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今週の予定 

 国内 海外 

8/8(月) 7月景気ウォッチャー調査 [中]7月貿易収支 

9(火) 7月マネーストック(8:50) 

7月工作機械受注(15:00) 

ブリヂストン(5108)決算(15:00) 

阿佐谷七夕祭り最終日 

[中]7月消費者物価指数(10:30) 

[英]鉱工業生産(17:30) 

[英]貿易収支(17:30) 

ムーミンの日 

10(水) 6月機械受注(8:50) 

日銀 7月の給与物価指数(8:50) 

そーせい(4565)決算(15:00) 

[豪]6 月住宅ローン件数(10:30) 

[仏]6 月鉱工業生産指数(15:45) 

[米]MBA 住宅ローン申請指数(20:00) 

11(木) 山の日(新しい国民の祝日) [米]新規失業保険申請件数(21：30) 

12(金) 東芝(6502)決算(14:00)  

電通(4324)決算(15:00) 

郵政 3社決算(15:00) 

ラオックス (8202)決算(15:00) 

[中]7月鉱工業生産(11:00)  

[中]7月小売売上高(11:00)  

[中]7月固定資産投資(11:00) 

[米]7月小売売上高(21:30) 

13(土) お盆(旧盆)迎え火 サッカーイングランドプレミアリーグ開幕 

14(日) 水泳の日 ゴルフ全米シニアオープン最終日 

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  15,800～16,600円      TOPIX 1,250～1,320 

＊期待材料 成長戦略の加速 企業ガバナンス改革 国内外の政策対応  

＊不安材料 英国の EU 離脱問題の余波 地政学的リスク 中国及び新興国経済の動向  

金融、財政政策共に、投資家を失望させる内容となった。日銀の打ち手としては国債購入額の拡

大、マイナス金利の深堀り、ETF等の資産購入額の増額、あるいはこれらの複合策が想定されてい

たが、実現したのは ETF買い入れの 6兆円への増額に留まった。また、政府の経済対策も、取りま

とめの最終段階で真水部分の積み増しが行われたが、厳しい財政事情を反映して今年度の国による

補正予算対応は 4兆円に留まっている。今回、打ち出された金融、財政政策共に一定の経済及び株

価の下支えに寄与する事が見込まれるが、ダウントレンドにある現下の状況を転換させるには至る

まい。とは言え、過度な悲観論にも傾く必要はないと考える。世界的な経済の減速、急速な円高と

いった厳しい環境をむしろ好機と捉えて、積極策を打ち出す動きも出ている。ソフトバンクは英半

導体大手の ARMホールディングスの買収を、日本電産は米エマソン社の事業買収は発表している。

買収金額は両社の投資案件として過去最高金額であると共に、両社の社長は買収決定後の会見で、

IoT技術を視野に入れた強気の事業構想をそれぞれが語っている。また、足元で進む決算発表では、

厳しい環境下でも高い競争力を背景に好決算を発表した企業が素直に好感され、株価が大幅上昇し

ている点も見逃せない。全体相場は軟調だが、業績が落ち込み株価も調整している多くの企業より、

次の拡大局面を視野に着実に成長戦略に取り組む企業や世界的な競争力を背景に業績拡大が続き、

株価も上昇基調を維持している企業への選別投資は成果を上げ得る局面と思われる。また、2日の

日銀の黒田総裁と麻生財務相との会談の後、黒田総裁は、現在進めている金融政策に対する「総括

的な検証」の結果として、一部で懸念が高まっていた金融緩和縮小につながるような事にはならな

いとの観測コメントを発表し、麻生財務相は 40 年国債の増発検討を表明している。次回の決定会

合では超長期国債を中心とした日銀の買い入れ増額の可能性も残される。(8月 4日現在、多功 毅) 
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今週の参考銘柄 

トプコン(7732)   東証一部   

GNSS(全地球衛星測位システム)とマシンコントロール技術を活用した自動化建機と IT農業を展

開するポジショニング事業、建築、土木で使われる測量機器を扱うスマートインフラ事業、眼科

検査・治療機器のアイケア事業の 3 事業を展開している。15 年度の売上構成比はポジショニング

が 44.2%、スマートインフラが 18.7%、アイケアが 33.3%、その他が 3.8%になっている。 

1Q決算は前年同期比 4.9%減収、3.7%営業減益になったが、自動化建機向け売上が伸びたことや

原価低減、人員削減などリストラを進めたことで円高の影響を除くと増収増益を達成。自動化建

機はコマツ、ディアに加えて Volvo社と OEM契約を締結。OEM先の建機の在庫調整が進捗しコマツ、

ディアともに販売が拡大。福島にある自動化施工のトレーニングセンター(自動化建機の使い方を

学ぶ施設)は、かなり先まで予約が入りフル稼働状況。神戸にも 2カ所目のセンターを開設し、年

内に九州にも開設予定。アイケアは欧州で 3D OCT(3 次元眼底像撮影装置)の販売が好調に推移。

米国では眼底カメラの販売が伸びた。米国では 3D OCT-1Maestro の認可が FDA からようやく取得

できたことで、8月から販売を開始。すでに発売されているアジア、欧州、中東などで高い評価を

得ており、米国アイケア事業の大幅な売上拡大が見込まれる。加えて、Maestro の上位機種

Triton(米国以外ではすでに発売済み)の FDA認可取得に向けて取り組みを進めている。 

穀物価格下落に伴う IT農業の低迷は続くものの、自動化建機の伸び継続と米国のアイケア事業

の拡大により業績反転が期待される。 

 

株価(8/4) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 128,569 10.2% 130,735 1.7% 130,000 -0.6% 売買単位 株

営業利益 16,041 36.8% 8,803 -45.1% 10,500 19.3% PER(予想) 倍

経常利益 14,880 31.7% 7,366 -50.5% 9,000 22.2% PBR(実績) 倍

当期純利益 8,670 45.4% 4,197 -51.6% 5,000 19.1% ROE(実績) %

EPS(円) 80.3 39.0 47.2 配当利回り(予想) %

配当金(円) 16.0 24.0 16.0 担当
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(8/4) 

売買単位 

コメント 

アークランド 

サービス 
(3085) 

東証 1部 

3,000円 

100株 

主力の「かつや」業態は、引き続き客数増を背景とした既存店成長が続いている。

さらに、新業態であるからあげ専門店「からやま」は、これまでは、かつや業態

を上回る店舗売上を計上も、実験段階である事もあり収益性の面では課題を残し

ていたが、原価率引き下げ活動が徐々に軌道にのり、既に収益性でもかつや並み

を確保したとしている。今後も、当社の特徴である高い収益性を維持したまま、

一段と売上、利益成長率が加速する事が期待される。(多功 毅) 

三菱電機 

(6503) 

東証 1部 

1,175.0円 

1,000株 

1Q 決算は円高の影響により前年同期比 6.2%減収になったが、重電事業の採算改

善と空調事業が日米欧アジアなど広範に拡大したことで 9.3%営業増益。主力の

産業メカトロニクス事業は設備投資停滞や円高、熊本地震が逆風になり前年同期

比 8.0%減収、24.3%営業減益になったが、FA の受注は前年同期比 3.0%減も前四

半期比 8.0%増と底打ちの兆しが出ている。中国では 3 月からスマートフォン関

連の設備投資に回復の兆しが出ており、自動車向けも回復基調。円高の影響を主

因に通期計画を下方修正したが、FAの下期回復が期待される。(松本 直志) 

富士通 

(6702) 

東証 1部 

428.5円 

1,000株 

スマートフォン向けなど LSI の需要減や円高により、1Q 決算は前年同期比 7.4%

減収。構造改革効果と国内でソリューション/SIが伸び営業赤字幅は前年同期比

縮小。国内 IT 投資は堅調な状況が続き、ソリューション/SI は昨年に続き過去

最高の売上を更新。PC、携帯電話は販売が減少したものの、円高によるドル建て

コストの低下や開発費中心に効率化を進めて黒字転換。LSIは赤字幅が前年同期

比拡大したものの、ITサービス事業などが上振れし全社で計画並みの推移。2年

かけて進めている事業構造改革の効果が見え始めている。(松本 直志) 

パナソニック 
(6752) 

東証 1部 

960.7円 

100株 

1Q 決算は円高の影響で前年同期比 5.9%減収。円高の影響を除くと白物家電の販

売好調とハスマン社の連結化により増収。円高の利益への影響は材料合理化で吸

収したが、人材や開発投資など先行投資が増え前年同期比 12.6%営業減益になっ

た。家電は日本、アジアでの高付加価値商品の販売増や TV の収益性向上により

増益。車載・産業機器は円高や先行開発投資の増加などにより減収、減益になっ

たが、車載向けリチウムイオン電池は、需要がかなり前倒しに来ているため増産

体制を急ピッチに進めており、今後の業績貢献が期待される。(松本 直志) 

村田製作所 

(6981) 

東証 1部 

12,470円 

100株 

1Q 決算は自動車向け及び中国スマートフォン向けが堅調に推移したものの、円

高影響を受けた事と大手顧客向けの販売が落ち込んだ事により、低調なスター

ト。7月に入ってからは、中国スマートフォン向けが高水準を持続するうえ、北

米の大手顧客向けの新モデル向の需要も立ち上がっており、2Q 以降の業績改善

確度は高い。ただし、1ドル 105円程度の為替推移を前提とすると、通期営業利

益計画達成のハードルはやや高めとの印象。 (多功 毅) 

日産 
(7201) 

東証 1部 

981.6円 

100株 

1Q 決算は円高影響、新興国市場の減退、三菱自から調達する国内軽自動車の販

売停止等の影響があった中で、北米や西欧での拡販、サプライズ感のあるコスト

削減効果により通期計画に対して順調なスタート。コストダウンの継続、今後、

本格的に寄与することが見込まれる高採算なピックアップトラックの新型車の

貢献、北米でのインセンティブ逓減等が期待され、ドル 105 円、ユーロ 120円の

前提レート近辺での推移ならば上ブレも視野に入るものと思われる。(多功 毅) 
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○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。 
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