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今週の予定 

 国内 海外 

9/5(月) 7月毎月勤労統計(9:00) 

8月日経日本サービス業 PMI(9:30) 

黒田日銀総裁、講演 

ピジョン(7956)決算 

ソフトバンクによるアーム HD買収 

完了予定 

[米]休場(レイバーデイ) 

[中]8月財新サービス業 PMI(10:45) 

[欧]ユーロ圏サービス業 PMI(17:00) 

[英]8月サービス業 PMI(17:30) 

[欧]7月小売売上高(18:00) 

[中]G20最終日 

6(火) 安倍首相 ASEAN 関連首脳会議(ラオ

ス、～8日)出席 

[豪]中央銀行金融政策委員会（13:30） 

[米]8月 ISM非製造業景況指数(23:00) 

7(水) サイバーダイン山海社長、ロボット

スーツに関する講演 

リオパラリンピック (～18日) 

[米]アップル社メディア向けイベント開催 

8(木) 4－6月期 GDP改定値(8:50) 

8月景気ウォッチャー調査(14:00) 

中曽日銀副総裁、講演 

[中]8月貿易収支 

[欧]ECB理事会(20:45) 

[欧]ドラギ ECB総裁、定例記者会見(21:30) 

9(金) 8月マネーストック(8:50) [中]8月消費者物価指数(10:30) 

10(土) 稲田防衛相沖縄訪問(～11日) フットサルＷカップ (コロンビア～10月 1日) 

11(日) G7保健相会合(神戸市～12日) [米]同時多発テロ発生から 15年 

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 16,500～17,600円      TOPIX 1,310～1,390 

＊期待材料 日銀、GPIF による ETF 及び株買い 企業による自社株買い 企業ガバナンス改革   

＊不安材料 米大統領選の動向 地政学的リスク 中国及び新興国経済の動向  

東日本大震災後、産業界が国内への投資を避ける要因として上げた六重苦について振り返ると、

①高い法人税率、②電力不足、③環境規制強化、④労働規制、⑤円高、⑥自由貿易協定への対応の

遅れであった。このうち、①、②は改善が進んだ。③は諸外国でも規制の強化が進んだ事で、日本

固有の不利な要素ではなくなってきた。④はこの度、働き方改革相が新設され年度内に具体的な実

行計画の策定が予定されている。⑤は米国の金利引き上げが行われれば、日米金利差の拡大を通じ

て円安につながる事が見込まれる。為替が円安に振れると日本株には明確なプラス材料だ。一方で

⑥においては、このタイミングでの大幅なドル高転換(円安)が、TPPに対する米国議会承認に悪影

響を与える事が想定される。TPPに対してオバマ大統領や政府高官は、来年 1月末までのオバマ大

統領の任期中に議会承認を得る決意を示すが、民主、共和両党の大統領候補のみならず、米議会の

重鎮からも否定的な見解が多く示されている。この局面で本格的なドル高が進展すれば、大統領選

と同時に選挙が行われる上下院の改選議員は、より TPPに慎重な公約で選挙を戦う可能性が高く、

オバマ大統領の任期中のTPPの議会承認は遠のくだろう。次期大統領がトランプ氏なら TPPは破棄、

クリントン氏なら再交渉となる見込みだが、仮にクリントン氏が大統領になっても、現協定が多国

間の困難な利害関係の調整を経て交渉が成立した経緯を踏まえると、アメリカの都合で始められる

再交渉がまとまる可能性は小さいと考える。TPPが破綻すれば、企業による国内投資の長期的な抑

制要因となり、潜在成長率に対して負の効果をもたらす事が予想される。円安は日本株高の大きな

要因だが、この局面での円安は TPP破棄の可能性が高まる事で、長期的には日本経済のマイナス材

料となる事が懸念される。(9月 1日現在、多功 毅) 
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今週の参考銘柄 

SCREEN HD(7735)  東証一部   

4－6月期決算は、半導体製造装置と FPD製造装置の受注活況に伴い前年同期比 10.9%増収、55.2%

営業増益。半導体製造装置事業での収益性改善施策の成果や FPD 製造装置の売上が好調に推移し

たことで、大幅営業増益を達成。ファウンドリーからの前倒しもあり、4－6 月期の半導体製造装

置の受注は前年同期比 28.9%増になり、前四半期比でも 2.1%増と 11 年 1－3 月期以来の水準に拡

大した。前倒しの反動から、7－9月期の受注は 4－6月期からやや減少する見込みだが、ファウン

ドリーの微細化投資及び 3D－NAND への量産投資意欲が旺盛なことに加え、中国では 28 ナノの旧

世代向け設備投資の拡大が見込まれ、下期も堅調に推移するものと思われる。原価低減、リード

タイム短縮、品質向上による付加価値増など、半導体製造装置事業の収益改善施策は今後も継続

し、半導体製造装置事業の営業利益率(15 年度で 11.3%)は東京エレクトロンなど優良企業並みの

20%を目指す。サービス売上の拡大など利益率向上に向けてまだやれることが多く、利益率の一段

の改善が期待される。FPD 製造装置も 3 四半期連続で 100 億円程度の受注を獲得し好調。7－9 月

期以降も液晶向けに加えて、有機 EL関連の引き合いが続き堅調に推移することが見込まれる。 

受注好調に伴い上期計画を上方修正したが、通期計画は据え置いている。円高や半導体製造装

置の受注見通しを慎重に織り込んだ計画になっているため、通期計画も上振れ余地があるものと

思われる。半導体製造装置、FPD製造装置ともに受注環境が良好なうえ、収益構造改革の進展によ

る利益率改善余地があり、高い利益成長が続くことが期待される。 

株価(9/1) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 237,645 0.7% 259,675 9.3% 265,000 2.1% 売買単位 株

営業利益 17,167 92.8% 23,557 37.2% 27,000 14.6% PER(予想) 倍

経常利益 16,096 91.8% 23,178 44.0% 26,500 14.3% PBR(実績) 倍

当期純利益 12,122 123.7% 18,815 55.2% 20,500 9.0% ROE(実績) %

EPS(円) 51.1 79.4 86.8 配当利回り(予想) %

配当金(円) 7.0 12.0 14.0 担当 松本　直志
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(9/1) 

売買単位 

コメント 

ブリヂストン 

(5108) 

東証 1部 

3,582円 

100株 

北米のトラック、バス用タイヤの減速、鉱山機械用タイヤの回復の遅れ、下期の

為替を 1ドル 100円、1ユーロ 110円に見直した事に伴う円高デメリット等を反

映し、通期計画を下方修正。1ドル 100円までの円高を前提とした場合における

今期の一段の業績下ブレリスクは小さいものと思われる。なお、配当性向は 43%

となっており、公表配当性向の 20%～40%のメドを上回る事になったが、安定配

当を重視するとしており、従来の 140円配予想を据え置いている。(多功 毅) 

IBJ 
(6071) 

東証 1部 

582円 

100株 

婚活サイトの課金者数や婚活イベント参加者が増加し、上期決算は前年同期比

23.5%増収、36.0%営業増益。婚活イベントでは 5月に業界 1位の動員数を記録。

イベントの多様化と集客マーケティング力の向上により、婚活イベント事業の成

長トレンドが強固なものになりつつある。婚活サイトではカスタマーサポートを

強化し有料会員増につなげるとともに、婚活イベントへの送客も進んでいる。業

績の進捗は良好で、通期計画の超過達成が見込まれる。婚活市場の拡大に伴い

17年も成長継続が見込まれ、M&Aにも積極的に取り組む方針。(松本 直志) 

ダイキン 
(6367) 

東証 1部 

9,645円 

100株 

1Q 決算は、国内での猛暑効果もあったが、欧州、アジア、米国等で商品力、販

売網拡充効果による成長を遂げており、円高デメリットをカバーし前年同期比

17.4%営業増益で着地。アジア地域では、景気減速影響がある中でも中間所得帯

層の広がりによってエアコン市場が拡大しており、ダイキンはシェアも拡大させ

ている。短期的な業績は各地での天候影響を大きく受けるが、中長期的スタンス

での業績拡大は継続する可能性が高いものと思われる。(多功 毅) 

アライド 
アーキテクツ 

(6081) 

東証マザーズ 

2,600円 

100株 

上期決算は前年同期比 158.5%増収、黒字転換。国内でフェイスブックなどの SNS

を活用したプロモーション需要が拡大したことに加え、海外で SNS広告クリエイ

ティブ制作プラットフォーム「ReFUEL4」の売上が急拡大。売上増とコストコン

トロール徹底により黒字転換。業績好調に伴い通期計画を上方修正している。前

期は停滞した SNSプロモーション事業が持ち直していることに加え、SNSと相乗

効果の高い各種サービスのクロスセル戦略の成果も見られることから、再度の上

方修正、来期の一段の業績拡大が期待される。(松本 直志) 

ハンズマン 

(7636) 

東証 JASDAQ 

2,247円 

100株 

九州地区で大型ホームセンターを展開。前期については、品揃えの見直し、従業

員待遇の改善を通じた定着化と教育強化による既存店の競争力向上が進むうえ、

前年に九州を直撃した大型台風や今年 4 月の熊本地震に伴う復興需要も業績に

大きく寄与し、前年比 7.2%増収、33.2%営業増益。今期については震災に伴う復

興需要が見込まれるが、震災応援を目的とした単価引き下げを見込み同 3.5%営

業増益を計画。計画は保守的と思われ、上ブレに期待したい。また、今後は九州

以外への出店にも意欲を示している。(多功 毅) 

東祥 

(8920) 

東証 1部 

4,380円 

100株 

4－6 月期決算は前年同期比 9.2%増収、9.5%営業増益。熊本地震の影響で 2 店舗

が 1ヵ月程度休業した影響があったものの、スポーツクラブ、ホテルの新規出店

やスポーツクラブの会員数増加、ホテルの稼働率上昇により増収増益を達成。熊

本の 2店舗の復旧は完了し、休業中に駐車場などで体操などのサービスを無料で

提供したこともあり会員数が増加し、会社計画ほど年間売上が落ち込まない可能

性が高い。リオオリンピック効果もあり会員獲得も順調に推移しており、通期計

画の上振れ達成が見込まれる。(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 


