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今週の予定 

 国内 海外 

8/1(月) 日経平均採用銘柄入れ替え(シャープ除外 

ヤマハ発動機採用) 

JT(2914)決算(15:00) 

[中]7月製造業 PMI(10:00) 

[中]7月財新製造業 PMI(10:45) 

[米]7月 ISM製造業景況指数(23:00) 

2(火) 伊藤忠(8001)決算(13:30) [米]6月 PCEコア(21:30) 

3(水) 三井物産(8031)決算(13:00) 

スズキ(7269)決算(15:00) 

オリンパス(7733)決算(15:00) 

[中]7月財新サービス業 PMI(10:45) 

[米]7月 ADP雇用統計(21:15)  

[米]7月 ISM非製造業景況指数(23:00) 

4(木) いすゞ(7202) 決算(15:00) 

トヨタ(7203)決算(15:00) 

ルイ・ヴィトン誕生日(1821年) 

[英]政策金利発表(20:00) 

5(金) 6月毎月勤労統計(9:00) 

SUMCO(3436)決算(15:00) 

JPX400入替銘柄発表 

[米]7月雇用統計(21:30)  

[米]6月貿易統計(21:30) 

[伯]リオ五輪開幕(～21日) 

6(土) 広島平和記念式典 ボリビア、ジャマイカ独立記念日 

7(日) ピカチュウイベント(～14日)横浜 コートジボワール独立記念日 

出所はロイター、ブルームバーグ、新聞各紙より、時刻は日本時間(予定) 

＊日経平均  16,000～16,800円      TOPIX 1,280～1,380 

＊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 原油価格の下落  

安倍首相は 8 月 2 日に事業規模 28 兆円の経済対策を閣議決定すると表明しており、その決定内

容が注目される。真水で 6 兆円超と報道されているが、デフレ脱却を確かなものとするため、10

兆円超へのさらなる上積みを期待している。政府の経済対策が小規模にとどまるようだと、日本経

済の回復期待が高まらず、期待インフレ率が低下傾向を続けることで円高・デフレ要因になること

が見込まれる。デフレ脱却のため大規模な経済対策をここで打たなければ、日本経済が長期停滞を

脱することは難しくなるだろう。政府の経済対策に合わせて日銀が国債の買い入れ額増額などの追

加金融緩和を行えば、日本の景気回復期待が一段と高まることで、期待インフレ率も上昇し円安・

デフレ脱却に向けた歩みが進行することが見込まれる。7 月 28～29 日の日銀金融政策決定会合で

追加金融緩和が実施されなかったとしても、政府の経済対策の内容が定まれば、デフレ脱却を目指

す日銀はいずれかのタイミングで追加金融緩和を行うことが見込まれ、緩和見送りに伴う株価下落

は一時的なものになると思われる。個別株では任天堂など「ポケモン GO」関連銘柄の動向が引き

続き注目される。任天堂の 4－6 月期決算は最終損益が 245 億円の赤字と振るわなかったものの、

「ポケモン GO」の大ヒットにより 16年冬に予定されている 3DS向け新作ポケモンゲームの販売増

加が見込まれるうえ、16年秋には DeNAとスマートフォン(スマホ)向けに共同開発している「ファ

イアーエムブレム」、「どうぶつの森」の配信を予定しており、今後の業績反転が期待される。また、

「ポケモン GO」の大ヒットによりスマホ向けゲームでは、GPSを活用した位置情報ゲーム市場が拡

大することが見込まれ、市場の伸び悩みが懸念されるスマホゲーム会社にとって、新たなユーザー

獲得、売上拡大につながる好機になると思われる。位置情報ゲーム開発を行うモバイルファクトリ

ーを筆頭に、位置情報プラットフォームを展開するコロプラ、開発人員が豊富なサイバーエージェ

ントに収益拡大のチャンスがあるものと思われ注目している。(7月 28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  

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。近年では特に関東

圏での出店を強化している。出店は郊外を主とし、店舗の特徴は、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。 

16年 12月期 2Q累計決算は前年同期比 19.1%増収、同 30.0%営業増益での着地となった。期初計

画比では売上高で 2.6%、営業利益で 6.9%上ブレでの着地となる。既存店売上高は客数を中心に好

調に推移した事で、前年比 2.0%増と引き続き堅調に推移。中国経済減速に伴い、主要食材の豪州

産ビーフの需給が緩和した事に加えて、近年力を入れる新規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、加工工場の生産性向上や稼働率向上効果により原価率が前年比 1.1

ポイント改善。販売管理費率については積極採用により人件費負担が上昇したものの、既存店売

上及び新店売上好調に伴う賃借料率の低下効果等で吸収する事で同 0.2 ポイント改善。原価率及

び販売管理費率の改善により、営業利益率は同 1.3ポイント向上し 15.5%となっている。 

通期計画については、経済環境を巡るリスク等を鑑み期初予想を据え置いている。しかしなが

ら、調達面での円高メリットの発現が見込まれる。また、6月に行ったキャンペーン効果が高い集

客効果を上げた事から下期のリピート需要につながる事が予想され、既存店売上高は会社計画を

上回る可能性が高いものと思われる。通期計画は保守的であり、今後の上方修正が期待される。 

株価 7月28日 3,245 円
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(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 13,049 15.6% 15,926 22.0% 18,500 16.2% 売買単位 株

営業利益 2,013 31.8% 2,449 21.7% 2,800 14.3% PER(予想) 倍

経常 2,007 29.8% 2,463 22.7% 2,850 15.7% PBR(実績) 倍

当期純利益 1,237 40.6% 1,626 31.4% 1,860 14.4% ROE(実績) %

EPS(円) 89.7 107.9 123.4 配当利回り(予想) %

配当金(円) 14.5 18.0 22.0 担当

100

小売業

　　　14年12月期 　　　15年12月期 　　　16年12月期(予) 3,245
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説明会より 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(7/28) 

売買単位 

コメント 

信越化学 

(4063) 

東証 1部 

6,998円 

100株 

1Q 決算は、世界景気の減速、急速な円高が進展する中で、ほぼ全セグメントで

業績が向上する好決算。塩ビは米国での設備能力増強効果がフル貢献。半導体ウ

エハは数量が回復するとともに、高付加価値品のシェアアップにより製品構成の

改善効果も寄与。シリコーンは化粧品用途、建材用途等における付加価値品が堅

調持続。電子・機能材料では車向け希土類磁石、半導体材料等が好調に推移。為

替を除くベースでは 2Qに向けて一段の業績改善が見込まれる。(多功 毅) 

JSR 

(4185) 

東証 1部 

1,408円 

100株 

全般的に低調な 1Q 決算。石化系はスプレッド改善効果があったものの、円高デ

メリットの影響が上回る。多角化事業も、半導体向けの数量増効果があったが、

円高影響に加えて液晶向けの価格競争激化により直前四半期比での改善ペース

が遅れている。2Q については石化系の売買スプレッド改善効果、多角化の需要

期入りに伴う数量増効果で業績改善の進む可能性は高いが、特に石化系の予算ハ

ードルがかなり高く、未達リスクが高いものと思われる。(多功 毅) 

サイバー 
エージェント 

(4751) 

東証 1部 

5,660円 

100株 

4－6 月期決算は前年同期比 24.9%増収、33.2%営業増益となり四半期売上高は過

去最高を更新。広告事業ではスマートフォン(スマホ)向けインフィード広告と動

画広告が拡大。ゲームは新作の「Shadowverse」が好調で、過去最高の四半期売

上を更新。AbemaTV は開局 3 ヵ月で 500 万 DL を突破。ユーザー獲得のため、下

期で 100億円程度の広告費、コンテンツ調達費、制作費などの投資を実施する計

画。AbemaTVは順調にユーザー数を拡大させており、ゲームも新作ラインナップ

が充実しているため、今後も好調な業績推移が見込まれる。(松本 直志) 

安川電機 

(6506) 

東証 1部 

1,421円 

100株 

1Q 決算は円高進行に伴い前年同期比 10.6%減収、40.2%営業減益になったが会社

計画は上回って推移。2Q の為替前提を 1 ドル＝105 円、1 ユーロ＝115 円と円高

方向に見直したものの、上期計画は据え置いており実質上方修正。中国でスマー

トフォンや自動車、半導体、液晶向けに AC サーボモータ・コントローラの需要

が回復しており、新製品への切り替えも進み収益性も向上。ロボットも補助金や

金融緩和の効果、自動化への需要が強く中国で受注が改善。円高進行に歯止めが

かかれば、受注改善に伴い通期計画の上方修正が期待される。(松本 直志) 

日本電産 

(6594) 

東証 1部 

9,210円 

100株 

需要変動の激しい HDD向け事業から、戦略的に取り組む車載や産業用モータへの

シフトが奏功し、急速な円高が進む中でも堅調な 1Q 決算。通期計画については

為替前提の 1ドル 110円を 105円に、1ユーロ 120円を 115円に修正したうえで、

業績計画は据え置き。省エネ対応、電動化対応を受けて、自動車向けの将来の受

注案件は加速度的に積み上がっている。また、パワーアシストスーツ、産業用途

ドローン向けモータ等でも需要は旺盛。家電向けでも省エネモータが好調に推

移。円高を受けて大型 M&A実現の可能性も高まっており、注目される。(多功 毅) 

シマノ 

(7309) 

東証 1部 

15,850円 

100株 

上期決算は前年同期比 15.3%減収、24.7%営業減益。米欧中で自転車の在庫調整

が続き自転車部品の販売が減少。欧米での在庫調整長期化や中国の消費低迷、円

高により通期計画も下方修正。欧州の在庫調整は今年後半から来年初、米では今

年中に完了する見込み。ロードバイク向けフラッグシップモデルの「DURA-ACE」

は 8月から出荷開始。電動アシスト自転車向け部品の新製品も投入。ライバルの

ボッシュが強いが、新製品で挽回を目指す。中長期的に自転車市場は拡大するも

のと思われ、在庫調整が一巡する来期の業績反転が期待される。(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 


