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今週の予定 

 国内 海外 

12/19 

(月) 

11月貿易収支(8:50) 

日銀金融政策決定会合(～20日) 

[独]12月 IFO企業景況感指数(18:00) 

[米]大統領選 選挙人による投票 

20(火) 住江織物(3501)臨時株主総会 [豪]金融政策会合議事要旨公表(9:30) 

21(水) 第 1回 AI＆ロボティクスシンポジウム 

アジア太平洋廃棄物専門家会議（～23日） 

[米]11月中古住宅販売件数(24:00) 

[欧]消費者信頼感(24:00) 

22(木) ニトリ HD(9843)決算発表 

連合 中央執行委員会 

[米]7－9月期 GDP確報値(22:30)  

[米]11月 PCEコア(24:00) 

23(金) 天皇誕生日 [米]11月新築住宅販売件数(24:00) 

24(土) サッカー 天皇杯準々決勝 クリスマス・イブ 

25(日) 有馬記念 クリスマス 

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 19,000～19,700円      TOPIX 1,500～1,570 

＊期待材料 IoT 社会の実現 IoT、AI 活用による生産性改善 日本経済の成長加速  

＊不安材料 トランプリスク 地政学的リスク 中国経済の成長鈍化 新興国経済の動向  

為替市場で円安ドル高が進行しており、ドル/円は 117 円を突破してきている。ドル/円が 120

円を目指す展開になり、115～120 円の水準が定着するようなら、来期の日経平均株価の EPS は 2

割程度の増益が可能と思われ、来年 4～5月に日経平均株価は 21,000円程度まで上昇していく展開

が期待される。ただ、金利上昇とドル高に伴い米国経済の成長が抑制されることから、米国金利の

上昇がいつまでも続くとは見込みににくい。また、米国ファーストを掲げるトランプ次期大統領が、

過度のドル高進行を容認するとも思えない。加えて、17 年は日銀の金融政策も出口に向けて動き

出す可能性が高い。日本経済は、実質 GDP 成長率が 3 四半期連続のプラス成長となり、11 月の景

気ウォッチャー調査で現状判断 DI が季節調整値で 52.5 と、拡大を示す 50 を上回ってくるなど、

既に景気拡大局面に入りつつある。円安進行により輸出企業の業績改善、インバウンド需要の回復

が見込まれるうえ、円安と資源価格上昇で物価も上昇してくるものと思われ、日銀は 17 年にも長

期金利の誘導目標値を 0%から引き上げることが見込まれる。それに伴い、年間の国債買い入れ額

を現在の約 80 兆円から減額することも想定される。早ければ、今週の日銀金融政策決定会合後の

黒田総裁の記者会見で、出口戦略に注目が集まり、円安ドル高の流れが一服することが見込まれる。

一段の円安ドル高を想定した株価水準を期待するのは難しいと思われ、現地通貨ベースでの業績が

伸びていないにもかかわらず、円安進行による業績改善期待のみを頼りに株価が上昇しているキヤ

ノン、ニコンなどのような銘柄に関しては、いずれ利益確定売りが優勢となり反落する展開になろ

う。一方で、日本経済が景気拡大局面に入りつつあるため、足元で出遅れ感が強い小売、食品、サ

ービス、インターネットなどの内需銘柄が見直される展開が期待される。また、国内経済の改善に

伴い貸出需要増や利鞘改善が進むものと思われ、銀行株は 15年の高値を目指して一段高となろう。

この他、IoT時代の実現に向けた設備投資や IoTの恩恵により成長加速が見込まれるビッグデータ、

AI 活用の流れは、トランプ次期大統領の政策がどのようなものになろうと、また、円高局面に逆

戻りしようと不変であると思われ、半導体製造装置や FA・ロボット、富士通などの ITサービス企

業、IoT 向けデバイス回路の設計を手掛けるアームを傘下に持つソフトバンクグループといった

IoT関連銘柄の動向も注目される。(12月 15日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄 

VTHD(7593)  東証一部   

現社長の高橋一穂氏がホンダベルノ系最後発のディーラーとして 1983年にホンダベルノ東海を

設立。その後は日産系ディーラーを中心に、海外高級車の正規ディーラー、海外の自動車ディー

ラー、中古車輸出やレンタカー事業を展開する上場企業のトラスト等へ積極的な M&A を実行する

事で事業を拡大させている。17年 3月期 2Q累計段階の事業構成は、祖業であるホンダ系ディーラ

ー15.1%、日産系ディーラー39.1%、ディーラーを中心とした海外事業 25.7%、レンタカー5.2%、中

古車輸出 4.7%、静岡 BMW3.2%、その他 6.5%。新車販売以外のメンテナンスや部品販売、中古車販

売等の粗利で販売管理費をどの程度カバーしているかを示す基盤収益カバー率は、当社が展開す

る国内主要 6ディーラーの 2Q段階で 110%に達しており、メーカーの新車投入計画に左右される新

車販売以外のビジネスで、黒字を確保する体質が構築されている。 

今期の期初においては、日産が軽自動車を調達する三菱自動車の燃費不正問題に起因する生産

停止の影響を受けたが、停止期間は期初想定より早期に収束している。また、これまで国内で新

車投入のなかった日産が、8 月には 2 年半ぶりの新車となるセレナを投入。11 月 2 日にはノート

ｅパワーを投入。ノートは、11 月の国内新車販売台数(軽自動車含む)において、ｅパワー投入の

効果もあり日産にとって 29年 9ヵ月ぶりのトップ販売車種となっている。当社にとって主力の日

産車販売に係る事業環境は改善傾向であり、また、足元で進む円安も中古車輸出や海外ディーラ

ー事業にプラスの効果をもたらす事が期待され、下期以降の業績拡大が期待される。 

株価(12/15) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 136,376 2.8% 146,468 7.4% 174,000 18.8% 売買単位 株

営業利益 7,347 -27.1% 7,619 3.7% 7,500 -1.6% PER(予想) 倍

経常利益 7,434 -25.5% 7,603 2.3% 7,500 -1.4% PBR(実績) 倍

当期純利益 4,633 -9.6% 4,090 -11.7% 4,000 -2.2% ROE(実績) %

EPS(円) 39.4 34.8 34.0 配当利回り(予想) %

配当金(円) 14.0 18.0 16.0 担当

100

小売業

　　　15年3月期 　　　16年3月期 　　　17年3月期(予) 594

多功　毅
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(12/15) 

売買単位 

コメント 

学情 

(2301) 

東証 1部 

1,158円 

100株 

 

16年 10月期決算は前年比 9.5%増収、51.1%営業増益。若手人材の採用難により、

企業の新卒採用意欲が強く、就職博やあさがくナビなど利益率の高い自社商品の

売上が伸び、過去最高益を更新。採用難に伴い採用活動が長期化しており、就職

博の引き合いは 4Qも想定以上で推移。18年卒の採用に向けて企業の採用意欲は

強く、今期は前年比 13.6%増収、16.6%営業増益の計画。大手企業の動きがさら

に早期化しており、10月末の受注は前年同期比 20%超の伸びになっている。人工

知能を使った就活支援サービスを 17年 3月から開始予定。(松本 直志) 

オハラ 

(5218) 

東証 1部 

667円 

100株 

 

市場縮小によりデジカメ向けガラス部材の需要が減少し、16年 10月期決算は前

年比 6.5%減収、73.3%営業減益になったが、今期は耐衝撃・高硬度のガラス製品

「ナノセラム」が中国系新興スマートフォンメーカー向けに採用が進むことを見

込み、前年比 7.8%増収、525.8%営業増益計画。「ナノセラム」の生産体制増強が

進む下期は前年同期比 16.5%増収、営業利益は同 12.4 倍と成長加速が見込まれ

ている。「ナノセラム」は監視カメラや車載、医療機器など幅広い分野で性能評

価が行われており、今後のさらなる販売拡大が期待される。(松本 直志) 

東プレ 

（5975） 

東証 1部 

2,940円 

100株 

主力のプレス部品は、ホンダ、日産の国内生産回帰による数量効果、海外新拠点

効果で好調に推移。また、主に国内で展開する定温物流関連事業も、食品の品質、

安全強化に伴う冷蔵・冷凍輸送ニーズの高まりに加えて、ドライバー不足を背景

としたトラック大型化による恩恵もあり好調。来期以降も、プレス部品の能力増

強、八千代工業から買収した事業の採算改善により、業績拡大基調が継続する可

能性が高いものと思われる。(多功 毅) 

エイチワン 

（5989） 

東証 2部 

1,130円 

100株 

円高の影響で 12.7%減収だが、中国市場で主力顧客のホンダが好調に推移してい

る事に伴う増収効果、国内の原価低減活動により円高デメリットを吸収して

37.6%営業増益で着地。上期は上方修正後の計画を大幅に上回る着地で、通期に

ついても増額修正。下期は 1ドル 100円としたうえで、海外市場の下ブレリスク

等を保守的に織り込んでおり、通期計画の再増額の確度は高いものと思われる。

(多功 毅) 

日本 
ビューホテル 

(6097) 

東証 1部 

1,492円 

100株 

上期決算は前年同期比 5.4%増収、5.7%営業増益。那須の遊園地が台風や長雨に

より苦戦したが、主力のホテル事業は前年同期比 7.5%増収、28.7%営業増益と順

調。浅草ビューホテルは宿泊、婚礼、宴会、レストランの全てで売上が拡大。客

室単価上昇によりインバウンド客が東京近郊へ分散し、民泊にも流れたことで、

訪日外国人客の取り込みはやや鈍化したが、9月以降は持ち直し。17年 5月に札

幌ビューホテル大通公園を、18 年春に大阪ビューホテル本町をオープン予定。

20年に向けて浅草ビューホテルのエントランスも改装する計画。(松本 直志) 

ヤマシン 
フィルタ 
（6240） 

東証 1部 

1,041円 

100株 

主として建機用のフィルタを製造、販売。引き続き中国建機市場低迷の影響を受

けるものの、固定費、変動費共にコストダウンを強化する事で業績は改善傾向。

足元では中国の建機市場は底打ち、反転の可能性が高まりつつある。当面は新製

品向け需要が先行する見込みであるが、中国市場で補給部品が本格的な回復に転

じれば、利益に与える影響は大きい。今 4月から中国の三一重工と取引開始。順

次、当社製フィルタの採用が拡大する見込み。(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 


