
 

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 10月 31日                                        調査室 

今週の株式相場見通し 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の予定 

 国内 海外 

10/31(月) 9月鉱工業生産(8:50) 

村田製作所(6981)決算(15:00) 

日銀金融政策決定会合(～1日) 

[欧]10月消費者物価指数(19:00) 

[欧]7－9月期 GDP(19:00) 

[米]9月 PCEコア(21:30) 

11/1(火) 岐阜造園(1438)名証 2部上場 

バロックジャパン (3548)東証 1部上場 

黒田日銀総裁定例記者会見 

アウン・サン・スー・チー ミャンマー

国家最高顧問来日(～5日) 

新日鉄(5401)決算(15:00) 

[中]10月製造業 PMI(10:00) 

[中]10月非製造業 PMI(10:00)  

[中]10月財新製造業 PMI(10:45)  

[英]10月製造業 PMI(18:30) 

[米]10 月 ISM 製造業景況指数(23:00) 

[米]FOMC(～2日) 

2(水) 10月マネタリーベース(8:50) 

伊藤忠(8001)決算(13:30) 

[米]10月 ADP雇用統計(21:15)  

[英]金融政策委員会(～3日) 

3(木) 休場(文化の日) 

日本核医学学術総会(～5日) 

[中]10月財新サービス業 PMI(10:45) 

[米]10月 ISM非製造業景況指数(23:00) 

4(金) 三菱商事(8058)決算(13:30) 

2016楽器フェア(～6日) 

チリとの合同津波避難訓練 

[米]9月貿易収支(21:30) 

[米]10月雇用統計(21:30) 

パリ協定発効 

5(土) スバル公式ファンミーティング 世界津波の日 

6(日) カザフスタン共和国大統領来日(～9日) [米]夏時間終了 

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 16,800～17,600円      TOPIX 1,340～1,410 

＊期待材料 円安 日銀、GPIFの ETF及び株買い  

＊不安材料 OPEC協議 米大統領選の動向 欧州の政治リスク 地政学的リスク  

昨年央以来の調整局面の終了と、本格上昇相場に転換するためのテクニカル上のポイントとし

て、今年 4 月に付けた終値ベースの戻り高値である 17,572 円を上回るか否かが市場では注目を集

めている。日経ヴェリタス紙のアナリストランキングで、市場分析部門のランキング上位の常連で

あるテクニカルアナリストは、17,572 円を抜ければアベノミクス相場の第 2 幕となる本格的な強

気相場のスタートと予想しており、年内の日経平均株価は 19,000円、来年 22,000円、その先には

30,000 円台の可能性もありと予想している。筆者としては、ファンダメンタルズ的に強気相場転

換へのポイントとして、OPEC での協調減産の実施による円高リスクの低減、海外の政治リスクの

低下の 2 点に注目している。OPEC が 10 月 28 日から行う協議と 11 月 30 日からの総会の結果とし

て協調減産を実施すれば、原油価格の安定化を通じて資源国経済の改善を促すとともに、米国のエ

ネルギー産業の投資及び雇用の改善やデフレリスクの低減にも寄与し、今後の米国の利上げ期待を

通じて円高リスクの低減につながる事が想定される。足元で進む決算発表では、円高を主因に減益

決算を発表する企業が多いが、仮に 105 円を上回る円安水準が定着すれば、来 1Q は円高によるデ

メリットの一巡が見込まれ、来 2Q 以降については、むしろ円安メリットの発現も期待されるよう

になる。海外の政治リスクとしては、11 月 8 日の米大統領選と共に、12 月 4 日のイタリアでの国

民投票、オーストリアの大統領選、同 5日から行われるドイツの政権与党キリスト教民主同盟年次

党大会の動静に注目している。円安メリットの発現と政治リスクの払拭が、強気転換のポイントと

考えている。(10月 27日現在、多功 毅) 
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今週の参考銘柄 

ベクトル(6058)  東証 1部   

顧客の商品やサービスを TV番組(朝や夕方の情報番組、ニュース番組など)や雑誌、新聞、ソー

シャルメディアなどで取り上げてもらい、認知度を高め売上増につなげる戦略 PRを行っている。

同社の戦略 PRは費用対効果が高いことから、顧客から高い満足度が得られるため、継続して契約

を獲得することができ、15年度まで 7期連続増収増益、7期連続で 25%以上の営業利益成長を続け

ている。インターネットの台頭により TVCMなど既存のメディアの広告効果が低下しており、モノ

を広めるための新たな施策が必要になっている。そのため、戦略 PRに加えてニュースリリース配

信、動画、インフルエンサー、BUZZ メディア、イベント、タレントキャスティングといった、モ

ノを広めるときに必ず使う施策をパッケージ化し、広告効果の高いサービスを提供する体制づく

りを進めている。これにより、顧客単価を戦略 PR のみの場合の 1,000～2,000 万円から、3～5 年

位かけて 5,000万円以上に高めることで成長を続ける方針。 

上期決算は前年同期比 26.5%増収、54.0%営業増益。戦略 PR事業のプロジェクト数が順調に拡大

したことに加えて、既存顧客に対して動画事業・リリース配信事業など利益率の高い新サービス

の販売が拡大し利益成長が加速。上期計画は上振れ達成したが、通期で業績管理をしているため、

通期計画は据え置いている。顧客が求めるのは広告効果であり、広告効果を得られれば TVCMなど

にかけている多額の広告予算を獲得することが可能となる。モノを広めるために必要なサービス

を開発して提供することで、2020年に営業利益 100億円の達成を目標にしている。 

 

 

株価(10/27) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 8,319 28.8% 9,685 16.4% 12,000 23.9% 売買単位 株

営業利益 1,254 38.1% 1,618 29.0% 2,110 30.4% PER(予想) 倍

経常利益 1,186 30.5% 1,506 27.0% 2,000 32.8% PBR(実績) 倍

当期純利益 659 29.2% 841 27.6% 1,100 30.8% ROE(実績) %

EPS(円) 48.1 56.7 24.6 配当利回り(予想) %

配当金(円) 9.0 11.0 未定 担当

100

サービス

　　　15年2月期 　　　16年2月期 　　　17年2月期(予) 1,179

松本　直志
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－

株価 10月27日 1,179 円 週足
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(10/27) 

売買単位 

コメント 

エムスリー 
(2413) 

東証 1部 

3,225円 

100株 

上期決算は前年同期比 14.2%増収、21.2%営業増益。海外事業が円高で減益にな

り、人件費などの費用増もあったが、製薬会社向けマーケティング支援や医師向

け転職支援、治験事業が拡大し増収増益。製薬会社向けマーケティング支援の受

注残は前年比 15%程増加しており、下期も順調に推移する見込み。治験も受注残

が 250億円となり増加傾向が継続。海外では米国の医師転職支援サービスの売上

が前年同期比 2.1 倍に拡大。中国版 MR 君の売上も前年同期比 72.0%増に拡大。

仏では M&A を実施し、欧州での事業拡大も意欲的に進める方針。(松本 直志) 

ヒト・コミュニ
ケーションズ 

(3654) 

東証 1部 

1,536円 

100株 

16年 8月期決算は前年比 9.6%増収、19.0%営業増益。人手不足を追い風にブロー

ドバンド、モバイル、大手 GMS、食品スーパーなど幅広い業種で販売支援の受注

が増加。外国人人材サービス、多言語コールセンター、免税カウンターの受託も

拡大。厳しい消費環境の中で、販売成果を出せたことや紹介によるスタッフの獲

得が進み募集費用を効率化できたことで、営業利益率は 9.7%と昨年の 9.0%から

上昇。ブロードバンド分野やモバイル、家電、ストアサービスなど全商材で売上

が増え、17年 8月期は前年比 5.0%増収、5.6%営業増益計画。(松本 直志) 

JSR 
(4185) 

東証 1部 

1,603円 

100株 

上期については、石化系事業は合成ゴム、合成樹脂事業が国内のタイヤ生産や自

動車生産の減速影響と円高影響が、電子材料を中心とした多角化事業については

円高影響に加えて液晶材料における価格競争の激化の影響を大きく受けて計画

比未達となるとともに、通期計画も下方修正。下期は修正後の計画線での業績推

移が見込まれる。なお、NANDフラッシュの 3D化による恩恵は当社にとっては小

さいとし、競合関係にある東京応化工業のメリット享受を示唆している。 

(多功 毅) 

安川電機 

(6506) 

東証 1部 

1,657円 

100株 

上期決算は前年同期比 9.8%減収、27.2%営業減益で着地。円高で売上 189億円、

営業利益 58億円のマイナス影響があったが、中国で ACサーボの需要がスマート

フォンや自動車、半導体製造装置向けに想定以上に強く、新製品への切り替えも

進んだことで、上期の利益計画は上振れ。ロボットも補助金が下支えし中国での

需要が想定より強く、安売りをせずに販売が出来たことで利益も確保。通期では

円高に伴い売上計画を下方修正したが、実質売上増で補い利益計画は据え置いて

いる。下期は 1ドル＝105円、1ユーロ＝115円で想定。(松本 直志) 

日本電産 

(6594) 

東証 1部 

10,165円 

100株 

円高による収益圧迫要因はあったが、HDD市場が好調に推移した事に加えて、生

産工程改善活動が大きな成果を上げており、計画を上回る営業利益で着地。下期

の為替前提を 1ドル 100円(従来 105円)、1ユーロ 110円(同 115円)に修正した

うえで、通期の営業利益計画を増額。注力する車載、家電・商業・産業用の製品

群は順調に利益成長が進むうえ、足元で進む収益改善活動も想定以上の効果を発

揮しており、通期計画は再増額の可能性が高いと思われる。(多功 毅) 

サカイ引越 

センター 
(9039) 

東証 1部 

2,215円 

100株 

2Q 決算は、業界内での競争激化に伴う単価下落や M&A に関する一過性費用の

発生もあり計画未達の減益決算で着地。通期では、新たに注力する遠距離引っ越

し案件、法人向けの移転案件を掘り起こす事に加えて、グループ間シナジー効果

等を見込む事で業績回復を見込んでいるが、通期計画達成のハードルは高いもの

と思われる。中長期的には、零細業者の淘汰に伴う大手による寡占化と収益性の

向上が期待されるが、足元の事業環境は踊り場色が強い。(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 


