
 

本資料のご利用にあたり、お客様にご確認いただきたい事項を、本資料の最終ページに 

記載させていただきました。ご確認の程、宜しくお願い致します。 

1 

ヤマワ・レポート 

 
2016年 8月 22日                                        調査室 

今週の株式相場見通し 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の予定 

 国内 海外 

8/22(月) 7月チェーンストア販売(14:00) 

7月コンビニ売上高(16:00) 

[中]香港 7月消費者物価指数(17:30) 

[米]シカゴ連銀全米活動指数(21:30) 

23(火) 8月日経日本製造業 PMI (11:00) 

日銀黒田総裁 FinTech フォーラ

ムにおける挨拶 

[欧]8月ユーロ圏 PMI(17:00) 

[米]新築住宅販売件数 (23:00)  

[欧]8月消費者信頼感速報値(23:00) 

24(水) 景気動向指数(14:00) 

CEDEC2016(～26日) 

[独]4-6月 GDP改定値(15:00) 

[米]MBA住宅ローン申請指数 (20:00) 

25(木) アイン HD(9627)決算 

7月企業向けサービス価格指数 

(8：50) 

[独]8月 IFO企業景況感指数(17:00) 

[米]7月耐久財受注(21:30) 

[米]新規失業保険申請件数(21:30) 

26(金) 7月全国 CPI(8:30) 

GPIF四半期運用状況公開 

[米]4－6月期 GDP改定値(21:30) 

イエレン FRB議長ジャクソンホール会議で講演 

27(土) 高円寺阿波おどり(～28日) アフリカ開発会議(～28日 安倍首相出席) 

28(日) マザー牧場(千葉県)花火最終日 F1ベルギーGP決勝 

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 16,200～16,900円      TOPIX 1,260～1,320 

＊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  

8 月 18 日の為替市場では、ドル円相場が再度 1 ドル 100 円割れとなる局面があった。きっかけ

は、前日に米連邦準備制度理事会(FRB)が公表した 7 月の米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨

であり、FOMC メンバーは総じて米国経済への見通しについてはポジティブな見方をしつつも、今

後の利上げについては積極派と消極派が依然として混在している事が確認され、早期利上げ観測が

やや後退した事から円買いが進行した。7 月末からの決算発表と業績見通しの修正を受けて、1 ド

ル 100円台前半を前提とした業績の株価への織り込みが進んだものと思われるが、100円割れが定

着するようであると業績の下方修正が懸念される状況になる事が見込まれる。日経平均の予想経常

利益が昨年の 9 月をピークにダウントレンドに転じた事と同時に予想 PER レンジの低下が続いた

が、1ドル 100円割れの定着局面では同様の展開となる事が想定される。為替の方向感を想定する

うえでは、26 日に米国ワイオミング州のジャクソンホールで開催される年次経済シンポジウムに

おけるイエレン FRB議長の講演が注目される。各国の中央銀行総裁が集まる同シンポジウムでは、

かつて FRB議長が講演の中で今後の金融政策について重大な示唆をした事があり、市場参加者の注

目を集めている。イエレン議長の講演で 9月、あるいは年内での利上げを示唆するようなコメント

があると、日米金利差拡大への思惑から為替市場で円安が進行すると共に、株式市場においても企

業業績見通しの底打ち、反転への期待が高まり、株価上昇へのトレンド転換を果たす事が期待され

る。最後に、次週以降のスケジュールを確認すると、8 月 31 日からは自動車の先端運転に関する

ベンチャー企業の ZMP社(未上場)のフォーラムが予定されており、3日間に渡りアイサンテクノロ

ジーをはじめ関連企業、研究機関による講演等が多数予定されている。9 月 15 日から開催される

東京ゲームショーでは話題となっている VR及び ARに関する専門セッションが予定されている。こ

れらイベントに絡む関連銘柄が注目を集める局面も想定しておきたい。(8月 18 日現在、多功 毅) 
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今週の参考銘柄 

モバイルファクトリー(3912)  東証マザーズ   

スマートフォン(スマホ)向け位置ゲー(位置情報を活用したゲーム)を主力事業とするモバイル

コンテンツ開発企業。主力の位置ゲー「ステーションメモリーズ！(駅メモ!)」の売上拡大により、

4－6 月期決算は前年同期比 22.4%増収、122.2%営業増益。固定ファンが増加しユーザー数の拡大

と課金単価が上昇したことで、4－6 月期の位置ゲーの売上高は前四半期比 14.3%増加。位置ゲー

が計画を上回って推移したことで、通期計画を上方修正している。「駅メモ!」は継続率が高く、

配信開始から約 2年がたった現在でも売上拡大が続いている。「ポケモン GO」の世界的大ヒットに

より位置ゲー市場の拡大が見込まれることから、下期は広告宣伝費を増額して新規ユーザー獲得

に取り組む方針。日本のスマホゲーム企業では位置ゲーで実績があるのは、同社の他にコロプラ、

マピオンくらいしかなく、位置ゲーの事業展開で先行している。そのため、ポケモンのようなキ

ャラクターを持つ会社が位置ゲーに参入する際に、位置ゲーの運用経験が豊富な同社が開発パー

トナーとして選ばれる可能性がある。 

「ポケモン GO」のヒットによる位置ゲー市場の拡大、広告宣伝費増額によるライトユーザーな

ど新規ユーザーの獲得により、下期も「駅メモ!」中心に位置ゲー売上の拡大が見込まれる。加え

て、スマホゲーム業界では、人気キャラクターを使ったゲームの人気が高いため、有名キャラク

ターを活用した位置ゲーを協同開発し、売上ランキングで上位に入ることがあれば、同社の業績

は、大きく拡大する可能性が高いものと思われる。 

 

株価(8/18) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 1,540 -0.8% 1,751 13.7% 1,971 12.6% 売買単位 株

営業利益 211 51.8% 314 48.8% 520 65.6% PER(予想) 倍

経常利益 212 52.5% 305 43.9% 521 70.8% PBR(実績) 倍

当期純利益 118 73.5% 185 56.8% 340 83.8% ROE(実績) %

EPS(円) 58.1 80.1 144.6 配当利回り(予想) %

配当金(円) 0.0 20.0 44.0 担当 松本　直志
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(8/18) 

売買単位 

コメント 

カヤック 
(3904) 

東証マザーズ 

896円 

100株 

4－6月期決算は前年同期比 76.5%増収、0.9%営業減益。過去最高の四半期売上を

更新も、事業規模拡大により人件費・外注費が増加し減益。クライアントワーク

事業は、VR など新しい取り組みに挑戦し話題になることで、次の仕事や人材獲

得につながり前年同期比 24.8%増収。ソーシャルゲームは既存タイトルでの運用

力向上や新規連結会社の増加で前年同期比 95.2%増収。ゲームコミュニティの

「Lobi」はプレミアム課金の開始や利用者数の拡大で前年同期比 88.4%増収。主

力事業の売上が力強く拡大している。(松本 直志) 

カネカ 
(4118) 

東証 1部 

758円 

1,000株 

1Q 決算の会社側評価は利益面では上ブレ着地としている。円高が進む中でも、

差別化商品を中心に拡販を図る事で各セグメントとも総じて好調に推移してい

る。2Q では化成品事業において定期修繕に伴い一時的な損益の落ち込みが予想

されるが、差別化商品の拡販継続、1Q では苦戦していたエレクトロニクス事業

の需要期入り等を踏まえると 2Q も好調な業績推移が継続するものと思われる。

なお、稼働の遅れていた合成繊維のマレーシア新工場は 7月に稼働を開始し、衣

料用途が需要期に入る下期に向けて順次稼働率を引き上げる計画。(多功 毅) 

三井化学 

(4183) 

東証 1部 

447円 

1,000株 

1Q 決算は注力する自動車やヘルスケア関連材料の販売が堅調に推移した事や構

造改革効果も大きく寄与し前年同期比 12.3%営業増益で着地。今回、為替前提を

従来の 1 ドル 110 円から 2Q を 105 円、下期を 100 円へと修正したうえで、通期

営業利益を 100億円上方修正。上期を 170億円増額する一方、下期はマクロ環境

が不透明である事から為替前提の修正分の反映に留めた事で 70 億円の減額。構

造改革による選択と集中効果が表れており、再増額修正に期待したい。(多功 毅) 

セプテーニHD 
(4293) 

東証 JASDAQ 

2,630円 

100株 

4－6 月期決算は前年同期比 24.2%増収、40.2%営業増益。6 月に販売を開始した

LINE アドプラットフォームの寄与もありスマートフォン(スマホ)向け広告は前

年同期比 35.2%増。フェイスブックなどソーシャルメディア向け広告も前年同期

比 35.1%増と大きく拡大。売上増大でスケールメリットも出たことで営業利益率

も向上。4Q もネット広告事業は増収増益が続く見込み。スマホの利用時間拡大

やテクノロジーの進化に伴う動画広告市場の立ち上がりにより、今後もネット広

告事業の拡大が見込まれる。(松本 直志) 

ポーラ・ 

オルビス HD 

(4927) 

東証 1部 

8,720円 

100株 

上期決算は前年同期比 7.2%増収、31.5%営業増益。インバウンド売上の拡大やポ

ーラの美白・エイジングケア商品、THREEなどの育成ブランドが計画以上に推移

したことで上期計画を超過達成。海外事業の低迷と下期のインバウンド需要の増

加を見込んでいないことから、通期計画の上方修正幅は小幅にとどめている。シ

ワを改善する効果を有する医薬部外品の製造販売承認を日本で史上初めて取得。

約 15年かけて研究を行った画期的商品で、17年初に発売開始予定。初年度売上

100億円を目指す方針で、今後の売上拡大が期待される。(松本 直志) 

伊藤忠商事 

(8001) 

東証 1部 

1,177.5円 

100株 

事業ごとに好不調の波はあるが、全体としては堅調な決算。通期純利計画に対す

る進捗率という観点では 21%に留まるが、2Q以降に一過性利益 300億円の計上を

予定している事や過去の 1Q の進捗率を勘案すると、ほぼ計画線での決算である

と思われる。足元での鉄鋼原料市況を前提とすると、今後は金属事業に特に上ブ

レの余地があるものと思われる。中長期的な業績を考慮するうえでは、CITIC、

CPグループとの具体的な業務提携案件の発表が待たれる。(多功 毅) 
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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 


