があろう

損保セクターの投資判断～18年度第4四半期～(2019/6/11)

火災保険の収支改善効果は想定よりも早期に顕在
化する見通し。自動車保険にも値上げの可能性

18. Machinery / 機械
Covering the largest number of machinery firms as a
brokerage analyst, I strive to provide objective
investment opinions while also focusing on detecting
turning points in demand and business confidence.
Going forward, I will continue to endeavor to verify
potential scenarios and analyze competitiveness
from a medium/long-term perspective, based on
deep and long-standing relationships with industry
players including their management teams.
Proﬁle

TAI, Hirosuke

Joined Daiwa Institute of Research in 1995 after
graduating from Waseda University’s Faculty of
Commerce. Research analyst for entire career,
covering plant engineering & shipbuilding and
machinery sectors since 2000 after earlier stints
focused on OTC small-cap stocks and then auto parts.

田井 宏介

TEL

+81-3-5555-7069

Analytical Approach

MAIL

6273
6301
6367
6861
6954

hirosuke.tai@daiwa.co.jp

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas

2
2

SMC
Komatsu
Daikin Industries
Keyence
Fanuc

Main Reports
Keyence (6861) (5 Jun 2019)
Product appeal, solution proposals sources of
growth
Yaskawa Electric (6506) (19 Apr 2019)
Demand outlook, strategies enticing in many
respects

業界内で最も多い企業のカバレッジをベースに、景
況感や需要の転換点を見つけることを意識しつつ、
株価には冷静な判断を心掛けてきました。
マネジメ
ント層を含む発行体との長く深い付き合いをベース
に、より中長期的な視点での競争力分析やシナリオ
の検証を今後も行っていきたいと考えております。

略歴
1995年早稲田大学商学部卒業、大和総研に入社。
以降、アナリスト業務に従事。店頭小型企業、自動車
部品セクター担当を経て、2000年より造船・プラ
ント、機械セクターを担当、現在に至る。

主要担当銘柄
6273
6301
6367
6861
6954

ＳＭＣ
コマツ
ダイキン工業
キーエンス
ファナック

主なレポート
キーエンス（6861)（2019/6/5）

「商品力+ソリューション提案力」が成長の源泉

安川電機（6506）
（2019/4/19）

需要論だけでなく戦略面にも魅力は多い

18. Machinery / 機械
In my view, demand for high-end products offered by
Japanese machinery makers is likely to grow over
the long term against the backdrop of technological
innovation and the growing industrial sophistication
of emerging nations. Amid heightened uncertainty
caused by tariffs and economic slowdowns, I strive
to spot key turning points by gathering information
from a wide range of companies including
small/mid-cap names.
Proﬁle

INOMATA, Ayaka
猪股 彩香

TEL

+81-3-5555-7074
MAIL

ayaka.inomata@daiwa.co.jp

Joined Daiwa Securities in 2014 after graduating
from Keio University’s Faculty of Science and
Technology. Following a stint in retail sales,
transferred to position as an equity analyst in
2016. Now covering machinery sector.
Analytical Approach
6136
6143
6371
6383
6407

OSG
Sodick
Tsubakimoto Chain
Daifuku
CKD

Main Reports
OSG (6136) (4 Apr 2019)
Growth prospects backed by regional, customer
strategies
Daifuku (6383) (20 Feb 2019)
Expect small op profit gain in FY19 with drop in
eFA ops

技術革新や新興国での産業の高度化により、日本
の機械メーカーが提供するハイエンド品への需要
は長期的な成長が見込めると考えています。足元
では景気の減速感、関税問題など不透明感が高
まっていますが、中小型銘柄を含め幅広い企業か
ら情報収集をすることで転換点を見つけられるよ
う努めております。

略歴
2014年慶應義塾大学理工学部卒業、大和証券入
社。支店営業を経て、2016年よりアナリスト業務
に従事。機械セクターを担当し、現在に至る。

主要担当銘柄
6136
6143
6371
6383
6407

オーエスジー
ソディック
椿本チエイン
ダイフク
ＣＫＤ

主なレポート
オーエスジー（6136）
（2019/4/4）

地域戦略、顧客戦略に基づく成長性に期待

ダイフク（6383）
（2019/2/20）

来期はeFAの調整局面、小幅営業増益になると予想
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19. Medical Technologies & Services / 医療機器・サービス
Through exhaustive interviews with officials of
companies under my coverage as well as related firms,
I have been striving to provide accurate short- and
long-term earnings forecasts. As a new undertaking, I
have begun to offer medium-term outlooks, which
factor in information learned at major academic
conferences and telephone interviews with overseas
companies. Going forward, I aim to deliver insightful
analysis that is useful in making investment decisions.
Proﬁle

YOSHIHARA, Tomoko
葭原 友子

TEL

+81-3-5555-7147
MAIL

tomoko.yoshihara@daiwa.co.jp

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas

4 (RU)
10

Graduated with Lancaster University in 2001 with
an MSc in Finance. Joined Daiwa Securities in
2018 after stints at foreign-affiliated and Japanese
securities firms. Covering health care sector since
2014 after focusing on technology sector for
roughly a decade.
Analytical Approach
2413
4543
6869
7733
7747

M3
Terumo
Sysmex
Olympus
Asahi Intecc

Main Reports
Healthcare Sector Investment Opinion
(28 Jun 2019)
Growth of overseas markets key
Terumo (4543) (19 Nov 2018)
Our rating lifted from 2 (Outperform) to 1 (Buy)

担当企業だけでなく、周辺取材を徹底し、短期及び
長期業績見通しを正確にお伝えするよう努めまし
た。新たな取り組みとして、主要な学会や海外企業
の電話会議などで得た情報を踏まえ、中期的な見通
しをお伝えすることも始めました。
今後も、皆様の投
資判断に貢献できる情報を発信したいと存じます。

略歴
2001年Lancaster University MSc in Finance
修了。外資系、日系証券会社等を経て、2018年に
大和証券入社。約10年間はテクノロジーセクター
を担当。2014年よりヘルスケアセクターを担当、
現在に至る。

主要担当銘柄
2413
4543
6869
7733
7747

エムスリー
テルモ
シスメックス
オリンパス
朝日インテック

主なレポート
ヘルスケアセクターの投資判断（2019/6/28）
海外市場での成長がポイント

テルモ（4543）
（2018/11/19）

レーティングを「強気」から「買い」に引き上げる

19. Medical Technologies & Services / 医療機器・サービス
My research is centered on service industry
stocks. Given considerable system changes, I
am committed to providing structural analyses
from both a micro and macro perspective. In
2019, I particularly focused on delivering timely
information. I am actively seeking out sector
newcomers riding new trends, such as HR
technology.
Proﬁle

SEKINE, Satoru
関根 哲

TEL

+81-3-5555-7143
MAIL

satoru.sekine@daiwa.co.jp

2019 Ranking

Refinitiv Earnings Estimators 3
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Joined Daiwa Securities in 2012 after earning a
master’s degree from Tokyo Institute of Technology’s
Graduate School of Decision Science and Technology.
Member of media/services sector research team
since entering Daiwa. Covering leisure and services
sectors as well as small/mid-cap stocks since 2014.
Analytical Approach
2181
4849
6197
9735
9783

Persol Holdings
en-japan
Solasto
Secom
Benesse Holdings

Main Reports
Central Security Patrols (9740) (28 May 2019)
Medium-term shift to electronic security to
drive earnings
en-japan (4849) (24 May 2019)
Growth to slow in FY19 as firm ramps up engage

サービス業銘柄を中心に、
リサーチをしております。
制度変更等も少なくないため、マクロ・ミクロの両
面から構造的分析を心掛けております。19年は、
特にタイムリーな情報発信に注力して参りました。
また、セクターの新潮流としてHR-tech等の新興
企業の発掘も積極的に行っております。

略歴
2012年東京工業大学大学院社会理工学研究科
修了後、大和証券入社。入社後、一貫してメディア・
サービスチームで調 査 活動に従事。2 014 年レ
ジャー、サービスセクター、中小型株を担当。

主要担当銘柄
2181
4849
6197
9735
9783

パーソルホールディングス
エン・ジャパン
ソラスト
セコム
ベネッセホールディングス

主なレポート
CSP（9740）
（2019/5/28）

短期の常駐警備需要、
中期的な機械警備シフトが牽引

エン・ジャパン
（4849）
（2019/5/24）
20/3期はengage成長に向けた踊り場へ

20. Metals / 鉄鋼・非鉄金属
The customer base in the metals industry is
wide ranging, and a number of industry players
have global operations. As such, I strive to offer
macro and cross-sector views in addition to
bottom-up analysis for each business area.
Going forward, I intend to adopt an even
broader perspective in setting my investment
opinions, incorporating global capital flows and
comparisons with overseas competitors.
Proﬁle

OZAKI, Shinichiro

Joined Daiwa Institute of Research in 2008 after
graduating from Osaka University’s School of
International Public Policy. Covering steel, nonferrous
metals, and electric wire & cable sectors since 2015.

尾崎 慎一郎

TEL

Analytical Approach

+81-3-5555-7062
MAIL

shinichiro.ozaki@daiwa.co.jp

Nippon Steel
JFE Holdings
Hitachi Metals
Sumitomo Metal Mining
Sumitomo Electric Industries

Main Reports

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas

5401
5411
5486
5713
5802

3
3

Steel, Nonferrous Metal, Cable Investment
Opinion (22 Jul 2019)
Signs of improvement unseen amid harsh
fundamentals
Investment Opinion on Mini-mills
(29 Nov 2018)
Stance lowered to Neutral, but still relatively attractive

需要家の裾野が広くグローバルに事業展開する企
業が多いセクター特性を踏まえ、事業毎のボトム
アップ分析に加えて、マクロ的かつ業種横断的な
分析も心掛けています。今後はグローバルな資金
循環や海外競合他社比較の観点も含めながら、
投資判断における分析の視点を広げていきたいと
考えています。

略歴
2008年大阪大学大学院国際公共政策研究科修了、
大和総研入社。2015年より鉄鋼・非鉄・電線セクター
担当、現在に至る。

主要担当銘柄
5401
5411
5486
5713
5802

日本製鉄
ＪＦＥホールディングス
日立金属
住友金属鉱山
住友電気工業

主なレポート
鉄鋼・非鉄・電線セクター投資判断
（2019/7/22）
ファンダメンタルズ厳しく、改善の兆しが見えない

高炉セクター投資判断（2018/11/29）

中立に引き下げ、但し相対比較では魅力残る

20. Metals / 鉄鋼・非鉄金属
Covering the aluminum, titanium, nickel and lead
industries, I strive to provide earnings forecasts based
on the prospects of individual businesses. I am also
focusing on analysis of wider industry themes
including US-China trade friction, the increasing use of
aluminum in automobiles, and aircraft supply chain
trends, while providing updates on industry and trade
statistics as well as earnings at overseas companies.
Going forward, I intend to expand my research
coverage while deepening my analysis.
Proﬁle

SHIGEOKA, Emiri

Joined Daiwa Securities in 2014 after graduating
from Keio University’s Faculty of Economics.
Covering steel and nonferrous metals sectors
since 2014.

重岡 絵美里

TEL

+81-3-5555-7144

Analytical Approach

MAIL

emiri.shigeoka@daiwa.co.jp

2019 Ranking

Nikkei Veritas

10

5541
5703
5726
5727
5741

Pacific Metals
Nippon Light Metal Holdings
Osaka Titanium Technologies
Toho Titanium
UACJ

Main Reports
Investment Opinion for Titanium Smelters
(4 Jun 2019)
Expect earnings growth on better business climate
Pacific Metals (5541) (30 Nov 2018)
Higher nickel price essential for sustained profits

アルミ、チタン、ニッケル、亜鉛業界を担当。各事業
の詳細な積み上げによる業績予想を心掛けていま
す。業界・貿易統計や海外企業決算のアップデート
に加え、米中貿易摩擦、自動車アルミ化、航空機サ
プライチェーン動向等のテーマ分析も行っています。
今後も担当銘柄を増やし、分析を深めたいです。

略歴
2014年慶應義塾大学経済学部卒業、
大和証券入社。
入社後一貫して鉄鋼・非鉄セクターでのアナリスト
業務に従事、現在に至る。

主要担当銘柄
5541
5703
5726
5727
5741

大平洋金属
日本軽金属ホールディングス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ

主なレポート
チタン製錬メーカーの投資判断（2019/6/4）
事業環境の回復に伴い、業績成長を見込む

大平洋金属（5541）
（2018/11/30）

持続的な利益確保にはニッケル価格上昇が不可欠
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21. OTC & Small Companies / 店頭株式・小型株
Our small/mid-cap team leaves no stone unturned in
testing various hypotheses, interviewing firms, and
seeking entry opportunities. Going forward, we will
continue to spotlight hidden treasures among overlooked
small/mid-cap stocks that offer growth potential or have
made headway with bold business revamps. In my view,
the strength of our small/mid-cap research derives from
our cross-sectional approach leveraging Daiwa’s
high-quality research.
Proﬁle

KOJIMA, Jiro

Joined Daiwa Institute of Research in 1990 after
graduating from Doshisha University’s Faculty of
Commerce. After stints as an analyst in Singapore
and in the Investment Strategy Department, became
head of the Equity Research Department team
covering emerging companies in 2006. Responsible
for coverage of small/mid-cap stocks since then.

古島 次郎

TEL

+81-3-5555-7128
MAIL

Analytical Approach

jiro.kojima@daiwa.co.jp

2127
4206
4666
4732
7164

2019 Ranking

1
1

Institutional Investor
Nikkei Veritas

Nihon M&A Center
Aica Kogyo
Park24
USS
Zenkoku Hosho

Main Reports
Zenkoku Hosho (7164) (5 Aug 2019)
More new guarantees written, avg. value also up
Park24 (4666) (5 Jun 2019)
More flexible rates in response to sales tax hike

中小型チームは、手間を惜しまず、様々な仮説を検
証、取材を行い、投資機会の発掘をしてきました。
今後も見逃している成長の種や優れた経営変革な
ど、埋もれたこれらの宝物を皆さんに提供し続け
ます。質の高い大和のリサーチやアイディアを横断
的に活用できることも我々の強みとなっています。

略歴
1990年同志社大学商学部卒業、大和総研入社。
アナリスト業務に従事。シンガポール勤務、投資
戦略部等を経て、2006年企業調査第三部フロン
ティア企業調査室室長。以降、中小型セクターを
担当、現在に至る。

主要担当銘柄
2127
4206
4666
4732
7164

日本Ｍ＆Ａセンター
アイカ工業
パーク２４
ユー・エス・エス
全国保証

主なレポート
全国保証（7164）
（2019/8/5）

新規保証実行件数が増加、単価も上昇

パーク24（4666）
（2019/6/5）

柔軟な料金体系導入へ、消費税率引き上げへ対応

21. OTC & Small Companies / 店頭株式・小型株
I mainly cover manufacturing firms in areas such as
machinery and chemicals. I am committed to
uncovering small/mid-cap stocks with attractive growth
stories based on a thorough bottom-up approach.
Looking ahead, I aim to provide interesting investment
ideas with a focus on relatively unknown small/mid-cap
stocks and niche fields such as labor-saving machinery,
environmental products, and fire detection devices.
Proﬁle

MIURA, Yusuke
三浦 勇介

TEL

+81-3-5555-7068

Analytical Approach

MAIL

yusuke.miura@daiwa.co.jp

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas

17

Entered Tokai Tokyo Securities in 2006 after
graduating from Dokkyo University’s Faculty of
Economics. After a stint in retail brokerage
operations, became research analyst in 2008,
covering chemicals and auto parts. Joined
Daiwa Securities in September 2015, with
coverage of small/mid-cap stocks.

4 (RU)
5

4189
6005
6436
6465
7947

KH Neochem
Miura
Amano
Hoshizaki
FP

Main Reports
Opinion on Plastic Packaging Industry Players
(27 Nov 2018)
Worldwide growth in plastic packaging market
Plays on Food Production Supply Chain
(18 Sep 2018)
Beneficiaries of changing food consumption trends

機械や化学など製造業を担当しています。常日頃か
らボトムアップアプローチを心掛け、中長期的な成
長ストーリーを描ける中小型銘柄の発掘を心掛けて
います。
「省人化関連」、
「環境関連」、
「防災関連」な
どニッチな業界や、まだあまり知られていない面白い
投資アイデアを提供していきたいと思います。

略歴
2006年獨協大学経済学部卒業、東海東京証券
入社。リテール営業を経て、2008年からアナリス
ト業務に従事。化学と自動車部品を担当。2015
年9月に大和証券に入社。中小型セクターを担当、
現在に至る。

主要担当銘柄
4189
6005
6436
6465
7947

ＫＨネオケム
三浦工業
アマノ
ホシザキ
エフピコ

主なレポート
パッケージ関連（2018/11/27）
国内外で拡大するパッケージ市場

食品サプライチェーン関連（2018/9/18）
食の消費トレンド変化の恩恵を受ける企業

21. OTC & Small Companies / 店頭株式・小型株
My research is centered on service industry
stocks. Given considerable system changes, I
am committed to providing structural analyses
from both a micro and macro perspective. In
2019, I particularly focused on delivering timely
information. I am actively seeking out sector
newcomers riding new trends, such as HR
technology.
Proﬁle
Joined Daiwa Securities in 2012 after earning a
master’s degree from Tokyo Institute of Technology’s
Graduate School of Decision Science and Technology.
Member of media/services sector research team
since entering Daiwa. Covering leisure and services
sectors as well as small/mid-cap stocks since 2014.

SEKINE, Satoru
関根 哲

TEL

+81-3-5555-7143

Analytical Approach

MAIL

satoru.sekine@daiwa.co.jp

4290
4435
4849
6571
9470

Prestige International
kaonavi
en-japan
QB Net Holdings
Gakken Holdings

Main Reports
Central Security Patrols (9740) (28 May 2019)
Medium-term shift to electronic security to
drive earnings
en-japan (4849) (24 May 2019)
Growth to slow in FY19 as firm ramps up engage

サービス業銘柄を中心に、
リサーチをしております。
制度変更等も少なくないため、マクロ・ミクロの両
面から構造的分析を心掛けております。19年は、
特にタイムリーな情報発信に注力して参りました。
また、セクターの新潮流としてHR-tech等の新興
企業の発掘も積極的に行っております。

略歴
2012年東京工業大学大学院社会理工学研究科
修了後、大和証券入社。入社後、一貫してメディア・
サービスチームで調 査 活動に従事。2 014 年レ
ジャー、サービスセクター、中小型株を担当。

主要担当銘柄
4290
4435
4849
6571
9470

プレステージ・インターナショナル
カオナビ
エン・ジャパン
キュービーネットホールディングス
学研ホールディングス

主なレポート
CSP（9740）
（2019/5/28）

短期の常駐警備需要、
中期的な機械警備シフトが牽引

エン・ジャパン
（4849）
（2019/5/24）
20/3期はengage成長に向けた踊り場へ

22. Plant Engineering & Shipbuilding / プラント・造船
Given the plethora of firms in the plant engineering &
shipbuilding space that need to revamp business
portfolios, I conduct analysis with an eye to what
measures firms should take. In my investment opinions,
I also strive to not overlook the timing of when negative
catalysts are likely to play out, particularly given sharp
fluctuations in sector shares. I intend to continue
research that leverages my deep and long-standing
relationships with the top management of individual
companies, while also maintaining a broad perspective.
Proﬁle

TAI, Hirosuke

Joined Daiwa Institute of Research in 1995 after
graduating from Waseda University’s Faculty of
Commerce. Research analyst for entire career,
covering plant engineering & shipbuilding and
machinery sectors since 2000 after earlier stints
focused on OTC small-cap stocks and then auto parts.

田井 宏介

TEL

+81-3-5555-7069
MAIL

Analytical Approach

hirosuke.tai@daiwa.co.jp

1963
6302
6841
7011
7012

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas

3
2

JGC
Sumitomo Heavy Industries
Yokogawa Electric
Mitsubishi Heavy Industries
Kawasaki Heavy Industries

Main Reports
Mitsubishi Heavy Industries
(7011) (28 May 2019)
Earnings to stay buoyant over short term
JGC (1963) (21 May 2019)
Few concerns, but higher fair multiples unwarranted

事業ポートフォリオの見直しが必要な企業も多く、
「あるべき姿」を意識しながら調査しております。株
価変動も多く、投資判断では悪材料出尽くし時期な
ども見逃さないよう心掛けてきました。幅広い視点
を持ちつつ、各社マネジメント層との長くて深い関係
を活用したリサーチをしたいと考えております。

略歴
1995年早稲田大学商学部卒業、大和総研に入社。
以降、アナリスト業務に従事。店頭小型企業、自動車
部品セクター担当を経て、2000年より造船・プラ
ント、機械セクターを担当、現在に至る。

主要担当銘柄
1963
6302
6841
7011
7012

日揮
住友重機械工業
横河電機
三菱重工業
川崎重工業

主なレポート
三菱重工業（7011）
（2019/5/28）

MRJや量産機械がリスクだが、
短期業績は概ね堅調

日揮（1963）
（2019/5/21）

懸念事項は少なく、投資指標の評価がポイント
18

23. REITs / 不動産投資信託
Because REITs generate relatively transparent
cash flow from real estate, it is straightforward to
forecast future earnings. At the same time, I
believe it is important to look at how capital
markets gauge earnings trends. Key from 2020
will probably be REITs’ attitudes toward corporate
governance for lifting shareholder value.
Proﬁle
Entered Daiwa Securities SMBC in 2007 after
graduating from Chuo University. Research
analyst in the Equity Research Department
covering J-REIT sector since 2015, after stints
in institutional sales of stocks and bonds, and in
investment banking focused on underwriting.

OMURA, Kohei
大村 恒平

TEL

+81-3-5555-7014

Analytical Approach

MAIL

8951
8952
8953
8954
8955

koh.omura@daiwa.co.jp

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas
Refinitiv Stock Pickers

Nippon Building Fund
Japan Real Estate Investment
Japan Retail Fund Investment
Orix JREIT
Japan Prime Realty Investment

Main Reports

4 (RU)
3
2

Activia Properties (3279) (18 Jul 2019)
Partially leveraged portfolio reshuffles to continue
Global One Real Estate Investment
(8958) (22 May 2019)
Property acquisitions leveraging lower LTV
seem likely

R E I T は 運 用 不 動 産 から比 較 的 透 明 性の高 い
キャッシュフローが享受できるため、期先での業
績想定は容易である一方、その動向を資本市場が
どのように解釈するのかに重きを置いて分析しま
した。2020年以降も投資主価値向上を実践する
ガバナンス態勢がポイントと考えます。

略歴
20 07年中央 大学卒業、大和証券SMBC入社。
マーケット部門での株式・債券営業、投資銀行部
門での引受業務を経て、2015年より企業調査部
にてJ-REITセクターを担当、現在に至る。

主要担当銘柄
8951
8952
8953
8954
8955

日本ビルファンド
ジャパンリアルエステイト
日本リテールファンド
オリックス不動産
日本プライムリアルティ

主なレポート
アクティビア・プロパティーズ
（3279）
（2019/7/18）
レバレッジも活用した物件入替がメインシナリオ

グローバル・ワン不動産（8958）
（2019/5/22）
LTV活用した物件取得等がメインシナリオか

24. Retailing / 小売
I analyze growth potential and key issues facing both individual
companies and the sector from a medium/long-term
viewpoint. I have strong confidence in the quality of my
analysis of top management and growth strategies, as well as
my deep knowledge of finance and taxes. I am able to offer
sharp criticism when appropriate in order to encourage their
efforts to raise corporate value. While taking into account
changes in consumer spending, my investment opinions are
based on valuations and fundamentals.
Proﬁle
Joined Daiwa Securities in 1985 after graduating from
Tokyo University of Science’s Faculty of Science and
Technology. After a transfer to Daiwa Institute of
Research, focused on research of unlisted firms for
venture capitalists and customized research products.
Following a stint at the Executive Office, shifted to
coverage of OTC stocks in 1996 and major retailers in
2000. Focused on major retailers since then.

TSUDA, Kazunori
津田 和徳

TEL

+81-3-5555-7133
MAIL

kazunori.tsuda@daiwa.co.jp

3086
3382
8252
8267
8273

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas
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Analytical Approach

8
4

J.Front Retailing
Seven & i Holdings
Marui Group
Aeon
Izumi

Main Reports
Seven & i Holdings (3382) (17 Jun 2019)
Look for implementation of drastic revamps
Izumi (8273) (22 Apr 2019)
Set to rebound on earnings pickup, rosy growth outlook

中長期の視点でセクターや企業の成長性、課題を
分析。
マネジメントや成長戦略の評価、財務・税務の
分野で定評があると自負しています。企業価値向上
に資するべく、時には厳しい意見も申し上げます。
投資判断は消費環境の変化を踏まえてファンダメ
ンタルズ、バリュエーションを重視しています。

略歴
1985年東京理科大学理工学部卒業、
大和証券入社。
大和総研にてVC向け未上場企業調査、受託調査に
従事。秘書室を経て96年に店頭企業調査、2000
年より小売セクターの大型店を担当、現在に至る。

主要担当銘柄
3086
3382
8252
8267
8273

Ｊ．
フロント リテイリング
セブン＆アイ・ホールディングス
丸井グループ
イオン
イズミ

主なレポート
セブン&アイ・ホールディングス（3382）
（2019/6/17）
課題事業で抜本的改革の実行が望まれる

イズミ（8273）
（2019/4/22）

業績回復、中長期の成長性を評価する局面

24. Retailing / 小売
I cover a wide range of specialty retailers. My analysis is
focused on not only earnings performance but also changes
in business models and industry trends. Amid dynamic
shifts in the operating environment, subsector players are
increasingly pressured to address key issues decisively. By
fully leveraging my instincts and 19 years of experience, I
strive to get to the heart of key issues, pick stocks that make
a significant contribution to investors’ portfolio performance,
and deliver analysis with a flexible approach.
Proﬁle

KAWAHARA, Jun
川原 潤

TEL

+81-3-5555-7092

Entered Kokusai Securities (now Mitsubishi UFJ
Morgan Stanley Securities) in 1994 after graduating
from Meiji University. Research analyst focused on
retail sector since 2000 after a stint in retail brokerage.
Held positions at Mizuho Securities and SMBC Nikko
Securities before joining Daiwa Securities in September
2014 with coverage of specialty retailers.
Analytical Approach

MAIL

jun.kawahara@daiwa.co.jp

2019 Ranking

10
Institutional Investor
6
Nikkei Veritas
Refinitiv Earnings Estimators 2

3088
7453
7532
9843
9983

Matsumotokiyoshi Holdings
Ryohin Keikaku
Pan Pacific International Holdings
Nitori Holdings
Fast Retailing

Main Reports
Matsumotokiyoshi Holdings (3088) (20 May 2019)
Earnings still brisk; reiterate 1 (Buy) rating
Zozo (3092) (1 Oct 2018)
Initiate coverage with Neutral rating; eyes on PB ops

小売専門店を幅広く担当、
業績動向のみならず経営の
変遷や業界動向を踏まえた分析を重視してきました。
経営環境が大きく変化、これまで以上に企業の対応
力が試される中、
19年間の経験と勘をフル活用する
ことで本質を見極め、
引き続きパフォーマンスに貢献
できる銘柄選定と柔軟な分析を心掛けます。

略歴
1994年明治大学卒業、国際証券（現三菱UFJモル
ガン・スタンレー証券）にてリテール営業を経て、
2000年よりアナリスト業務に従事（小売担当）。
みずほ証券、SMBC日興証券等を経て、2014年9月
大和証券入社、
小売専門店を担当。

主要担当銘柄
3088 マツモトキヨシホールディングス
7453 良品計画
7532 パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス
9843 ニトリホールディングス
9983 ファーストリテイリング

主なレポート
マツモトキヨシホールディングス（3088）
（2019/5/20）
引き続き業績良好、レーティング「1」を継続する

ZOZO（3092）
（2018/10/1）

新規「3」でカバー開始、PB事業の進捗を注視

25. Software / ソフトウェア
In my detailed reports on NEC, NTT Data, and
other sector players, I offer target prices that
take into account major changes in operations
and business models. I am fully committed to
serve as a helpful partner to clients by helping
navigate the tide of risks. Capitalizing on my
ability to grasp new technologies, I work to
uncover stocks likely to perform strongly from a
long-term perspective.
Proﬁle

UENO, Makoto

Joined Daiwa Securities in 1992 after graduating
from Aoyama Gakuin University’s School of
Business. Following a transfer to Daiwa Institute of
Research, conducted research on unlisted
companies for venture capitalists as well as on
various industries, including Japanese sake. Focused
on listed software companies since 1995.

上野 真

TEL

+81-3-5555-7110
MAIL

Analytical Approach

makoto.ueno@daiwa.co.jp

2317
2327
4307
6701
9613

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas
Refinitiv Earnings Estimators
Refinitiv Stock Pickers

3
3
2
2

Systena
NS Solutions
Nomura Research Institute
NEC
NTT Data

Main Reports
NEC (6701) (27 Jun 2019)
NEC reborn
NTT Data (9613) (11 Jun 2019)
Earnings to leap forward as firm overcomes
challenges

ＮＥＣ、ＮＴＴデータ他の詳細レポートを作成し、
大胆な業容・事業転換を踏まえた目標株価を提示。
「投資家の灯台たれ」の指針の下、
リスクの荒波を
航海する皆様の一助となるべく、奮闘しております。
得意の技術分析と長期見通しから、大きなパフォー
マンスを期待できる銘柄の発掘に注力いたしており
ます。

略歴
1992年青山学院大学・経営工学部卒業、大和証券
入社。大和総研にてＶＣ向け未上場企業、日本酒
など業界調査を経て、95年より上場ソフトウェア
セクターを担当。現在に至る。

主要担当銘柄
2317
2327
4307
6701
9613

システナ
日鉄ソリューションズ
野村総合研究所
ＮＥＣ
ＮＴＴデータ

主なレポート
NEC（6701）
（2019/6/27）
新しいNEC

NTTデータ（9613）
（2019/6/11）

ITサービス最大手、課題克服し収益飛躍期へ
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26. Technical Materials / 特殊材料
I have analyzed the new potential for the paper
and pulp industry against a backdrop of growing
environmental awareness. I have worked to
provide long and short investment ideas even
amid a tough market. I strive to identify
emerging changes by keeping close watch on
trends in the supply chain and will continue to
offer investment ideas.
Proﬁle

HIRAKAWA, Noritsugu
平川 教嗣

TEL

+81-3-5555-7083
MAIL

noritsugu.hirakawa@daiwa.co.jp

2019 Ranking

Institutional Investor
4 (RU)
Nikkei Veritas
1
Refinitiv Earnings Estimators 3

Joined Okasan Securities in 2006 after
graduating from Hokusei Gakuen University’s
Department of Economics. Research analyst
covering the glass, paper & pulp, and other
materials sectors since 2010 after a stint as a
Japan equity strategist. Joined Daiwa Securities
in October 2017.
Analytical Approach
3861
5201
5232
5233
5301

Oji Holdings
AGC
Sumitomo Osaka Cement
Taiheiyo Cement
Tokai Carbon

Main Reports
New Potential for Paper & Pulp (20 Jun 2019)
Change afoot amid growing environmental
awareness
Pulp & Paper, Glass & Ceramics, Carbon Makers
(12 Jun 2019)
Price hikes helping, but earnings concerns persist

環境意識の高まりを背景とした紙パルプ業界の新
たな可能性を分析しました。厳しい相場環境でも
ロング・ショートアイデアを提供するように努めま
した。常に新しい変化を探し、サプライチェーン全
体を意識した調査で引き続きアイデアを提供でき
たらと考えております。

略歴
2006年北星学園大学経済学部経済学科卒業、
2006年岡三証券入社。日本株ストラテジスト職を
経て、2010年からアナリスト業務に従事。ガラス・
紙パ・その他素材セクターを担当。2017年10月
大和証券入社。現在に至る。

主要担当銘柄
3861
5201
5232
5233
5301

王子ホールディングス
ＡＧＣ
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン

主なレポート
紙・パルプの新たな可能性（2019/6/20）

環境意識の高まりが変える紙・パルプへの原点回帰

紙パ・ガラ土・カーボンセクターの投資判断
（2019/6/12）

値上げ効果があるも業績先行き懸念は払拭し難い

27. Telecommunications / 通信
I analyzed the impact of NTT Docomo’s rate cuts and
Rakuten’s entry to the market—the first newcomer in 12
years—without bias and on a case by case basis. I carefully
revised my order of preference for sector stocks after taking
into account shareholder returns and share price catalysts. My
cross-sector report issued in December 2018 formed the
basis of a valuation approach based on the discount vs. SOTP
theoretical value for Softbank Group. I discussed payment
industry trends at a seminar held this summer.
Proﬁle

ANDO, Yoshio
安藤 義夫

TEL

+81-3-5555-7028
MAIL

yoshio.ando@daiwa.co.jp

2019 Ranking

2
Institutional Investor
1
Nikkei Veritas
Refinitiv Earnings Estimators 1

Graduated from the University of Tokyo’s Faculty of
Engineering in 1986. Joined Daiwa Securities in 2013 after
stints at Japanese and foreign securities firms. Career as
research analyst started in 1986, first covering the
technology sector in the US and Japan, then the
telecommunications and Internet sectors from 1997. Has
been covering the telecommunications sector since 2013.
Analytical Approach
9432
9433
9434
9437
9984

NTT
KDDI
Softbank Corp.
NTT Docomo
Softbank Group

Main Reports

略歴
1986年東京大学工学部卒業。日系、外資系証券
会社を経て、2013年に大和証券入社。1986年か
ら日米でアナリストとしてテクノロジーセクターを
担当した後、1997年から通信/インターネットセク
ター、2013年から通信担当として現在に至る。

主要担当銘柄
9432
9433
9434
9437
9984

日本電信電話
ＫＤＤＩ
ソフトバンク株式会社
ＮＴＴドコモ
ソフトバンクグループ

主なレポート

Eyes on How Telecoms Shrugging Off Negatives (10 Jun 2019)

通信株：悪材料出尽くしのパターンを探る（2019/6/10）

Stock Valuations and Market Values of Assets (20 Dec 2018)

時価資産価値ベースの株価評価の考察（2018/12/20）

Key phase for end to negatives; new businesses in focus

Cross-sector checks on gaps vs. theoretical values
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ドコモの値下げと12年ぶり新規参入の楽天の影響
をバイアスを排してケース別に分析しました。株主
還元とカタリストを見て慎重に選好を変えました。
昨年12月のクロスセクターレポートはSBGのSOTP/
時価資産価値割引尺度の基礎となりました。今夏
ペイメントセミナーで業界の実像を探りました。

不安一巡への正念場、新経済の議論も開始へ
ディスカウントのセクター横断的な比較

27. Telecommunications / 通信
I cover mostly small/mid-cap telecommunications
names. In April, I authored an IPO report on Tobila
Systems, while my June report on GMO Payment
Gateway provided a long-term vision for FinTech. At
a seminar on payment trends in August, I provided an
analysis of the business models of payment agency
services firms.

Proﬁle

TOKUNAGA, Kazuki
得永 一樹

TEL

Joined Daiwa Securities in 2015 after graduating
from the University of Tokyo’s Law Faculty.
Transferred to Equity Research Department in 2017
after stint in retail sales at Utsunomiya branch. Has
covered telecommunications sector since 2018.

通信中小型株を中心に、調査活動をしております。
4月にはトビラシステムズのIPOレポートを作成しま
した 。6 月に G M O - P G のロングレ ポ ートで、
Finte c hの将 来 像を出 来る限りの 長 期に渡り
イメージしました。8月にペイメントセミナーを実施。
決済代行関連業界の事業構造を分析しました。

略歴
2015年東 京大学法学部卒 業。大和証券入社。
宇 都宮支店営業を経て、2017年企業調査 部に
異動。2018年通信セクターを担当、現在に至る。

+81-3-5555-7086
MAIL

kazuki.tokunaga@daiwa.co.jp

Analytical Approach
3769 GMO Payment Gateway
Main Reports
Cashless Payment Market Trends
(22 Aug 2019)
Trends for cashless payment subsectors
GMO Payment Gateway
(3769) (27 Jun 2019)
Our rating upgraded reflecting future vision for
FinTech

主要担当銘柄
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ

主なレポート
キャッシュレス決済関連市場の動向
（2019/8/22）
決済サブセクターの動向をまとめた

GMOペイメントゲートウェイ
（3769）
（2019/6/27）

Fintechの将来像を織り込み、レーティング引上げ

28. Trading Companies / 商社
Amid an increasingly uncertain outlook for the global
economy, I intend to provide timely information and
analysis on resource supply/demand as resource
price volatility mounts. Non-resource businesses,
which had been thought to have relatively stable
earnings, are seeing considerable change, and I will
pay particularly close attention to price-sensitive
non-resource operations.
Proﬁle

NAGANO, Masayuki
永野 雅幸

TEL

Joined Nikko Securities after earning master’s
degree from Kyushu University in 1997. Joined
Daiwa in 2019 after stints at foreign-affiliated
and Japanese securities firms. Has been
covering trading companies since 2007.

世界経済の不透明性が増すなかで、資源価格のボ
ラティリティが高まる中で資源需給分析や情報の
タイムリーな情報提供に努めてまいります。また、
業績が比較的安定的だと思われていた非資源分
野でも大きく変化しており、価格系非資源事業を
中心に綿密に調査していきます。

略歴
1997年九州大学大学院修了、日興證券に入社。
その後外資系、日系証券会社を経て、2019年に
大和証券入社。商社セクターは2007年から担当
開始、現在に至る。

+81-3-5555-7078
MAIL

masayuki.nagano@daiwa.co.jp

Analytical Approach
8001
8002
8031
8053
8058

Itochu
Marubeni
Mitsui & Co.
Sumitomo
Mitsubishi

Main Reports
Itochu (8001) (11 Jul 2019)
Highly rate aggressive stance on shareholder
payouts

主要担当銘柄
8001
8002
8031
8053
8058

伊藤忠商事
丸紅
三井物産
住友商事
三菱商事

主なレポート
伊藤忠商事（8001）
（2019/7/11）
積極的な株主還元姿勢を高く評価
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29. Transportation / 運輸
Caution is required for the transportation sector. Even
though passenger demand is robust, thanks partly to
the Golden Week holiday, cargo demand is losing steam
due to murky visibility for the macro environment. I will
monitor such developments. I will continue to strive to
provide insightful information based on analysis of
operating fundamentals and to create opportunities for
proactive discussion with investors.
Proﬁle

HITOTSUYANAGI, Hajime
一柳 創

TEL

Analytical Approach

+81-3-5555-7025
MAIL

hajime.hitotsuyanagi@daiwa.co.jp

9020
9022
9104
9143
9201

East Japan Railway
Central Japan Railway
Mitsui O.S.K. Lines
SG Holdings
Japan Airlines

Main Reports

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas
Refinitiv Stock Pickers

Joined Daiwa Institute of Research in 1997 after
graduating from Waseda University’s Faculty of Science
and Engineering. Career as transportation sector analyst
spans two decades since first entering Daiwa.

7 (RU)
3
3

Investment Opinion on Three Shipping Majors
(28 Jun 2019)
Nearing turning point amid tighter environmental
rules
SG Holdings (9143) (17 Jun 2019)
Applaud progress with measures for sustained
growth

運輸業界は大型連休等から旅客が順調となる一方、
マクロ環境の不透明さから貨物分野が減速しつつ
あり、予断を許さない状況です。このような動向を
注視するとともに、ファンダメンタルズ分析を基礎に
皆様へタイムリーな情報提供、活発で有意義な議論
の場を持つことができるように精進いたします。

略歴
1997年早稲田大学理工学部卒業。大和総研入社、
以降運輸セクターを20年にわたり一貫して担当、
現在に至る。

主要担当銘柄
9020
9022
9104
9143
9201

東日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
商船三井
ＳＧホールディングス
日本航空

主なレポート
海運大手3社の投資判断（2019/6/28）

環境規制強化等を受け、転換点を迎えつつある

SGホールディングス（9143）
（2019/6/17）
持続成長に向けた取組進展を評価したい

29. Transportation / 運輸
I have been covering the transportation sector
since May 2019, with my focus on a detailed
bottom-up analysis. I aim to provide value-added
information and investment opinions while
broadening my coverage range.

Proﬁle

YONEZAWA, Masayoshi
米澤 正祥

TEL

+81-3-5555-7041

Joined Daiwa Securities in 2019 after earning a
master’s degree from Tokyo University’s
Graduate School of Agricultural and Life
Sciences. Started career as research analyst in
2012 after stint in retail sales. Covered retail
banks from 2015 and has been focusing on
transportation sector since May 2019.

2019年5月より運輸セクターを担当することになり
ました。詳細なボトムアップ分析を心がけ、
リサーチ
領域の拡大を図り、有益な情報・投資判断の発信
に努めて参ります。

略歴
2009年東京大学大学院農学生命科学研究科修了、
大和証券入社。リテール営業を経て、2012年より
アナリスト業務に従事。2015年地方銀行セクター
担当。2019年5月より運輸セクター担当。

MAIL

masayoshi.yonezawa@daiwa.co.jp
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Analytical Approach

主要担当銘柄

Main Reports

主なレポート

30. Economics / 経済
In addition to compiling economic forecasts, I analyzed
a number of key issues in 2019, including the US-China
cold war, the Fed’s policy shift, and Japan’s sales tax
hike, and strived to deliver my views quickly. I also
provided a first-hand look at the local situation in China
based on research trips, and offered deeper
perspectives by tapping the expertise of outside
specialists. I would appreciate your support in the
economist ranking.

KOBAYASHI, Shunsuke
小林 俊介

TEL

+81-3-5555-7238
MAIL

shunsuke.kobayashi@dir.co.jp

Proﬁle
Economist covering the Japanese and global
economies. Joined Daiwa Institute of Research in
2007 after graduating from the University of Tokyo’s
Faculty of Economics. Acquired a dual master’s
degree from Columbia University (US) and the London
School of Economics (UK) in 2013 after stints at DIR
focused on emerging market economies and
investment strategy. In current role since returning to
Japan in 2013. Also make TV appearances on NHK and
BS TV Tokyo, among others.
Main Reports

2019 Ranking

Institutional Investor

2

Japan’s Economy: Monthly Outlook
Japan’s Economic Outlook (quarterly)
Premium macro memos
(irregular; Japanese only)
Global economic, finance seminars
(irregular; Japanese only)
China research trip reports
(irregular; Japanese only)

王道の経済見通しに加え、2019年は特に米中冷
戦、Fedの方針転換、日本の消費増税などを重点
的に分析し、迅速な情報発信に努めております。
また、リサーチトリップを通じ中国現地の情報を
お届けしたほか、外部の専門家を招聘してディープ
な見識の提供に励みました。エコノミストランキン
グでのご評価を頂けますと幸甚です。

略歴
日本経済・世界経済担当エコノミスト。2007年
東京大学経済学士取得、大和総研入社。新興国経
済・投資戦略分析を経て、米コロンビア大学、英
LSEより修士号取得。在学中、OECDにて調査分
析プロジェクトに従事。2013年に帰国後、現職に
至る。ＮＨＫ、BSテレビ東京などの番組にも出演。

主なレポート
日本経済見通し（毎月）
日本経済予測（四半期）
プレミアムマクロメモ（不定期）
グローバル経済・金融セミナー（不定期）
中国リサーチトリップ報告書（不定期）

31. Equity Strategy / 株式戦略
Leveraging my experience in economic research at the
Ministry of Finance and a US graduate school, I strive
to (1) analyze macro policy and the economy, (2)
conduct timely and rigorous equity market research
focused on corporate earnings, valuations, stock
supply/demand, and stock selection, and (3) offer bold
theories based on wide-ranking data collection. My
goal is to propose highly effective investment
strategies that bring together these three aspects.

ABE, Kenji
阿部 健児

TEL

+81-3-5555-7284
MAIL

kenji.abe@daiwa.co.jp

Proﬁle
Graduated from the University of Tokyo with a degree
in economics in 1998 and joined the Ministry of
Finance the same year. Was involved in the
compilation of economic white papers when
seconded to the Cabinet Office as well as helped draft
MOF’s foreign exchange policy as part of its
international bureau. Obtained PhD in economics from
Johns Hopkins University in 2007. Have now worked
for more than a decade as a Japan equity strategist.
Main Reports
Names Likely to Issue Earnings Revisions
(24 Aug 2019)
Good progress in 1Q vs. full-year targets often
leads to upward revisions
Focus on Impact of BOJ Purchases
(16 Aug 2019)
Stocks with large impact from BOJ purchases
tend to outperform when stock market pulls
back

財務省勤務、米国大学院での経済学研究の経験を
活かしたマクロ政策、経済分析。企業業績、バリュ
エーション、需給、物色に関する緻密でタイムリー
な株式市場調査。幅広い情報収集に基づく大胆な
仮説提示。3つを組み合せて実効性の高い投資戦
略策定を目指します！！！

略歴
1998年東京大学経済学部卒業。同年財務省入省。
内閣府出向時に経済白書作成、財務省国際局に
おいて外国為替政策に携わる。2007年ジョンズ・
ホプキンス大学にて経済学Ph.D.取得。10年以上
にわたり、日本株投資戦略の立案に従事。

主なレポート
上方・下方修正の可能性の高い企業は？
（2019/8/23）
1Q進捗率が高いと上方修正する傾向

株価急落時には日銀インパクトに注目
（2019/8/16）

日銀インパクト大の企業は株価下落時にアウトパ
フォームする傾向
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31. Equity Strategy / 株式戦略
I strive to offer integrated investment ideas that
encompass both panoramic and close-up
views, taking advantage of my experience in
both bottom-up and top-down research. Rather
than investing too much ego into overly detailed
research, my aim is to deliver thematic stories
that resonate with clients. Your guidance and
encouragement is invaluable to my work.

HIRONAKA, Takaaki
弘中 孝明

TEL

+81-3-5555-7215
MAIL

Proﬁle
Earned a master’s degree in economics from
Kyoto University in 2012. Joined Daiwa
Securities the same year, working in US equity
research since then. Covered US consumer
goods sector during a stint in the US from 2016.
Returned to Japan in 2019 as a strategist
focused on US equities.

ボトムアップからトップダウンまでリサーチ活動に
従事した経験を基に、上から下まで一貫したアイ
ディアの提供に努めます。詳細な調査に慢心する
ことなく、皆様の腑に落ちるようなストーリーの
提示を心がけて参りますので、ご指導ご鞭撻の程
よろしくお願い申し上げます。

略歴
2012年京都大学大学院経済学研究科修了。同年
大和証券へ入社し、一貫して米国株の調査業務に
従事する。16年からの米国駐在では消費財セク
ターアナリストを経験。19年に帰任し、現職。

takaaki.hironaka@daiwa.co.jp
Main Reports
Capital Strategies of US firms—ROIC
(9 Aug 2019) (Japanese only)
Recommend buying firms with strong ROIC
US Equities Market Outlook (5 Jun 2019)
Expect market to slowly move over key level

主なレポート
米国企業の資本戦略 - ROIC編（2019/8/9）
せっかくならば資本巧者に託したい

米国株マーケットアウトルック（2019/5/30）
焦らずじっくり大台越え

31. Equity Strategy / 株式戦略
2020 looks likely to be a more hectic year than
usual, marking only ten years left to achieve
social development goals and bringing a reform
of Japan’s stewardship code. With this in mind,
I will continue to work to provide useful analysis
that leverages my wide-ranging experience and
fully taps my network of knowledgeable
contacts.

Proﬁle

IEIRI, Naoki

Graduated from International Christian University’s
College of Liberal Arts, Division of Social Science in
2005, having researched the link between corporate
CSR activity and the performance of SRI funds.
Joined Daiwa Securities the same year. Focused on
ESG investing since 2016 following a stint as a sector
analyst, a posting to South Korea, a shift to analysis
of stock supply/demand, and a secondment to the
Ministry of Economy, Trade, and Industry.

家入 直希

TEL

+81-3-5555-7310
MAIL

naoki.ieiri@daiwa.co.jp

Main Reports
2019 Ranking

Nikkei Veritas
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GPIF's Stewardship Activities Report 2018
(7 Mar 2019)
Important points from perspective of asset
managers
Sustainable Portfolios Under Changing Climate
(17 Jan 2019)
Focus on Task Force on Climate-Related Financial
Disclosures (TCFD)-compatible approaches to
building portfolios resistant to climate change risk

2020年はSDGｓ達成年まで残り10年の節目、
国内ではSSC改定等もあり、本年以上に世の中も
慌ただしくなりそうです。引き続き、これまでに
培った幅広い業務経験、人脈をフル活用して、皆様
のお役に立てるよう努めてまります。よろしくお願
い申し上げます。

略歴
2005年国際基督教大学教養学部社会科学科卒業。
在学時には「企業のCSR活動とSRIファンドのパ
フォーマンス」について研究。同年大和総研入社。
セクターアナリスト、韓国駐在、株式需給分析、経
済産業省出向等を経て、2016年よりＥＳＧ担当。

主なレポート
GPIFスチュワードシップ活動報告
（2018）
のポイ
ント
（2019/3/1）
運用機関の視点からの重要ポイントを中心に報告

気候変動シナリオを考慮したポートフォリオ構築
手法（2018/12/17）

TCFDとの親和性の高さの観点からも気候変動リスク
を考慮したポートフォリオ構築手法は注目

31. Equity Strategy / 株式戦略
I research, analyze, and make recommendations
based on ESG factors that could limit companies’
economic activities. By combining environmental
factors with financial information, I strive to provide
ideas for creating and assessing corporate value.

OSAWA, Shuichi
大澤 秀一

TEL

+81-3-5555-7176
MAIL

shuichi.osawa@daiwa.co.jp

Proﬁle
Joined the financial industry after holding positions in
academia as a special research fellow at Riken and an
assistant professor at Tohoku University’s Institute of
Multidisciplinary Research for Advanced Materials.
Transferred to Daiwa Securities after stints at Daiwa
Institute of Research researching tech start-ups,
working as a business consultant, and analyzing
regional financial economies. Focused on ESG,
particularly environmental issues, since then.
Main Reports
ESG Update-2 Aug 2019 (6 Aug 2019)
ESG Update-19 Jul 2019 (22 Jul 2019)

企業の経済活動の制約条件になりえるESG要因に
ついて調査・分析・逓減活動に取り組んでいます。
特に、環境要因を財務情報に統合し、企業価値を
創造・評価するためのアイデアの提供に努めてまい
ります。

略歴
理化学研究所基礎科学特別研究員と東北大学多
元物質科学研究所助教を経て金融業界に転職。
大和総研でハイテクベンチャー調査や経営コンサ
ルティング、地域金融経済調査を経て、大和証券
エクイティ調査部に転籍。以降、環境イシューを中
心にESGリサーチに従事。

主なレポート
ESGアップデート 2019.8.2（2019/8/2）
ESGアップデート 2019.7.19（2019/7/19）

31. Equity Strategy / 株式戦略
In addition to analyzing the market environment
in Japan and overseas, stock supply/demand,
and corporate earnings, I strive to bring issues
at Japanese firms into sharper focus by
comparisons with their global peers. In stock
selection, my aim is to uncover promising
growth stocks in their early stages. I also
endeavor to offer investment ideas with a global
perspective.

ISHIGURO, Hideyuki
石黒 英之

TEL

+81-3-5555-7065
MAIL

hideyuki.ishiguro@daiwa.co.jp

Proﬁle
Graduated from Nanzan University in 2001.
Equity strategist since 2006 after a stint in retail
branch sales at a domestic brokerage firm.
Joined Daiwa Securities in 2016, bringing
strengths in analyzing the broader Japan equity
market and pinpointing individual stock picks.
Also focused on recommending international
stock ETFs.
Main Reports

2019 Ranking

Nikkei Veritas

8

Equities Markets Shaken by Escalating US-China
Trade Friction
(6 Aug 2019) (Japanese only)
Stocks likely to be underpinned by global
monetary easing; corrections to be brief
From Heisei to Reiwa. Investment strategy
for New Era? (7 May 2019) (Japanese only)
While US stocks continue to outperform, focus
on Japanese firms able to adapt to changing
times

内外環境や需給、業績面からの分析に加え、日本と
世界の企業との比較などを交え日本企業の問題点
にも着目しています。銘柄発掘については企業の利
益成長性に注目した分析を行っており、早期に成長
株をみつけることに重きをおいています。
グローバル
視点を意識した投資提案を心がけています。

略歴
2001年南山大学卒業。
国内証券の支店営業を経て、
20 0 6 年より日本 株 ストラテジスト業務に従事。
2016年に大和証券。
日本株相場分析と個別株銘柄
の発掘に強み。海外株ETFの提案にも注力。

主なレポート
米中貿易摩擦激化で揺れる株式相場
（2019/8/6）

世界的な金融緩和の動きが株式相場を支える可能
性高く、調整は一時的に

「平成」から「令和」
へ。新時代の投資戦略は？
（2019/5/7）

米国株の優位性は不変の一方、日本株は時代の変化
に対応できる企業に注目
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31. Equity Strategy / 株式戦略
I have been a technical analyst for 32 years. With my
deep market experience, I am confident that I can
provide three significant advantages to investors: not
only boosting investment performance but also
raising financial literacy and bolstering confidence in
market outcomes.
Proﬁle
Joined Daiwa Securities in 1988 after graduating from
Seikei University’s Faculty of Science and Technology
with a degree in artificial intelligence. Focused
exclusively on equity market analysis since entering
Daiwa. Winner of several awards including Toyo Keizai
Inc.’s Takahashi Kamekichi Memorial Award. Writes
columns for Reuters and other news media and is a
regular commentator for Nikkei CNBC and other
business news broadcasters. Also serves as director of
the Japan Association of Business Cycle Studies.

KINOUCHI, Eiji
木野内 栄治

TEL

+81-3-5555-7230
MAIL

Main Reports

eiji.kinouchi@daiwa.co.jp

2019 Ranking

Institutional Investor
Nikkei Veritas
(Technical Analysts)

6
2

Ahead of Sales Tax Hike: Tech Stocks to Rally,
Banks to Pull Back; Autos to be Litmus Test
(16 Jan 2019) (Japanese only)
At sales tax hike, yen to depreciate, per
Mundell-Fleming model; tech stocks solid at
each previous hike
N-shaped Pattern on Expectations for Various Gov’t
Initiatives through Spring, Wait-and-See Mode
through Autumn (10 Jan 2019) (Japanese only)
See N-shaped pattern: Expectations for various
gov’t measures in Jan but to peter out in Apr on
final approval of sales tax hike, recovery from
bottom when sales tax hiked in Oct

テクニカル分析を担当して32年。相場の経験則を
抽出することで、投資パフォーマンスの向上だけ
でなく、金融リテラシー、相場に対する自信の三つ
の恵みをご提供できると確信しています！！

略歴
1988年成蹊大学工学部卒業、専門は人工知能。
同年大和証券入社。以来一貫して市場分析業務に
従事。東洋経済新報社高橋亀吉記念賞優秀賞など
を受賞。ロイター等でコラム執筆。日経ＣＮＢＣ等で
レギュラーコメンテーター、景気循環学会の常務
理事も務める。

主なレポート
消費増税前からテック高・銀行安、
自動車が試金石
（2019/1/16）
消費増税時はマンデル=フレミング・モデルから円安
傾向。毎回テック株が堅調に

春まで政策総動員期待、秋まで様子見のN字に
（2019/1/10）

1月政策総動員期待、4月消費増税最終了解で期待
一巡、
10月消費増税実施でアク抜けのN字波動を想定

32. Quantitative Research / クオンツリサーチ
With monetary easing in place globally and value
factors continuing to struggle, the effectiveness of
quality metrics looks likely to remain in the spotlight.
Against this backdrop, I conduct real-world
verifications in the Japanese stock market of
academic theories introduced in financial journals
and also provide information that should become a
source of investment alpha. In addition, I analyze the
impact of stock index revisions.

HASHIMOTO, Junichi
橋本 純一

TEL

+81-3-5555-7340

Proﬁle
Graduated from Hitotsubashi University’s Graduate
School of Commerce and Management in 1997.
Focused on quant analysis of Japanese equities
since joining Daiwa Institute of Research in 2001
following earlier positions at domestic and foreign
securities firms. Daiwa Securities from 2012.

グローバルで金融緩和が進み、バリューファクター
の効果は厳しい状況が続く一方、クオリティ指標
の有効性は引き続き期待できそうです。ファイナン
ス誌の掲載論文の日本株市場における実証分析
にも取り組み、アルファの源泉となり得る情報も
紹介しています。株 価指数の銘柄入替え分析も
行っています。

略歴
1997年一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。
国内系・外資系証券を経て、2001年大和総研入社。
2012年より大和証券。大和総研入社後は一貫して
日本株クオンツ分析を担当。

MAIL

junichi.hashimoto@daiwa.co.jp
Main Reports
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Expected Promotions to TSE1 and Market
Realignment (6 Mar 2019) (Japanese only)
If market cap standards lifted through realignment,
likely stocks for promotion could be largely
whittled down
Return Momentum and Factor Momentum
No.1: Evidential Analysis
(15 Jan 2019) (Japanese only)
Strategy tilted only to factors with past superior
performance to be effective

主なレポート
東証一部昇格予想と市場再編（2019/3/6）

市場再編に伴い時価総額基準が引きあがれば、一部
昇格の予想銘柄は大きく絞り込まれる側面も

リターンモメンタムとファクターモメンタム：NO1：
実証
（2019/1/15）
過去のパフォーマンスが優れたファクター“だけ”に
チルトする戦略が効果的

32. Quantitative Research / クオンツリサーチ
Amid a market that continues to be driven by
overconcentration in blue-chip stocks, I am
focusing on the timing of an inevitable return
reversal. Meanwhile, stock selection is
becoming increasingly difficult as both the
global and domestic Japanese economies
remain sluggish. I will strive to continue to offer
insightful and accurate research.
Proﬁle

SUZUKI, Masahiro
鈴木 政博

TEL

+81-3-5555-7328

Graduated from Waseda University’s Graduate
School of Fundamental Science and Engineering
with a master’s degree in operations research in
1992. After work in global asset allocation (GAA)
model development, focused on Japanese
equities since 1995. Daiwa Institute of Research,
Daiwa Securities since 2002.

一極集中の優良株相場が継続する中、時折訪れる
リバーサルが何時起きるのかを主眼に相場を見て
おります。世界景気、国内景気ともに低迷傾向が
続く中、銘柄選定の難易度が増しており、的確な
レポートを継続していきたいと思っております。

略歴
1992年早稲田大学院理工学研究科修士課程修
了（オペレーションズ・リサーチ専修）。GTAAモデ
ル開発を経て1995年より日本株担当。2002年よ
り大和総研、大和証券。

MAIL

masahiro.suzuki@daiwa.co.jp
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Main Reports
Japanese Market Review July 2019
(1 Aug 2019)
Market rallied on US-China talks, strength on
Wall Street, but yen strength, earnings results
weighed heavily
Weekly Suzuki Report; 14 June 2019
(14 Jun 2019)
Selecting from non-commoditized names Buffett
style

主なレポート
2019年7月相場の回顧と物色動向
（2019/8/1）
米中協議や米株好調から上昇も円高や業績が重荷

鈴木通信Weekly～19年6月14日
（2019/6/14）

不透明感が強い中、バフェット流銘柄に注目

32. Quantitative Research / クオンツリサーチ
Since the Lehman crisis, factor effects in the
Japanese stock market have been unstable and
it has become increasingly difficult to capture
excess returns. I aim to uncover the structural
reasons for this, and provide rigorous analysis of
what investment strategies will be effective in a
timely and easy-to-understand way. I appreciate
your continued support.

MENO, Hiroyuki
目野 博之

TEL

+81-3-5555-7264
MAIL

Proﬁle
Joined Daiwa Institute of Research in 2001 after
graduating from Waseda University’s Faculty of
Commerce. Worked as a systems engineer
developing systems for financial institutions.
Transferred to Daiwa Securities in 2008,
focusing initially on market analysis for retail
investors. Japan equity quant analyst since 2013.

リーマン・ショック以降、日本株のファクター効果
は不安定になり、超過リターンの獲得が難しくなり
ました。その理由を構造的に捉えて、どのような投
資戦略であれば有効となるのかをわかりやすく、
丁寧に、そしてタイムリーにご提供することを心が
けております。よろしくお願いいたします。

略歴
2001年早稲田大学商学部卒業。同年に大和総研
に入社し、SEとして金融システム開発を担当。
2008年に大和証券に転籍して、リテール向けに
国内外の市場分析業務を担当。2013年より日本
株クオンツ分析を担当。

hiroyuki.meno@daiwa.co.jp
Main Reports
Three Strategies Based on G20, US Employment
Data (18 Jun 2019) (Japanese only)
From Jul, stock selection combining three
scenarios, two seasonal factors
Focus on Stocks that have Pulled Back Almost
to Historical Low P/Es
(3 Jun 2019) (Japanese only)
Selection of undervalued stocks based on
historical data

主なレポート
G20と米雇用統計の結果に応じた3つの戦略
（2019/6/18）

7月以降は3つのシナリオと2つの季節性の組み合わ
せで銘柄を物色

PERが時系列の下限まで調整した銘柄に注目
（2019/6/3）

クロスセクションではなくヒストリカルで割安な銘柄
を物色
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29

Transportation

30

Economics
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Equity Strategy
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セクター

1

自動車部品
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自動車

3

銀行

4
5
6
7
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飲料・食品・たばこ
バイオテクノロジー・医薬品
放送
化学
建設
化粧品・パーソナルケア
エレクトロニクス/部品
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エレクトロニクス/産業用
エレクトロニクス/精密機器
エネルギー・ユティリティ

15

ゲーム・インターネット

16

住宅・不動産

17

保険・その他金融

18

機械

19

医療機器・サービス

20

鉄鋼・非鉄金属

21

店頭株式・小型株

22
23

プラント・造船
不動産投資信託

24

小売

25
26

ソフトウェア
特殊材料

27

通信

28

商社

29

運輸

30

経済

31

株式戦略

32

クオンツリサーチ

サブセクター / 市場

大手銀行
地方銀行

ゲーム
インターネット
不動産
住宅

医療機器
サービス

大型店
専門店・アパレル

日本経済
チーフストラテジスト
米国市場
ESG
ESG
日本市場
テクニカル分析
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