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今週の予定 

 国内 海外 

11/7 

(月) 

9月日銀金融政策決定会合議事要旨 

ファッションワールド東京(～9日) 

電炉鋼材フォーラム 

[露]中国・ロシア首相会談 

国連気候変動枠組み条約第 22 回締約国会議

(～18日) 

8(火) 世界経営者会議(～9日) 

第 2回 FinTechフォーラム 

トヨタ(7203)決算(15:00) 

[中]10月貿易収支 

[米]大統領選投開票日 

サンパウロモーターショー(～20日） 

9(水) 10月景気ウォッチャー調査(14:00) 

CX TECHNOLOGY FORUM 2016 

[中]10月消費者物価指数(10:30) 

[英]VRTGO 

10(木) 9月機械受注(8:50) ニュージーランド準備銀行政策金利(5:00) 

11(金) トレンドエキスポ東京 2016(～12日） 

本庶佑氏 京都賞受賞記念講演会 

[米]退役軍人の日 

[中]独身の日 

12(土) 豊洲市場土壌汚染対策の専門家会議 [韓]大統領への大規模抗議集会 

13(日) COPPER2016(～16 日) テニス ATPファイナル開幕 

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 16,100～17,500円      TOPIX 1,300～1,400 

＊期待材料 円安 政府・日銀の政策対応 製造業の景況感改善 IoT 社会の実現 

＊不安材料 円高 トランプ大統領誕生 地政学的リスク 原油安 中国経済の成長鈍化    

クリントン氏のメール問題再燃に伴い、クリントン氏とトランプ氏の支持率が拮抗し今週予定さ

れている米大統領選に向けて、不透明感が高まりつつある。クリントン氏優勢との見方が根強いが、

6 月に行われた英国民投票で EU 離脱派が勝利し金融市場が一時大混乱した経緯があることから、

最終的な選挙結果が出るまでは予断を許さない展開になるものと思われる。2012 年の例を参考に

すると、米大統領選の結果は日本時間 9日の午前中から出口調査などのニュース速報が流れること

が見込まれる。特に選挙の結果に大きく影響するオハイオ州(1964年以降オハイオで勝利した候補

者は全て大統領に当選)の投票締め切り時間は 2012 年の選挙では午前 9 時半、フロリダ州(激戦州

の中で選挙人の割り当て人数が多い)は午前 10 時だったことから、11 月 9 日は朝方から出口調査

などのニュース速報に為替や株価が大きく反応することになろう。11 月 2 日までの日本企業の決

算では、半導体関連企業や FA 関連企業に業績好調な企業が目立っている。中国向けスマートフォ

ンの高機能化やデータセンタ向け高機能半導体の需要増、3D NAND市場の拡大に伴い東京エレクト

ロン、日立ハイテク、アドバンテスト、日立国際電気といった半導体製造装置企業は、通期計画を

上方修正。IoT社会の実現に向けてセンサーや通信機能を持った半導体の他、データ量が爆発的に

拡大することに伴いデータセンタの能力増強、高機能化、省エネ化のため、高機能半導体や 3D NAND

の一段の需要拡大が見込まれる。AI を使ったビッグデータ解析のために処理能力の高い高性能な

コンピューターが必要になるため、HDDよりも高速で読み書きができる 3D NANDに対する需要が特

に加速するものと思われる。FA 関連企業も半導体市場の活況や補助金、元安を下支えにした中国

での設備投資改善などにより安川電機、三菱電機、オムロンなどの業績に底打ち感が出ている。中

国では競争に勝ち抜くため、勝ち組企業の設備投資意欲は旺盛。補助金を活用したロボットの導入

意欲が強く、新エネルギー車向けの設備投資需要も増えている。米大統領選後、不透明感が後退す

る局面では、決算動向に重点を置いた銘柄選別を行いたい。(11月 2日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄 

丸千代山岡家(3399)  東証 JASDAQ   

主として、豚骨ラーメン専門店「ラーメン山岡家」を全国展開。16年 10月末現在でラーメン山

岡家を北海道 45店、茨城、千葉、埼玉を中心とした本州地区 100店、九州地区 1店の計 146店を

出店している。一般的なチェーン店がセントラルキッチンで加工した食材を導入する事で、店舗

内調理の簡素化、店舗間の味の均一化を図るのに対して、当社は手作り感を重視する考えから、

各店舗内でスープの仕込みや食材の調理を行っている事が特徴として挙げられる。 

店内調理を重視するため、商品の出来は各店舗の調理担当者の能力による面が強い。過去に出

店を加速した局面において、各店舗間で味、さらにはサービスの質にバラつきが生じた事で顧客

離れを引きおこし、業績が落ち込む局面があった。そこで、会社側は待遇改善による従業員の定

着率向上や教育体制の強化を通じた能力、経験の向上を図り、リピーターの獲得や客単価向上を

目的とした継続的な期間限定商品の投入を進めてきた。このような諸施策の導入が成功した事で

13 年 7 月以降、既存店売上高は前年を超える水準が定着している。今年の 8 月こそ、オリンピッ

ク開催期間中の外食需要の低迷により当社の既存店売上高の前年対比の成長記録は 37ヵ月連続で

途絶えたが、他の外食産業に比べて落ち込みは軽微であり、また、売上構成比の高い北海道に多

数の台風が上陸した事を踏まえると、既存店売上高の成長トレンドに変化は生じていないものと

思われる。今期中に煮干しラーメン業態を新たに出店予定で、次いで味噌ラーメン業態の出店も

計画しており、今後の展開が注目される。 

 

株価(11/2) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

収益 9,007 2.8% 10,068 11.8% 11,293 12.2% 売買単位 株

営業利益 256 30.6% 510 99.2% 590 15.7% PER(予想) 倍

経常利益 304 29.4% 539 77.3% 620 15.0% PBR(実績) 倍

当期純利益 114 黒転 259 127.2% 341 31.7% ROE(実績) %

EPS(円) 47.1 106.8 140.3 配当利回り(予想) %

配当金(円) 20.0 14.0 10.0 担当 多功　毅
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(11/2) 

売買単位 

コメント 

モバイル 

ファクトリー 

(3912) 

東証マザーズ 

2,881円 

100株 

3Q累計決算は前年同期比 19.2%増収、98.7%営業増益だが、3Q決算は前四半期比

0.2%減収、9.5%営業増益。主力位置ゲームの「駅メモ」は過去最高売上を更新し

たが、その他の位置ゲーなどで売上が減り、前四半期比では減収。「駅メモ」は

他社キャラクターとのコラボなどプロモーションの多角化の効果で、デイリーア

クティブユーザーが足元で過去最高を更新。11 月 1 日より大ヒット映画「君の

名は。」とのタイアップキャンペーンを開始。4Q は首都圏向けに初の TVCM と交

通広告も実施予定で、「駅メモ」の成長加速が期待される。(松本 直志) 

信越化学 
(4063) 

東証 1部 

7,851円 

100株 

2Q 累計決算は、営業利益で前年同期比 11.1%増益、計画対比で 6.1%の上ブレ着

地。塩ビ事業は米国での設備能力増強効果がフル貢献。半導体ウエハは円高影響

を受けているが、引き続き需給はひっ迫しており高い水準の利益を維持。シリコ

ーン、電子・機能材料、機能性化学品などの事業も総じて堅調に推移している。

下期の為替前提は 1 ドル 100 円。2Q 決算時点で据え置かれた通期計画の上ブレ

確度は高いものと思われる。ウエハの値上げ機運が高まりつつあり、今後の動向

が注目される。(多功 毅) 

日立国際電気 
(6756) 

東証 1部 

2,134円 

100株 

上期決算は前年同期比 20.6%減収、70.0%営業減益。前年が高水準だった反動で

減収減益だが半導体製造装置事業が想定以上に推移し、上期の会社計画は上振

れ、通期計画も上方修正。3D NANDの設備投資が活発に行われ、ロジックファウ

ンドリの投資も前倒しで推移。改造や部品などサービスビジネスも堅調に推移し

た。3D NAND はサムスンが新工場を建設することに伴い、一段の拡大が見込まれ

るうえ、TSMC などロジックファウンドリの投資も継続し、来期に向けても半導

体製造装置市場は好況が続くものと思われる。(松本 直志) 

デンソー 

(6902) 

東証 1部 

4,479円 

100株 

2Q累計決算は、円高影響があったものの、英国国民投票で EU離脱の意志が示さ

れた後に合理化策を一段と強化させた事で計画を上回る営業利益で着地。また、

下期については円高影響、顧客の販売台数前提を下方修正しているが、通期計画

については引き続き合理化に注力するとして上方修正を発表している。引き続き

為替変動はリスク要因であるが、1ドル 105円程度の推移であれば、通期計画に

はもう一段の上ブレ余地があるものと思われる。(多功 毅) 

村田製作所 

(6981) 

東証 1部 

13,515円 

100株 

中国系スマホの高機能化進展による恩恵を引き続き享受しているが、中国系の下

位スマホメーカーがタッチパネルやメモリーの調達難から当初想定程に生産、販

売が伸びず、当社製品への需要にも影響を与えている。さらに円高による収益圧

迫要因もあり、2Q 決算は計画未達の着地。通期についても中国系スマホの部品

調達問題は継続する見込みであり、また、下期の為替前提を 1ドル 100円（従来

110円）に修正した事に伴い、通期計画についても下方修正を発表。 (多功 毅) 

東京 
エレクトロン 

(8035) 

東証 1部 

9,641円 

100株 

上期決算は前年同期比 3.5%増収、2.0%営業減益だが、3D NAND 向け投資が活発に

推移したことやファウンドリ向け先端投資が想定以上に増加し、売上、利益共に

計画上振れ。データセンタ向け高機能半導体などファウンドリの投資拡大が牽引

し、通期計画も上方修正。2Q の半導体製造装置の受注額は前四半期比 0.9%減の

1,956億円と高水準が継続。3D NAND投資の加速やファウンドリ投資継続により、

下期の受注も高水準での推移が見込まれる。IoT時代の到来に伴い、次世代技術

への活発な投資が続き、2017年も好調な業績推移が期待される。(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 


