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ヤマワ･レポート 
（平成 28年 7月 19 日号） 

今週の株式相場見通し 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の予定 

 国内 海外 

7/18(月) 休場(海の日) [米]共和党大会(～21 日) 

19(火) 株価指数先物・オプション取引時間延長  

マザーズ先物取引開始予定日 

[独]7 月 ZEW 調査(18:00) 

[米]6 月住宅着工件数(21:30) 

20(水) 6 月の訪日外国人数 [英]失業率(17:30) 

21(木) サイバーエージェント(4751)決算(15:00)

中外製薬(4519)決算 

[欧]ECB 理事会(20:45) 

[米]6 月中古住宅販売件数(23:00) 

22(金) 7 月日経日本製造業 PMI (11:00) [欧]7 月ユーロ圏 PMI(17:00) 

出所はロイター、ブルームバーグより、時刻は日本時間(予定) 

山和証券 本店営業部  TEL:3668-5412 

 

＊日経平均  16,000～16,700 円      TOPIX 1,265～1,335 

＊期待材料 円安 政府・日銀の政策対応  

＊不安材料 円高 地政学的リスク 中国経済の成長鈍化 資源価格の下落  

参議院選挙での与党勝利を受けて、ようやく安倍首相は経済対策の策定に本腰を入れ始め

た。8 月上旬に経済対策を取りまとめ、9 月中旬に召集する臨時国会での審議入りが見込ま

れている。株安による資産効果の剥落や中国、アジアなどの景気減速、円高に伴う輸出減速、

インバウンド消費の減少などにより日本経済の落ち込みは著しい。6 月の景気ウォッチャー

調査は、足元の景況感を表す現状判断 DI が 41.2 となり、3 ヵ月連続で前月比悪化し 2012

年 11 月以来の低水準になった。今後の景況感を示す先行き判断 DI も前月の 47.3 から 41.5

へ大幅に悪化している。日本経済は不況の入り口にあるものと思われ、政府、日銀が歩調を

合わせた早急の政策対応が期待される。政府が 10 兆円を超える規模で財政政策を実施する

とともに、日銀が財源を実質的に供給するため国債買い入れ額の増額などの追加金融緩和に

動き、日本経済の回復期待が高まれば期待インフレ率が上昇する事で日本の実質金利が低下

し、投資家が円を保有するメリットが薄れ、円が独歩安となる展開が見込まれる。円安に伴

い輸出企業中心に企業業績が改善し、国内での生産や設備投資が回復が期待できる。業績改

善に伴い従業員の賃上げが進むことで個人消費が持ち直し、円安によりインバウンド消費も

回復することで、日本経済はデフレ脱却に向けた歩みを再開することが見込まれる。日経平

均株価も経済対策の策定に伴い、年末に向けて円安メリット株が牽引し年初からの下落を取

り戻す展開が期待されるが、これまで買われていた好業績内需銘柄は割高感が強く、日経平

均株価にアンダーパフォームすることが見込まれる。ただし、経済対策の取りまとめは 8 月

以降となるため、7 月 28～29 日の日銀金融政策決定会合において、日銀が単独で追加金融緩

和を行う可能性は低いと思われる。月末に向けて期待先行で株価が上昇した場合、追加金融

緩和見送りに伴う株価急落には注意したい。(7 月 14 日現在、松本 直志)  
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今週の参考銘柄 

ブロンコビリー(3091)  東証一部  

EPS 配当金

(億円) 前年比(％) (億円) 前年比(％) (億円) 前年比(％) (億円) 前年比(％) (円) （円)

14年12月 13,049 15.6 2,013 31.8 2,007 29.8 1,237 40.6 89.7 14.5

15年12月 15,926 22.0 2,449 21.7 2,463 22.7 1,626 31.4 107.9 18.0

16年12月予) 18,500 16.2 2,800 14.3 2,850 15.7 1,860 14.4 123.4 22.0

当期利益
決算期

売上高 営業利益 経常利益

株価(7月14日 ･円) 3,320

予想ＰＥＲ(16年12月期・倍) 26.9

売買単位(株) 100

業種 小売業

担当者 多功　毅

・愛知県を地盤にステーキ、ハンバーグレストランのブロンコビリーを展開。前期末段階にお

ける店舗数は 97 店で、地域別では愛知県：39、岐阜県:10、三重県：5、静岡県：9、東京都:6、

埼玉県：9、神奈川県：8、千葉県：7、滋賀県：3、京都府：1 となっている。また、前期にお

ける売上高構成比は東海 4 県で 65.3%(内、愛知県が 43.6%)で、関東 4 県で 31.6%、関西が

3.1%。近年では特に関東圏での出店を強化しており、連れて売上高も関東圏の構成割合が高

まっている。出店は郊外を主とし、店舗の特徴としては、ステーキ、ハンバーグを備長炭を使

って炭火焼きにする厨房が顧客から見えるオープンキッチンの採用と、季節の野菜やフルーツ

を多く取りそろえたサラダバーとなっている。客単価はランチタイムで 1,255 円、ディナータ

イムで 2,180 円と上場外食チェーンの中では相対的に高めの価格設定である事、出店を駅前に

比べて相対的に家賃が安価な郊外を主とする事等を背景に、当社の売上高営業利益率は前期に

おいて 15.4%と上場外食企業としては極めて高い水準にある。 

・前期決算は前年同期比 22.0%増収、21.7%営業増益での着地となっている。既存店売上高は

客数、客単価とも前年を上回った事で、前年比 4.8%増と好調に推移した。円安に伴い肉原料、

ポテト、コーン等の輸入原料の仕入れコスト上昇の影響があったものの、従来、輸入商材は商

社を経由しての調達であったが、近年力を入れる調達先の開拓と現地生産者からの直接取引拡

大によるコスト抑制や値上げ効果によって原価率は前年並みの水準に留まった。 

・今期については、既存店売上高を前年比 0.1%増計画としたうえで、新規出店は 16 店舗と過

去最高を計画。原価率は食材の海外からの直接仕入れ拡大効果等を見込む事で前年比 0.2 ポイ

ントの改善、販売管理比率は新規出店の増加や人員増による人件費負担の増加を見込み同 0.4

ポイントの悪化としたうえで、前年同期比 16.2%増収、同 14.3%営業増益を計画している。 

対して、1Q 決算は既存店売上高が引き続き好調に推移した事に加えて、原価率が 1.1 ポイン

ト、販売管理費率が 1.2 ポイントそれぞれ改善した事で前年同期比 18.3%増収、同 36.1%営業

増益の好決算となり、営業利益率は 17.5%まで高まっている。今後は円高に伴う輸入食材の仕

入れコスト削減も本格的に寄与する事が見込まれ、通期業績計画の超過達成が期待される。 

株価 7月14日 3,320 円
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説明会より 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(7/14) 

売買単位 

コメント 

ビューティーガ
レージ 
(3180) 

東証マザーズ 

1,246 円 

100 株 

16 年 4 月期決算は前年比 15.4%増収、17.4%営業増益。3Q まで減益で推

移しており会社計画は未達になったが、4Q に円高が進んだことで増益を

確保。昨年までの円安進行に伴う粗利益率の低下に対し、販売管理費の

抑制を進めていたことも増益確保に貢献。17 年 4 月期は前年比 15.6%増

収、20.6%営業増益の計画。円高進行に伴い粗利益率改善が見込まれるも

のの、会社計画には十分に織り込まれておらず、計画の超過達成の可能

性が高いと思われる。(松本 直志) 

コスモス薬品 

(3349) 

東証 1 部 

21,770 円 

100 株 

引き続き業績は堅調に推移している。今期計画についても、期初予想は

例年通り保守的な印象で、業績の上ブレに期待。徹底的な既存店売上高

重視策を背景とした一部商品の赤字特売戦略から、EDLP 戦略シフトに

伴い一時的に既存店売上高は落ち込んだが、徐々に当社の低価格が顧客

に再評価されており、足元では既存店売上高も反転傾向にある。決算説

明会では、現状は相対的に低収益エリアとなっている関西圏について、

先行投資負担を除く収益性は既に地盤の九州圏を上回っているとしてお

り、今後の利益成長加速に期待。(多功 毅) 

薬王堂 

(3385) 

東証 1 部 

5,830 円 

100 株 

1Q 決算は前年比 33.4%営業増益の好決算で、計画に対しても前年を上回

る進捗。引き続き、日用品、食品等の価格を戦略的に引き下げる事で、

来店頻度及び購買点数を引き上げる事に成功しており、既存店は客数、

客単価とも好調に推移。一方で、来店頻度や購買点数増に結びつかない

商品の値下げを抑制し、粗利率が前年比で改善。新型物流センター稼働

に伴うカテゴリー別納品により店舗の作業効率改善も寄与し、販売管理

比率も前期比低下。今後の上方修正に期待したい。(多功 毅) 

クスリのアオキ 

(3398) 

東証 1 部 

4,975 円 

100 株 

地盤の北陸から近接エリアへ出店を拡大させる事で、順調な業績拡大が

続いてきたが、今期については 18.2%増収を見込むものの、0.7%営業増

益と大幅な利益成長率の鈍化を計画。増益率低下の最大の要因は、大幅

な出店加速に伴う先行投資負担によるもの。過去、高成長を遂げてきた

小売企業は、大量出店に伴うオペレーションの混乱を背景に業績拡大の

転機となるケースが多々あり、今後の業績動向を見極めたい。(多功 毅) 

オークファン 

(3674) 

東証マザーズ 

1,201 円 

100 株 

16 年 9 月期上期決算は前年比 82.1%増収、162.4%営業増益。副業目的の

個人やスモール法人によるオークファンの有料課金会員数が拡大。16 年

2 月 1 日に課金プランを月額 475 円から、月額 300 円のライトプランと

機能を拡張した月額 908 円の 2 プランに変更したところ、月額 908 円の

プランにほとんどのユーザーが移行し、課金単価が上昇。M&A も寄与し

通期計画を上方修正。2 年間の先行投資期間を経て、成長に向けた事業体

制の構築が進んでいる。(松本 直志) 

オハラ 

(5218) 

東証 1 部 

510 円 

100 株 

デジカメや半導体用露光装置向け光学部品の売上が減少し、通期計画を

下方修正。通期の為替計画は 1 ドル＝110 円、1 ユーロ＝125 円の想定の

ため、下方修正後の通期計画も未達リスクがある。新製品として耐衝撃・

高硬度のガラス製品「ナノセラム」を開発。スマートフォンで 6 社、自

動車で 3 社、腕時計で 7 社、監視カメラで 5 社が性能評価中。顧客から

の量産要請が強いことから、従来事業から経営資源をシフトさせ、量産

設備の増強を開始。今後の販売拡大が期待される。(松本 直志) 
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本店営業部 (03)3668-5412 〒103-0026 中央区日本橋兜町 1-8 

金 町 支 店 (03)3600-6681 〒125-0041 葛飾区東金町 1-22-9 

高円寺支店 (03)3311-1171 〒166-0003 杉並区高円寺南 3-58-25 

大岡山支店 (03)5754-5523 〒145-0062 大田区北千束 3-28-1 

   パークホームズ大岡山ラヴィアンコート 1F 

巣 鴨 支 店 (03)3918-6311 〒170-0002 豊島区巣鴨 3-33-2 

上板橋支店 (03)3935-0311 〒174-0071 板橋区常盤台 4-22-12 

深 川 支 店 (03)5600-7891 〒135-0005 江東区高橋 11-1 

茂 原 支 店 (0475)25-1151 〒297-0023 茂原市千代田町 1-6 

   茂原サンヴェルプラザ 1F 

○金融商品取引法に基づく表示事項 

◇商号：山和証券株式会社  金融商品取引業者：関東財務局長(金商)第 190号 

 加入協会：日本証券業協会 

◇ご投資にかかる手数料の概要およびリスクについて 

 ・国内上場株式等を購入する場合は、約定代金に対して最大 1.1772%(ただし約定代金

230,000円以下の場合は最大 2,700円)の委託手数料をいただきます。 

・国内上場株式等は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、発行会社

の信用状況の悪化等により投資元本を割り込むおそれがあります。商品ごとに手数料等及

びリスクは異なりますので当該商品の契約締結前交付書面をよくお読みください。 

 

○山和証券免責事項 

 ・本アナリストレポートは、投資の参考となる情報提供を目的としたものであり、特定の有

価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。投資の最

終決定は投資家ご自身の判断と責任でおねがいします。 

 ・本アナリストレポートの全部もしくは一部を引用または複製、転送等により使用すること

を禁じます。 

                                                               発行 山和証券調査室 


