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エクイティリサーチスタッフ・ディレクトリー

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、ボックス圏での展開が長く続きました。しかしながら、日本の
経済・企業業績は底堅く、
10月の中間決算発表を機に、
上値を追う場面も見られて
います。日本株をアンダーウェイトにしている外国人投資家も多く、
「 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。
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12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

1. 産業用電子機器

4. 自動車
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・半導体関連では、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。

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
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。

西村 和哉
MAIL

03-5555-7161
kazuya.nishimura@daiwa.co.jp

2019年 日経ヴェリタス

ランキング

Institutional Investor

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。

箱守 英治

主要担当銘柄

Kazuya Nishimura

TEL

略歴

3
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6501 日立製作所
6502 東芝

6503 三菱電機
6504 富士電機

6645 オムロン

TEL
MAIL

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）

ランキング

7201 日産自動車
7202 いすゞ自動車

03-5555-7072
eiji.hakomori@daiwa.co.jp

2019年 日経ヴェリタス

新中計発表を前にポイントを整理

2. 家電・AV機器

主要担当銘柄

Eiji Hakomori

Institutional Investor

1
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トヨタ自動車（7203）
（2019/7/18）

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

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。

榮 哲史

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。

坂牧 史郎

主要担当銘柄

Satoshi Sakae

03-5555-7139
satoshi.sakae@daiwa.co.jp

2019年 日経ヴェリタス

ランキング

主なレポート

上海、フランクフルトなどの展示会情報や、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

MAIL

7269 スズキ

5. 自動車部品
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。

TEL

7203 トヨタ自動車
7267 本田技研工業
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6752 パナソニック
6753 シャープ

6758 ソニー
7309 シマノ

7951 ヤマハ

TEL
MAIL

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）

主要担当銘柄

Shiro Sakamaki

03-5555-7067
shiro.sakamaki@daiwa.co.jp

2019年 日経ヴェリタス

ランキング

将来成長のための足場固めの時期とみる

Institutional Investor

1
1

5108 ブリヂストン
6201 豊田自動織機

6902 デンソー
7259 アイシン精機

7296 エフ・シー・シー

主なレポート
自動車部品セクターの2Q19決算見通し
（2019/10/11）

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

通期計画の下方修正が悪材料出尽くしとなるか

3. 電子部品

5. 自動車部品
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。

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

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。

佐渡 拓実
MAIL
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6594 日本電産
6762 ＴＤＫ

03-5555-7085
takumi.sado@daiwa.co.jp

2019年 日経ヴェリタス

ランキング

Institutional Investor

大川 淳士

主要担当銘柄

Takumi Sado

TEL

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。
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6963 ローム
6971 京セラ

6981 村田製作所

二次電池事業は頼りになる増益要因

TEL
MAIL

主なレポート
TDK（6762）
（2019/8/15）

Junji Okawa

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

03-5555-7335
junji.okawa@daiwa.co.jp

主要担当銘柄
4246 ダイキョーニシカワ
5988 パイオラックス

7274 ショーワ
7988 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
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6. 医薬品・ヘルスケア（医薬品）

7. トイレタリー・化粧品

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。

先進国では高付加価値品の伸長に、新興国では経済発展に伴う消費の高度化に、それぞれ中
長期で期待できる産業セクターであると考えています。様々なマクロ統計データや決算という
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
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。

橋口 和明
MAIL

03-5555-7158
kazuaki.hashiguchi@daiwa.co.jp

2019年 日経ヴェリタス

ランキング

Institutional Investor

広住 勝朗

主要担当銘柄

Kazuaki Hashiguchi

TEL

略歴

1
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4502 武田薬品工業
4503 アステラス製薬

4519 中外製薬
4568 第一三共

4578 大塚ホールディングス

Katsuro Hirozumi

TEL
MAIL

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. 医薬品・ヘルスケア（医療機器）

2019年

ランキング

03-5555-7155
katsuro.hirozumi@daiwa.co.jp
日経ヴェリタス

2
3
Institutional Investor
リフィニティブ 業績予想部門（業種） 3

TEL
MAIL

03-5555-7147
tomoko.yoshihara@daiwa.co.jp

2019年 日経ヴェリタス

ランキング
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Institutional Investor 4(RU)

4922 コーセー
4927 ポーラ・オルビスホールディングス

8113 ユニ・チャーム

主なレポート
ファンケル
（4921）
（2019/11/13）

セクター随一の強い基調を評価、
「強気」に引き
上げ

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

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。

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。

梅林 秀光

主要担当銘柄
2413 エムスリー
4543 テルモ

4452 花王
4911 資生堂

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

Tomoko Yoshihara

主要担当銘柄

8. 化学・繊維

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。

葭原 友子

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。

6869 シスメックス
7733 オリンパス

7747 朝日インテック

Hidemitsu Umebayashi

TEL
MAIL

主なレポート
ヘルスケアセクター19年7－9月期決算
（2019/10/16）

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

03-5555-7130
hidemitsu.umebayashi@daiwa.co.jp

2019年 日経ヴェリタス

ランキング

3
Institutional Investor 6(RU)

主要担当銘柄
3402 東レ
4061 デンカ

4063 信越化学工業
4188 三菱ケミカルホールディングス

4203

住友ベークライト

主なレポート
住友ベークライト（4203）
（2019/10/25）

今期計画は未達となろうが、中長期の評価余地大

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

ファンダメンタルズが好調な銘柄に注目、円高進
行による影響に注意

6. 医薬品・ヘルスケア（サービス）

9. ガラス・紙パ・その他素材

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。

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。また、5G関連企業として日東紡
を新規にカバーしました。サプライチェーンを意識し、常に新しい発見を提供できるように努め
ていきたいと思います。

略歴

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。2014年レジャー、サービスセクター、中小型株を担当。

関根 哲
Satoru Sekine

TEL
MAIL

03-5555-7143
satoru.sekine@daiwa.co.jp

2019年 リフィニティブ 業績予想部門（業種） 3

ランキング

平川 教嗣

主要担当銘柄
2181 パーソルホールディングス
4849 エン・ジャパン

6197 ソラスト
9735 セコム

CSP（9740）
（2019/5/28）

TEL
MAIL

主なレポート
短期の常駐警備需要、
中期的な機械警備シフトが
牽引

5

9783 ベネッセホールディングス

Noritsugu Hirakawa

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

2019年

ランキング

03-5555-7083
noritsugu.hirakawa@daiwa.co.jp
日経ヴェリタス

1
Institutional Investor 4(RU)
リフィニティブ 業績予想部門（業種） 3

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
3110 日東紡
3861 王子ホールディングス

5201 ＡＧＣ
5233 太平洋セメント

5301

東海カーボン

主なレポート
日東紡（3110）
（2019/10/1）

5G投資拡大による成長を取り込む局面へ

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
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10. 鉄鋼・非鉄

12. 機械、造船・プラント
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。

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

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。

尾崎 慎一郎
03-5555-7062
shinichiro.ozaki@daiwa.co.jp

MAIL

2019年 日経ヴェリタス

ランキング

Institutional Investor

田井 宏介

主要担当銘柄

Shinichiro Ozaki

TEL

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。

3
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5401 日本製鉄
5411 ＪＦＥホールディングス

5486 日立金属
5713 住友金属鉱山

5802

住友電気工業

TEL
MAIL

主なレポート
鉄鋼・非鉄・電線セクター投資判断
（2019/9/17）

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

業績・配当の下方硬直性で銘柄選別する局面

10. 鉄鋼・非鉄

主要担当銘柄

Hirosuke Tai

6273 ＳＭＣ
6301 コマツ

03-5555-7069
hirosuke.tai@daiwa.co.jp
日経ヴェリタス

2019年 Institutional Investor
機械
造船プラント

ランキング

2
2
3

重岡 絵美里

猪股 彩香

03-5555-7144
emiri.shigeoka@daiwa.co.jp
10

5541 大平洋金属
5703 日本軽金属ホールディングス

5726
5727

大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム

5741 ＵＡＣＪ

Ayaka Inomata

TEL
MAIL

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

03-5555-7074
ayaka.inomata@daiwa.co.jp

大平洋金属
（5541）
（2018/11/30）

7

6146 ディスコ
6857 アドバンテスト

Institutional Investor

5
7

椿本チエイン
ダイフク

6407

ＣＫＤ

主なレポート
CKD（6407）
（2019/7/12）

特定分野に強み、
苦戦した前期からの回復に期待

略歴

守田 誠

主要担当銘柄

03-5555-7124
toru.sugiura@daiwa.co.jp

6371
6383

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。

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。

Toru Sugiura

ランキング

「商品力+ソリューション提案力」が成長の源泉

13. 食品

略歴

杉浦 徹

6136 オーエスジー
6143 ソディック

修正後計画のハードルは高い、
来期の回復待ち

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。

2019年 日経ヴェリタス

キーエンス（6861）
（2019/6/5）

主要担当銘柄

ダイフク（6383）
（2019/9/2）

持続的な利益確保にはニッケル価格上昇が不可欠

11. 精密機械・半導体製造装置

MAIL

今期は辛いが再来期にはピーク業績更新が視野に

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

Emiri Shigeoka

TEL

安川電機（6506）
（2019/8/30）

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。

2019年 日経ヴェリタス
ランキング

主なレポート

日本の機械メーカーは、各分野にてグローバルで高いプレゼンスを持つ企業が多くあります。そ
うした企業の競争力の源泉に注目しつつ、足元のサイクルと長期的な成長性を分析することを
意識しています。また中小型銘柄を含め幅広い企業からの情報収集により、転換点を見つけら
れるよう努めております。

略歴

MAIL

6954 ファナック

12. 機械、造船・プラント（機械）
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。

TEL

6506 安川電機
6861 キーエンス

7701 島津製作所
7741 ＨＯＹＡ

8035

東京エレクトロン

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

TEL
MAIL

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）

Makoto Morita

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

03-5555-7146
makoto.morita2@daiwa.co.jp

2019年 日経ヴェリタス

ランキング

3
Institutional Investor 5(RU)

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 明治ホールディングス
2502 アサヒグループホールディングス

2801 キッコーマン
2802 味の素

2914

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10月号〉
（2019/10/21）

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

スーパーマーケットにおける販売動向

8

14. 銀行（大手銀行）

15. 証券・保険・その他金融（その他金融）
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。

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。
略歴

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。

高井 晃
Akira Takai

TEL
MAIL

03-5555-7020
akira.takai@daiwa.co.jp

2019年 日経ヴェリタス

ランキング

5
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矢野 貴裕

主要担当銘柄
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
8308 りそなホールディングス

2011年大和証券CM入社、2012年石油セクター担当アナリスト、2015年米国銀行セクター担当アナ
リスト（NY駐在）。併せて決済・格付け等の周辺銘柄を担当。2019年より地方銀行セクター担当ア
ナリスト（東京）。米国CFA協会認定証券アナリスト。

8309 三井住友トラスト・ホールディングス
8316 三井住友フィナンシャルグループ

8411 みずほフィナンシャルグループ

TEL
MAIL

主なレポート
大手銀行の分析～2019年第4号～
（2019/10/11）

市場部門の牽引で業績好調/配当株として長期推奨

主要担当銘柄

Takahiro Yano

8439 東京センチュリー
8566 リコーリース

03-5555-7125
taka.yano@daiwa.co.jp

主なレポート

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

14. 銀行（地方銀行）

16. 小売り（大型店）
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。

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

矢野 貴裕
Takahiro Yano

TEL
MAIL

03-5555-7125
taka.yano@daiwa.co.jp

8586 日立キャピタル

略歴

2011年大和証券CM入社、2012年石油セクター担当アナリスト、2015年米国銀行セクター担当アナ
リスト（NY駐在）。併せて決済・格付け等の周辺銘柄を担当。2019年より地方銀行セクター担当ア
ナリスト（東京）。米国CFA協会認定証券アナリスト。

津田 和徳

主要担当銘柄
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ
8331 千葉銀行

8354 ふくおかフィナンシャルグループ
8355 静岡銀行

主要担当銘柄

Kazunori Tsuda

TEL
MAIL

主なレポート

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。

03-5555-7133
kazunori.tsuda@daiwa.co.jp

2019年 日経ヴェリタス

ランキング

Institutional Investor
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3086 Ｊ．
フロント リテイリング
3382 セブン＆アイ・ホールディングス

8252 丸井グループ
8267 イオン

8273 イズミ

主なレポート
J.フロント リテイリング
（3086）
（2019/9/9）
今後の利益成長、ROE改善に注目

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

15. 証券・保険・その他金融

16. 小売り（専門店・アパレル）
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。

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

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。

渡辺 和樹
Kazuki Watanabe

TEL
MAIL

03-5555-7019
kazuki.watanabe@daiwa.co.jp
日経ヴェリタス

3
2019年 Institutional Investor
4
ランキング
リフィニティブ 業績予想部門（業種） 2
9

川原 潤

主要担当銘柄
8591 オリックス
8604 野村ホールディングス

8715 アニコム ホールディングス 8766 東京海上ホールディングス
8750 第一生命ホールディングス

オンライン生保の構造的な成長機会に注目

TEL
MAIL

主なレポート
ライフネット生命保険
（7157）
（2019/9/25）

Jun Kawahara

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

03-5555-7092
jun.kawahara@daiwa.co.jp
日経ヴェリタス

6
2019年 Institutional Investor
10
ランキング
リフィニティブ 業績予想部門（業種） 2

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
良品計画
（7453）
（2019/10/11）

上期減益、通期下方修正も1Qでの業績底打ち
確認

クスリのアオキホールディングス
（3549）
（2019/9/30）

天候影響で1Q営業減益も、
「2」を継続する
10

17. 商社

19. 住宅・不動産（住宅）
世界経済の不透明性が増し、総合商社業績が資源分野、非資源分野ともに大きく変動していま
す。資源関連情報や需給分析に加えて、価格系非資源事業を中心に綿密に調査していきます。大
和証券に入社し、ようやく準備が整って来ました。これからリサーチレベルを上げていきます。な
にとぞご支援ください。

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

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。

永野 雅幸
TEL
MAIL

寺岡 秀明

主要担当銘柄

Masayuki Nagano

03-5555-7078
masayuki.nagano@daiwa.co.jp

8001 伊藤忠商事
8002 丸紅

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。

8031 三井物産
8053 住友商事

8058 三菱商事

TEL
MAIL

主なレポート

03-5555-7127
hideaki.teraoka@daiwa.co.jp

2019年 日経ヴェリタス

伊藤忠商事（8001）
（2019/7/11）

ランキング

積極的な株主還元姿勢を高く評価

18. 建設

主要担当銘柄

Hideaki Teraoka

Institutional Investor

8
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03-5555-7127
hideaki.teraoka@daiwa.co.jp
Institutional Investor

2
1

1721 コムシスホールディングス
1801 大成建設

1802 大林組
1803 清水建設

1812 鹿島

現在の建設市場をバブル期と比較する
（2019/10/23）

日本における洋上風力発電ビジネスの勃興
（2019/7/10）

TEL

3003 ヒューリック
3288 オープンハウス

03-5555-7128
jiro.kojima@daiwa.co.jp

ランキング

増宮 守

7

8801 三井不動産
8802 三菱地所

8803 平和不動産
8804 東京建物

8830 住友不動産

西川 周作

中計前倒し達成視野に、再開発パイプラインに
注目

カチタス（8919）
（2019/2/6）

販売良好、通期は大和予想に対してやや上ブレへ

不動産セクターの投資判断（2019/9/18）

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

主要担当銘柄

Syusaku Nishikawa

TEL
MAIL

主なレポート
ディフェンシブ化およびNAV意識を見据え「強
気」

11

ヒューリック（3003）
（2019/10/30）

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

03-5555-7036
mamoru.masumiya@daiwa.co.jp

8919 カチタス

略歴

1998年東京大学経済学部卒業、日本生命保険入社。ニッセイアセットマネジメント、海外投資子会
社、ニッセイ基礎研究所にて一貫して株式市場、不動産市場に従事。2017年10月大和証券入社、不
動産セクター担当、現在に至る。

Mamoru Masumiya

4321 ケネディクス
8850 スターツコーポレーション

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

2019年 日経ヴェリタス

20/1期は国際事業が利益成長を牽引しよう

20. 電力・ガス・石油
現物不動産市場に従事し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やコア物件売却の
動きにも注目とみられます。割安な株価がNAVを意識するタイミングを掴むべく、有益な情報発
信に努めて参ります。

ランキング

積水ハウス（1928）
（2019/6/21）

主なレポート

2019年 リフィニティブ 業績予想部門（業種） 3

技術革新と制度整備で2020年代は大型案件稼
働へ

19. 住宅・不動産（不動産）

MAIL

建設セクターの投資判断を久々に「強気」へ

主要担当銘柄

Jiro Kojima

MAIL

主なレポート

東京オリンピック以降の過度な悲観論は後退へ

TEL

建設・住宅セクターの投資判断
（2019/9/24）

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。

古島 次郎

主要担当銘柄

Hideaki Teraoka

ランキング

主なレポート

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。

寺岡 秀明

2019年 日経ヴェリタス

5938 Ｌ
ＩＸＩ
Ｌグループ

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

MAIL

1928 積水ハウス
5332 ＴＯＴＯ

19. 住宅・不動産
ゼネコン業績を左右する完成工事総利益率の変動に関し、詳細な分析に努めております。また、
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。本年は西川シニアアナリストと協同で洋上風力発電をテーマとしたレポートを作成いたしま
した。

TEL

1878 大東建託
1925 大和ハウス工業

03-5555-7052
syusaku.nishikawa@daiwa.co.jp

2019年 日経ヴェリタス

ランキング

Institutional Investor

2
2

1605 国際石油開発帝石
5020 ＪＸＴＧホールディングス

9502 中部電力
9513 電源開発

9531 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）

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

技術革新と制度整備で2020年代は大型案件稼働へ
12

21. 運輸・倉庫

22. 通信
運輸業界は自然災害影響、
マクロ環境の不透明さから旅客/貨物分野でやや不透明感を残し、
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。

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GMO-PGのロングレポートで、Fintech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

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。

一柳 創

Hajime Hitotsuyanagi

TEL
MAIL

03-5555-7025
hajime.hitotsuyanagi@daiwa.co.jp

日経ヴェリタス
2019年 Institutional Investor
ランキング

3
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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。

得永 一樹

主要担当銘柄
9020 東日本旅客鉄道
9022 東海旅客鉄道

9104 商船三井
9143 ＳＧホールディングス

9201 日本航空

TEL
MAIL

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

主要担当銘柄

Kazuki Tokunaga

3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ

03-5555-7086
kazuki.tokunaga@daiwa.co.jp

SGホールディングス
（9143）
（2019/6/17）

キャッシュレス決済関連市場の動向
（2019/8/22）

持続成長に向けた取組進展を評価したい

決済サブセクターの動向をまとめた

21. 運輸・倉庫

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年より運輸セクター担当。

TEL
MAIL

03-5555-7041
masayoshi.yonezawa@daiwa.co.jp

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。

石原 太郎

主要担当銘柄
9037 ハマキョウレックス
9058 トランコム

9065 山九
9069 センコーグループホールディングス

9072 ニッコンホールディングス

主要担当銘柄

Taro Ishihara

TEL
MAIL

主なレポート

ランキング

4324 電通
4676 フジ・メディア・ホールディングス

03-5555-7142
taro.ishihara@daiwa.co.jp

2019年 日経ヴェリタス

堅調な利益成長を見込む中堅物流企業
（2019/10/23）

Institutional Investor
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3

6098 リクルートホールディングス 9409 テレビ朝日ホールディングス
9404 日本テレビホールディングス

主なレポート
電通（4324）
（2019/8/8）

フジ・メディア・ホールディングス（4676）
（2019/8/1）

下方修正と自社株買いを発表

営業増益基調を期待も、足元株価に割安感は乏しい

視聴率の継続的な改善でスポットが増収

22. 通信

24. インターネット・ゲーム（ゲーム）
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。携帯企業の上位プラットフォームを分析
し、株主還元以外のストーリーを提示しました。
今夏ペイメントセミナーで横断的業界の実像を探
りました。

Googleから「Stadia」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

安藤 義夫
Yoshio Ando

TEL
MAIL

03-5555-7028
yoshio.ando@daiwa.co.jp

日経ヴェリタス
2019年
ランキング Institutional Investor

1
2
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13

Fintechの将来像を織り込み、レーティング引上げ

フジメディアHDを評価しています。視聴率改善、映画のヒットに加えて、都市開発事業の収益
貢献が拡大しています。新規事業投資にも積極転換しており、今後に注目です。広告代理店で
は電通を推奨しています。大型スポーツイベントの収益貢献、デジタル広告の拡大に期待して
います。

略歴

Masayoshi Yonezawa

GMOペイメントゲートウェイ
（3769）
（2019/6/27）

23. 放送・広告
2019年5月より運輸セクター担当となり、中堅物流企業からカバレッジを開始しています。
詳細なファンダメンタルズ分析を心がけ、リサーチ領域の拡大を図っていきます。有益な情
報・投資判断をタイムリーに提供できるように努めて参ります。

米澤 正祥

主なレポート

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。

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。

鈴木 崇生

主要担当銘柄
9432 日本電信電話
9433 ＫＤＤＩ

9434 ソフトバンク株式会社
9437 ＮＴＴドコモ

9984 ソフトバンクグループ

巨大な支払いマシンとサブスクリプションの基盤

TEL
MAIL

主なレポート
通信株：携帯企業の上位プラットフォーム
（2019/9/27）

Takao Suzuki

通信株：楽天本格稼働前後の投資判断
（2019/9/13）

段階を踏む。短期は緩和局面、本格稼働迄に見極め

2019年

ランキング

03-5555-7049
takao.suzuki@daiwa.co.jp
日経ヴェリタス

6
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主要担当銘柄
6460 セガサミーホールディングス
7832 バンダイナムコホールディングス

7974 任天堂
9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス

9766 コナミホールディングス

主なレポート
ゲームセクター：ゲーム市場の概括と展望
（2019/10/17）

任天堂（7974）
（2019/10/2）

ポテンシャル変わらずだが短期の株価変動に注意

拡大が続くゲーム市場を見据えて

14

24. インターネット・ゲーム（インターネット）

26. レジャー・アミューズメント（レジャー）

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。

オリエンタルランド、ラウンドワンに注目しています。オリエンタルランドが本気のキャパシティ
拡大を行っています。チケット値上げを伴った中期的な業績拡大が始まったと考えています。ラ
ウンドワンの北米戦略に期待しています。北米ではアマゾンエフェクトもあり出店余地が拡大
しており、今後に注目です。

略歴

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。

石原 太郎
Taro Ishihara

TEL
MAIL

03-5555-7142
taro.ishihara@daiwa.co.jp

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。

石原 太郎

主要担当銘柄
3938 Ｌ
ＩＮＥ
4385 メルカリ

4689 Ｚホールディングス
4751 サイバーエージェント

4755 楽天

TEL
MAIL

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）

4661 オリエンタルランド
4680 ラウンドワン

03-5555-7142
taro.ishihara@daiwa.co.jp

2019年 日経ヴェリタス

ランキング

産業構造を変革するプラットフォームを多面展開

25. ビジネスソリューション

主要担当銘柄

Taro Ishihara

5
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MAIL

03-5555-7110
makoto.ueno@daiwa.co.jp
日経ヴェリタス

3
3
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鈴木 崇生

2317 システナ
2327 日鉄ソリューションズ

4307 野村総合研究所
6701 ＮＥＣ

9613 ＮＴＴデータ

TEL
MAIL

主なレポート
NEC（6701）
（2019/6/27）

NTTデータ
（9613）
（2019/6/11）

新しいNEC

6417 ＳＡＮＫＹＯ
6460 セガサミーホールディングス

03-5555-7049
takao.suzuki@daiwa.co.jp

（RU）
2019年 Institutional Investor 8

ランキング

ITサービス最大手、課題克服し収益飛躍期へ

リフィニティブ 業績予想部門（業種） 2

MAIL

2019年 日経ヴェリタス

ランキング

15
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主なレポート
ゲームセクター：ゲーム市場の概括と展望
（2019/10/17）

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。

古島 次郎
8876 リログループ
9735 セコム

9783 ベネッセホールディングス

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

主要担当銘柄

Jiro Kojima

TEL
MAIL

主なレポート
CSP（9740）
（2019/5/28）

9766 コナミホールディングス

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。

主要担当銘柄
2181 パーソルホールディングス
4849 エン・ジャパン

7832 バンダイナムコホールディングス
9697 カプコン

27. 中・小型株

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。2014年レジャー、サービスセクター、中小型株を担当。

03-5555-7143
satoru.sekine@daiwa.co.jp

売上、営業利益共に会社計画を上回って着地

拡大が続くゲーム市場を見据えて

略歴

TEL

オリエンタルランド
（4661）
（2019/7/31）

主要担当銘柄

Takao Suzuki

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。

Satoru Sekine

7月も既存店は堅調に推移

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

26. レジャー・アミューズメント（サービス）

関根 哲

ラウンドワン
（4680）
（2019/8/8）

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。

TEL

主なレポート

Googleから「Stadia」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

Makoto Ueno

9672 東京都競馬

26. レジャー・アミューズメント（アミューズメント）
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。

上野 真

4681 リゾートトラスト
9603 エイチ・アイ・エス

2019年 日経ヴェリタス

ランキング

2127 日本Ｍ＆Ａセンター
3038 神戸物産

03-5555-7128
jiro.kojima@daiwa.co.jp
Institutional Investor
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4666 パーク２４
8850 スターツコーポレーション

8919 カチタス

主なレポート
カチタス
（8919）
（2019/2/6）

販売良好、通期は大和予想に対してやや上ブレへ

神戸物産
（3038）
（2019/1/7）

安値と低廉なオペレーションで需要の掘り起こし
が進む
16

27. 中・小型株

28. REIT
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。

REIT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

三浦 勇介
Yusuke Miura

TEL
MAIL

03-5555-7068
yusuke.miura@daiwa.co.jp

2019年 日経ヴェリタス

ランキング

5
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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。

2007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。

大村 恒平

主要担当銘柄
4189 ＫＨネオケム
6005 三浦工業

6436 アマノ
6465 ホシザキ

7947 エフピコ

Kohei Omura

TEL
MAIL

主なレポート
クレハ（4023）
（2019/9/12）

高付加価値品の拡大で利益成長が続こう

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

27. 中・小型株

03-5555-7014
koh.omura@daiwa.co.jp

日経ヴェリタス
2019年
ランキング Institutional Investor
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リフィニティブ 投資判断部門（業種） 2

MAIL

03-5555-7143
satoru.sekine@daiwa.co.jp

阿部 健児

主要担当銘柄
4290 プレステージ・インターナショナル
4435 カオナビ

4849 エン・ジャパン
6571 キュービーネットホールディングス

9740 ＣＳＰ

Kenji Abe

TEL
MAIL

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

03-5555-7284
kenji.abe@daiwa.co.jp

MAIL

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス（3493）
（2019/10/10）
中長期的に安定的な賃料収入が期待される

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
米金利上昇によるバリュー効果の持続性
（2019/9/17）

更なるバリュー効果の発揮には日米欧による財政
刺激策決定等の追加的なイベントが必要に

夜明け前が一番暗い。
反転のサインは?
（2019/9/3）

米景気の底堅さ等から株価上昇の可能性

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

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年より運輸セクター担当。

03-5555-7041
masayoshi.yonezawa@daiwa.co.jp

引き続き
“資産入替”
がメインストーリーか

29. ストラテジスト（米国市場）

略歴

TEL

Oneリート（3290）
（2019/10/17）

20/3期はengage成長に向けた踊り場へ

2019年5月より運輸セクター担当となり、中堅物流企業からカバレッジを開始しています。
詳細なファンダメンタルズ分析を心がけ、リサーチ領域の拡大を図っていきます。有益な情
報・投資判断をタイムリーに提供できるように努めて参ります。

Masayoshi Yonezawa

主なレポート

エン・ジャパン
（4849）
（2019/5/24）

27. 中・小型株

米澤 正祥

8955 日本プライムリアルティ

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。2014年レジャー、サービスセクター、中小型株を担当。

TEL

8953 日本リテールファンド
8954 オリックス不動産

2016年との類似点から日本株の反転上昇シナリオをタイムリーに提示いたしました。内閣改
造、設備投資動向、補正予算等に関するセミナーを開催いたしました。皆様のお役に立てるよう
努力してまいります。ストラテジー部門での御投票を何卒お願い申し上げます。

略歴

Satoru Sekine

8951 日本ビルファンド
8952 ジャパンリアルエステイト

29. ストラテジスト
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。

関根 哲

主要担当銘柄

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。

弘中 孝明

主要担当銘柄
9037 ハマキョウレックス
9058 トランコム

9065 山九
9069 センコーグループホールディングス

主なレポート

9072 ニッコンホールディングス

Takaaki Hironaka

TEL
MAIL

03-5555-7215
takaaki.hironaka@daiwa.co.jp

主なレポート
中小型銘柄の投資ポテンシャル（2019/11/6）
「成長性」
を十把一絡げで捉えない

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

堅調な利益成長を見込む中堅物流企業
（2019/10/23）

営業増益基調を期待も、足元株価に割安感は乏しい
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29. ストラテジスト（ESG）

29. ストラテジスト（日本経済）
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。

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・ストラテジストランキングでのご評価を頂けますと幸甚です。

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。

家入 直希
MAIL

GPIFスチュワードシップ活動報告（2018）の
ポイント
（2019/3/1）

03-5555-7310
naoki.ieiri@daiwa.co.jp

2019年 日経ヴェリタス

ランキング

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

7

主なレポート

Shunsuke Kobayashi

TEL

03-5555-7238
shunsuke.kobayashi@dir.co.jp

MAIL

2019年 日経ヴェリタス

ランキング

29. ストラテジスト（ESG）

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。

小林 俊介

主なレポート

Naoki Ieiri

TEL

略歴

Institutional Investor

30. テクニカル分析
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

TEL
MAIL

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。

03-5555-7176
shuichi.osawa@daiwa.co.jp

ESGアップデート 2019.10.18
（2019/10/18）

ESGアップデート 2019.10.4
（2019/10/4）

主なレポート

Eiji Kinouchi

TEL
MAIL

消費増税前からテック高・銀行安、
自動車が試金石
（2019/1/16）

03-5555-7230
eiji.kinouchi@daiwa.co.jp

2019年 日経ヴェリタス

ランキング

29. ストラテジスト（日本市場）

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。

木野内 栄治

主なレポート

Shuichi Osawa

Institutional Investor

2
6

略歴

2001年南山大学卒業。国内証券の支店営業を経て、2006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。

TEL
MAIL

03-5555-7065
hideyuki.ishiguro@daiwa.co.jp

2019年 日経ヴェリタス

ランキング
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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

1997年一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。山一證券に入社するも1年目で自主廃業に。その
後、メリルリンチ証券調査部を経て、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。

橋本 純一

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）

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

グローバルで金融緩和が進むなか、ファクター効果面ではクオリティ指標の優位な状況が続く
と見られます。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などの情報も継続
的に提供しています。

略歴

Hideyuki Ishiguro

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）

31. クオンツ

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。

石黒 英之

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）

9
2

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・提言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。

大澤 秀一

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）

「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

主なレポート

Junichi Hashimoto

TEL
MAIL

03-5555-7340
junichi.hashimoto@daiwa.co.jp

2019年 日経ヴェリタス

ランキング

Institutional Investor

5
5

ETFが生み出すボラティリティ
（2019/10/24）

ETFがファンダメンタルに基づかないボラティリ
ティを生み出す

親子上場の解消が期待される銘柄とは?
（2019/10/1）
親子上場の解消は引き続き注目される

20

連絡先一覧

31. クオンツ
業績動向を中心に世界景気などを踏まえた投資戦略を提案してきました。また、日々のマー
ケット動向や決算動向などを相場の回顧にまとめてきました。皆様のお役に立てているようで
したら、投票をお願い致します。
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。

鈴木 政博

主なレポート

Masahiro Suzuki

TEL
MAIL

2019年 日経ヴェリタス

ランキング

鈴木通信Weekly 19年10月11日～
（2019/10/11）

03-5555-7328
masahiro.suzuki@daiwa.co.jp
Institutional Investor

日本の配 当性 向は なぜ 3 0 % なのか：日米 欧の
DOE比較などからの考察

鈴木通信 19年8月29日～
（2019/8/29）

9月リバーサルはあるか：相関係数平均に注目：8月
に上がった属性と9月以降のファクター戦略

6
6

31. クオンツ
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

目野 博之
Hiroyuki Meno

TEL
MAIL
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03-5555-7264
hiroyuki.meno@daiwa.co.jp

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。

主なレポート
2Q決算とAPEC首脳会議後に想定される物色
（2019/10/30）

来期の業績見通しの改善動向に応じて想定される
3つのシナリオ

配当利回り効果のリバーサルシグナルの改定
（2019/10/7）

短期的な配当利回り効果の発現タイミングが近づ
いている

No

セクター

1
2
3
4

産業用電子機器
家電・AV機器
電子部品
自動車

5

自動車部品

6

医薬品・ヘルスケア

7
8
9

トイレタリー・化粧品
化学・繊維
ガラス・紙パ・その他素材

10

鉄鋼・非鉄

11

精密機械・半導体製造装置

12

機械、造船・プラント

13

食品

14

銀行

15

証券・保険・その他金融

16

小売り

17
18

商社
建設

19

住宅・不動産

20

電力・ガス・石油

21

運輸・倉庫

22

通信

23

放送・広告

24

インターネット・ゲーム

25

ビジネスソリューション

26

レジャー・アミューズメント

27

中・小型株

28

REIT

29

ストラテジスト

30

テクニカル分析

31

クオンツ

サブセクター/市場

医薬品
医療機器
サービス

機械
大手銀行
地方銀行
その他金融
大型店
専門店・アパレル

不動産
住宅

ゲーム
インターネット
サービス
レジャー
アミューズメント

米国市場
ESG
ESG
日本市場
日本経済

担当者

電話番号

E-mail

頁

西村 和哉
榮
哲史
佐渡 拓実
箱守 英治
坂牧 史郎
大川 淳士
橋口 和明
葭原 友子
関根
哲
広住 勝朗
梅林 秀光
平川 教嗣
尾崎 慎一郎
重岡 絵美里
杉浦
徹
田井 宏介
猪股 彩香
守田
誠
高井
晃
矢野 貴裕
渡辺 和樹
矢野 貴裕
津田 和徳
川原
潤
永野 雅幸
寺岡 秀明
増宮
守
寺岡 秀明
古島 次郎
西川 周作
一柳
創
米澤 正祥
安藤 義夫
得永 一樹
石原 太郎
鈴木 崇生
石原 太郎
上野
真
関根
哲
石原 太郎
鈴木 崇生
古島 次郎
三浦 勇介
関根
哲
米澤 正祥
大村 恒平
阿部 健児
弘中 孝明
家入 直希
大澤 秀一
石黒 英之
小林 俊介
木野内 栄治
橋本 純一
鈴木 政博
目野 博之

03-5555-7161
03-5555-7139
03-5555-7085
03-5555-7072
03-5555-7067
03-5555-7335
03-5555-7158
03-5555-7147
03-5555-7143
03-5555-7155
03-5555-7130
03-5555-7083
03-5555-7062
03-5555-7144
03-5555-7124
03-5555-7069
03-5555-7074
03-5555-7146
03-5555-7020
03-5555-7125
03-5555-7019
03-5555-7125
03-5555-7133
03-5555-7092
03-5555-7078
03-5555-7127
03-5555-7036
03-5555-7127
03-5555-7128
03-5555-7052
03-5555-7025
03-5555-7041
03-5555-7028
03-5555-7086
03-5555-7142
03-5555-7049
03-5555-7142
03-5555-7110
03-5555-7143
03-5555-7142
03-5555-7049
03-5555-7128
03-5555-7068
03-5555-7143
03-5555-7041
03-5555-7014
03-5555-7284
03-5555-7215
03-5555-7310
03-5555-7176
03-5555-7065
03-5555-7238
03-5555-7230
03-5555-7340
03-5555-7328
03-5555-7264

kazuya.nishimura@daiwa.co.jp
satoshi.sakae@daiwa.co.jp
takumi.sado@daiwa.co.jp
eiji.hakomori@daiwa.co.jp
shiro.sakamaki@daiwa.co.jp
junji.okawa@daiwa.co.jp
kazuaki.hashiguchi@daiwa.co.jp
tomoko.yoshihara@daiwa.co.jp
satoru.sekine@daiwa.co.jp
katsuro.hirozumi@daiwa.co.jp
hidemitsu.umebayashi@daiwa.co.jp
noritsugu.hirakawa@daiwa.co.jp
shinichiro.ozaki@daiwa.co.jp
emiri.shigeoka@daiwa.co.jp
toru.sugiura@daiwa.co.jp
hirosuke.tai@daiwa.co.jp
ayaka.inomata@daiwa.co.jp
makoto.morita2@daiwa.co.jp
akira.takai@daiwa.co.jp
taka.yano@daiwa.co.jp
kazuki.watanabe@daiwa.co.jp
taka.yano@daiwa.co.jp
kazunori.tsuda@daiwa.co.jp
jun.kawahara@daiwa.co.jp
masayuki.nagano@daiwa.co.jp
hideaki.teraoka@daiwa.co.jp
mamoru.masumiya@daiwa.co.jp
hideaki.teraoka@daiwa.co.jp
jiro.kojima@daiwa.co.jp
syusaku.nishikawa@daiwa.co.jp
hajime.hitotsuyanagi@daiwa.co.jp
masayoshi.yonezawa@daiwa.co.jp
yoshio.ando@daiwa.co.jp
kazuki.tokunaga@daiwa.co.jp
taro.ishihara@daiwa.co.jp
takao.suzuki@daiwa.co.jp
taro.ishihara@daiwa.co.jp
makoto.ueno@daiwa.co.jp
satoru.sekine@daiwa.co.jp
taro.ishihara@daiwa.co.jp
takao.suzuki@daiwa.co.jp
jiro.kojima@daiwa.co.jp
yusuke.miura@daiwa.co.jp
satoru.sekine@daiwa.co.jp
masayoshi.yonezawa@daiwa.co.jp
koh.omura@daiwa.co.jp
kenji.abe@daiwa.co.jp
takaaki.hironaka@daiwa.co.jp
naoki.ieiri@daiwa.co.jp
shuichi.osawa@daiwa.co.jp
hideyuki.ishiguro@daiwa.co.jp
shunsuke.kobayashi@dir.co.jp
eiji.kinouchi@daiwa.co.jp
junichi.hashimoto@daiwa.co.jp
masahiro.suzuki@daiwa.co.jp
hiroyuki.meno@daiwa.co.jp

3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
22

2019.12

