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今週の株式相場見通し 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の予定 

 国内 海外 

10/10(月) 休場(体育の日) [米]コロンブスデー 債券市場休場 

11(火) 8月貿易収支(8:50) 

9月景気ウォッチャー調査(14:00) 

[独]10月 ZEW調査(18:00) 

[米]アルコア決算 

12(水) 8月機械受注(8:50) 

国際航空宇宙展(～15日) 

[欧]8月鉱工業生産(18:00) 

[米]FOMC議事要旨(27:00) 

13(木) ソニー(6758) PSVR発売 

日本血液学会学術集会(～15日) 

「働く力再興」シンポジウム 

[中]9月貿易収支 

[米]VR On the Lot(～14日) 

ノーベル文学賞発表予定 

14(金) 9月マネーストック(8:50) 

WEC第７戦 富士 6時間耐久レース(～16日) 

MotoGP日本グランプリ(～16日) 

[中]9月消費者物価指数(10:30) 

[米]9月小売売上高(21:30) 

[米]イエレン議長発言(25:00) 

15(土) 川崎重工創立 120周年記念展(～11月 3日) BRICSサミット(～16日) 

16(日) 新潟県知事選挙投開票 世界食料デー 

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 16,600～17,100円      TOPIX 1,330～1,375 

＊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    

10 月 3 日に発表された 9 月の米国 ISM 製造業景況指数は 51.5 となり、市場予想の 50.4 や前月

の 49.4を大きく上回った。同指数が前月に拡大縮小の境になる 50を今年 2月以来、半年ぶりに下

回ったため、米国製造業の先行きに警戒感が高まっていたが、9月は持ち直したことで米国製造業

が拡大基調を維持していることが示された。5 日に発表された ISM 非製造業景況指数も 57.1 と、

市場予想の 53.0 や前月の 51.4 を大きく上回った。同指数も前月は 2010 年 2 月以来の低水準まで

落ち込んでおり、米国の主要産業である非製造業の先行きに警戒感が高まっていたが、9月は昨年

10 月以来の高水準に改善したことで、米国の非製造業も順調に拡大していることが示された。景

気先行性が高く、FRBの利上げ判断に影響を与えるものとみられる ISM製造業・非製造業景況指数

が急改善したことで、10 月、11 月の両指数が落ち込んだ場合でも、FRB としては米国経済のファ

ンダメンタルズは良好であり、単月の経済指標の落ち込みは一時的なものだとすることができるた

め、12 月に利上げが実施される確率はかなり高まったものと思われる。12 月の利上げ実施を織り

込む形で、ドル/円相場は今年に入り長期間にわたって上値を抑えてきた 75 日移動平均線(6 日時

点で 102.4円近辺)を上抜けてきており、円高ドル安トレンドが終息することが期待される。11月

8日の米国大統領選を前に、一段の円安ドル高が進行する可能性は低いものの、雇用統計が大きく

悪化することがなければ、大統領選後は 12 月の FRB の利上げを織り込む流れが強まり、円安ドル

高が進行することが見込まれる。そうなれば、日本株は円安進行を好感し年末に向けて水準を切り

上げる展開となり、円安メリットの外需輸出銘柄だけでなく、内需株やマザーズなど新興市場にも

幅広く物色が拡がる事が見込まれる。今週は米国で先週に比べ注目度の高い経済指標の発表が少な

いことから、為替市場での円安進行が一巡し、株式相場は上昇一服になることが見込まれる。月末

に向けて本格化する 3 月期企業の上期決算発表を前に、17 年度に向けて業績拡大が期待される銘

柄を吟味する期間にしたい。(10月 6日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄 

UTグループ(2146)  東証 JASDAQ   

製造業向けの派遣・請負の大手で、他にもエンジニア派遣事業を展開している。1Q段階におけ

る売上高構成比は製造派遣事業が86.6%、エンジニア派遣事業が13.4%で、前年同期比ではエンジ

ニア派遣事業の売上高構成比が1.2ポイント向上している。製造派遣事業の顧客業種別構成比は半

導体・電子部品分野が49.5%、自動車関連分野が19.4%、環境・エネルギー分野が15.2%、住宅分野

が5.2%、その他が10.7%。当社の特徴は、基本的に派遣社員を自社で正社員雇用している事と社会

保険への100%加入があげられ、離職率は同業他社に比べて低い水準を維持している。 

15年9月の派遣法改正に伴い、派遣社員への雇用安定措置の明記、キャリア形成支援が義務付け

られた事やアップル社が部品納入企業に対して厳しい労働規範を課すようになった事等を通じ

て、派遣の利用会社は派遣企業に対してより高いコンプライアンスを求めるようになっており、

中小、零細の派遣会社の利用を避け、当社のような大手派遣会社を利用する動きが強まっている。

また、昨今の人手不足を受けて、派遣単価も上昇傾向にある。これら環境面の追い風も受けて、

当社の業績も好調に推移している。期初時点では、熊本地震に伴う派遣先工場の稼働停止の影響

を織り込んでいたが、旺盛な需要とシェアアップを背景とした派遣人員の増加と派遣単価の上昇、

高単価なエンジニア派遣事業の構成比上昇により、1Q決算は前年同期比22.8%増収、49.8%営業増

益で着地。1Q決算発表時に熊本地震の影響が軽微であったため上期業績の上方修正を発表してい

るが、今後、通期業績計画についても上方修正が発表される可能性が高いものと思われる。 

株価(10/6) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 36,478 18.5% 44,050 20.8% 47,840 8.6% 売買単位 株

営業利益 2,232 22.4% 2,462 10.3% 2,530 2.8% PER(予想) 倍

経常利益 2,157 23.0% 2,421 12.2% 2,430 0.4% PBR(実績) 倍

当期純利益 1,168 25.1% 1,497 28.2% 1,620 8.2% ROE(実績) %

EPS(円) 30.3 40.4 45.6 配当利回り(予想) %

配当金(円) 0.0 0.0 0.0 担当 多功　毅

13.6

5.9

39.3

―

100

サービス業

　　　15年3月期 　　　16年3月期 　　　17年3月期(予) 619

株価 10月6日 619 円 週足

0

100

200

2015/10/31 2015/12/31 2016/2/29 2016/4/30 2016/6/30 2016/8/31

万

300

400

500

600

700

800

13週移動平均 26週移動平均



 

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。 

3 

ヤマワ・レポート 

 
2016年 10月 11日                                        調査室 

説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(10/6) 

売買単位 

コメント 

日本アクア 

(1429) 

東証マザーズ 

409円 

100株 

住宅着工件数の拡大や省エネ住宅への需要増加により断熱材の販売が伸び、上期

決算は前年同期比 6.5%増収。原料を自社生産にしたことや円高、原油安により

原材料価格が低下したことで、営業利益は前年同期比 167.6%増と大幅に拡大。

住宅向け断熱材は、夏は涼しく冬は暖かく保つことができるため、省エネ目的の

需要が増大している。建築物向けも、東京オリンピックに向けて需要増大が見込

まれることから、来期以降も業績拡大が続くものと思われる。(松本 直志) 

鳥貴族 
(3193) 

東証 1部 

2,573円 

100株 

税抜き 280 円均一メニューの焼き鳥屋を展開。高いコストパフォーマンスが消費

者の支持を得ており、既存店売上高成長と高速新規出店による業績拡大が継続し

ている。今期は店舗純増 100 店と一段と出店を加速させると共に既存店は 1%増

基調とし、30周年キャンペーンコストを吸収し 22.8%営業増益を計画。食品添加

物アルコール製剤誤提供後も既存店の動向に陰りは見られない。今期についても

業績上ブレの確度が高いものと思われる。(多功 毅) 

RS テクノ 

(3445) 

東証 1部 

2,918円 

100株 

台湾での新設備立ち上げコストに加えて、当該新設備の顧客承認の遅れが想定外

の下ブレ要因となった事により前年同期比で営業減益となっているが、好調な需

要環境を背景に国内工場の出荷、コスト改善が想定以上で、計画を上回る売上、

営業利益で着地。下期に関しては円高がリスク要因とするが、需要環境は引き続

き好調である事、国内設備の改善活動の進捗が想定以上である事、今後は台湾で

の改善活動も強化する事等を踏まえて通期を増額修正。(多功 毅) 

エイチーム 

(3662) 

東証 1部 

2,359円 

100株 

スマートフォン向け新作ゲームの「ヴァルキリーコネクト」のヒットや引っ越し

価格比較サイトなどが堅調に推移し、16年 7月期決算は前年比 45.1%増収、6.0%

営業増益。本社移転や東京オフィス開設費用などがあり、全社業績は小幅増益に

とどまったが、会社計画並みを確保。17 年 7 月期は前年比 39.3%増収、49.1%営

業増益計画。「ヴァルキリーコネクト」の通期貢献や引っ越し価格比較サイト、

自転車 EC サイトなどの伸びを見込み、広告宣伝費の増加など先行投資費用を吸

収して大幅増収増益を計画している。(松本 直志) 

岡部 

(5959) 

東証 1部 

855円 

100株 

上期決算は前年同期比 7.9%減収、21.4%営業減益。着工床面積の減少で国内の建

設関連製品の需要が減少したが、下期はオリンピック関連工事の着工本格化が見

込まれ、着工床面積に回復の兆しが出ている。ホテル事業を譲渡することで 163

億円の売却収入が入ることから、建設関連製品や自動車関連など主力事業へ集中

投資する方針。生産物流拠点整備や技術開発力の強化に加えて企業買収も検討す

る。(松本 直志) 

しまむら 
(8227) 

東証 1部 

12,640円 

100株 

着実な業績改善が進んでいる。自動発注システム稼働に伴う仕入れ、物流の効率

化と販売機会ロスの低減、商品の適時、適量投入による値下げロス率の低減、売

上増を背景とした仕入れ条件の改善、さらには円高も寄与する事による粗利益率

改善が進むと共に、既存店売上高好調に伴う販売管理費率の抑制が利益を大きく

牽引している。ただ、8月以降は相次ぐ台風、大雨の影響を受けて失速気味で、

足元についても 9月程ではないとしながらも、気温低下が遅れている事から秋物

の立ち上がりが遅く、既存店売上高は前年割れで推移としている。(多功 毅) 
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いつもあなたのそばで 頼れる金融機関です 

■ ■ ■ 山和
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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 


