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今週の予定 

 国内 海外 

1/23(月) 第 28回 国際宝飾展 IJT2017（～26日） ＥＵ農水相理事会 

24(火) 1月日経日本製造業 PMI(9:30) 

日本電産（6594） 決算発表(15:15) 

大塚ＨＤ（4578）日経平均構成銘柄に採用 

[欧]1月ユーロ圏製造業 PMI(18:00)  

[米]12月中古住宅販売件数(24:00) 

[米]アカデミー賞のノミネート発表 

25(水) 12月貿易収支(8:50) [独]1月 IFO企業景況感指数(18:00) 

26(木) ファナック（6954）決算発表(15:00) [米]12月新築住宅販売件数(24:00) 

27(金) 1月全国 CPI(8:30) 

信越化学（4063）決算発表（15：00） 

安倍首相トランプ大統領と会談調整中 

[米]10－12月期 GDP速報値(22:30) 

[米]12月耐久財受注(22:30) 

ＥＵ経済・財務相理事会 

28(土) 関西空港 LCC専用第 2ターミナルビル開業 [中]春節(1月 27日から 2月 2日が祝日) 

29(日) 岐阜県知事選投開票 [仏]社会党 大統領候補予備選決戦投票 

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 18,800～19,500円      TOPIX 1,500～1,550 

＊期待材料 IoT社会の実現 IoT・AI活用による生産性改善 日本経済のデフレ脱却 

＊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  

英国のハードブレグジット懸念やトランプ次期大統領のドル高けん制発言などにより円高が進

行したことで、先週の日経平均株価はやや軟調な展開になる局面が見られた。過去 20 年の日米実

質金利差推移からみたドル/円の均衡点は、19日時点で 107円近辺にある。リスク回避姿勢が高ま

り米国金利が低下すると、この水準に向けて円高が進む傾向はあるが、米国株の下落は小幅に留ま

っているうえ、VIX指数も低水準で推移しており、リスク回避姿勢はさほど高まっていない。ブレ

グジットは当面実体経済へ大きな影響を与えないため、株式市場に与える影響は一時的になること

が見込まれる。仏大統領選など欧州の選挙は警戒されるが、金融市場で関心が高まるのは春以降と

なろう。トランプ次期大統領が強調する雇用創出のためには、米国経済を一段と改善させていく必

要があり、トランプ氏は大統領就任後、遅かれ早かれ減税やインフラ投資、規制緩和などの経済政

策を進めるものと思われる。米国経済は既に順調に推移しているうえ経済政策も加わることで、景

気の拡大基調に変化はないものと思われるが、日本は消費停滞が長期化し米国に比べて景気の拡大

ペースは鈍く、インフレ圧力も乏しい。FRBは景気拡大やインフレ率上昇に伴い、17年に複数回の

利上げを実施することが見込まれるが、日銀は長期金利を当面据え置く方針を示しており、日米金

利差の方向性から見ると、円高が一方的に進むことは想定しにくい。今週から日本企業の 10－12

月期決算発表が本格化してくる。11 日に 16 年 11 月期決算を発表した不二越は、自動車分野の緩

やかな需要拡大、ロボット事業の成長を見込み、1 ドル＝110 円想定で今期は前年同期比 43.6%営

業増益の計画を出してきており、決算発表後も株価は堅調に推移している。円安進行や世界経済の

底打ちなどにより、17 年度日本企業の業績は前年比大きく改善するものと思われ、決算発表シー

ズン開始に伴い企業業績への期待が高まれば、日経平均株価は戻りを試す展開になると思われる。

人手不足に伴う自動化需要が強い安川電機、オムロン、三菱電機などの FA、ロボット、IoT・AI

を活用した ITサービス市場の拡大が追い風になる富士通など ITサービス、IoT 社会実現に向けた

インフラ構築のため、需要増大が見込まれる半導体製造装置株、ARM社を有するソフトバンクグル

ープなどに引き続き注目したい。一方で、国内の消費者心理の停滞が想定以上に長引いており、内

需株の本格上昇はもう少し待ちたい。(1月 19日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄 

東京応化工業(4186)  東証一部 

半導体の製造工程に使用されるフォトレジストで世界シェアトップ級の企業で、半導体実装装

置等にも事業展開している。 

2Q 累計業績は、円高を主因に前年同期比 4.3%減収、26.0%営業減益決算での着地であったが、

実態ベースの業績は堅調に推移している。特に好調なのは、半導体向け高密度実装材料と KrF レ

ジストで、円貨ベースで高密度実装材料が前年同期比 47.8%増(売上高構成比 9.6%)、KrFレジスト

が同 6.2%増(同 14.4%)となっている。高密度実装材料は MEMS(微小電気機械システム)向けと最先

端スマートフォンの AP(アプリケーションプロセッサー)に採用された FOWLP(新型パッケージ)用

途が好調で、今後は、MEMS 用途における新規顧客の開拓と、FOWLP用途の非 AP 用需要の本格的な

立ち上がりが期待される。 KrF レジストの需要を牽引するのは、3D-NAND 向けの階層構造のパタ

ーニング用途であり、日本及び韓国の 2 番手メーカーの 3D-NAND 向けでは 100%のシェアを有して

いる模様。日本メーカーの 3D-NAND 比率は現状ではウエハー面積ベースで一桁台に留まるが、来

期以降に本格的な 3D-NAND への生産シフトが見込まれるうえ、現在量産する 48 層品の次世代製品

となる 64層品の量産化も予定されており、3D比率の向上と階層数増加に伴う KrFレジスト需要の

増加が期待される。 

今期の業績計画の上ブレに期待するとともに、円高メリットの緩和も想定される来期には、増

収増益基調に回帰する可能性が高いものと思われ、注目している。 

 

株価(1/19) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 88,086 17.0% 89,969 2.1% 87,300 -3.0% 売買単位 株

営業利益 13,253 32.2% 12,438 -6.1% 9,400 -24.4% PER(予想) 倍

経常利益 14,443 17.7% 12,684 -12.2% 9,400 -25.9% PBR(実績) 倍

当期純利益 8,818 16.8% 7,716 -12.5% 6,300 -18.4% ROE(実績) %

EPS(円) 196.6 177.3 145.1 配当利回り(予想) %

配当金(円) 60.0 64.0 64.0 担当 多功　毅
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説明会より 
 
銘柄 

(コード) 

市場 

株価(1/19) 
売買単位 

コメント 

ABC マート 
（2670） 

東証 1部 

6,340円 

100株 

3Qは天候要因もあり既存店が苦戦。粗利率は円高メリットや PB比率の底打ちを

受けて改善傾向であるが、都市部出店を強化している事に伴う地代家賃の増加も

あり減益決算。ただ 12 月の既存店は改善傾向で、また年始商戦も好調に推移し

たとしている事もあり、通期については会社計画程度の業績着地が見込まれる。

来期を見据えると、既存店の伸び率が鈍化する中で円安デメリットも発現する事

が見込まれ、利益伸び悩み局面の継続が懸念される。(多功 毅) 

ウェルシア HD 
（3141） 

東証 1部 

6,380円 

100株 

 

新規出店の遅れや CFS の業績改善の遅れにより売上高は計画未達となったもの

の、CFS との仕入れ、物流、本部統合に伴う粗利率や販売管理費の改善効果が計

画以上で、計画を上回る営業利益で着地。通期についても、利益上ブレの着地と

なる可能性が高い。CFSについては順次改装を進めており、改装済み店舗につい

ては売上面で徐々に成果が発現している模様。来期も、CFS の売上改善、統合効

果の一段の発現等により好調な業績が続くものと思われる。(多功 毅) 

薬王堂 
（3385） 

東証 1部 

2,052円 

100株 

購買頻度の高い日用品や食品強化による来店頻度と買い上げ点数向上が売上を

牽引。値引きが売上増に寄与しない商品については値下げ抑制を進める事で粗利

率が改善しており、また物流センター活用による業務効率化も寄与し高い利益成

長が継続している。4Qについては、1月から導入した新たなプリペイドカード発

行に伴うコスト増加が見込まれるが、据え置かれた会社計画の超過達成の確度は

高い。来期についても好業績が継続するものと思われる。(多功 毅) 

ソフトウェア・ 

サービス 
(3733) 

東証 JASDAQ 

5,310円 

100株 

16 年 10 月期決算は前年比 22.1%増収、6.6%営業増益。公的医療機関向けに大型

案件があったことで売上は大きく伸び、3期連続過去最高売上を更新。医療と介

護の連携や情報共有、業務効率改善などから電子化は必須のため、電子カルテの

引き合いが堅調に推移している。電子カルテの導入数は業界全体で 2,697病院に

なっているが、普及率は 32%に留まっており普及余地はまだ大きい。今期は大型

案件の剥落により前年比 9.7%減収になるが、生産性を改善させることで 18.2%

営業増益計画。(松本 直志) 

PR TIMES 
(3922) 

東証マザーズ 

1,786円 

100株 

3Q 累計決算は前年同期比 26.7%増収、13.8%営業増益になり、売上利益ともに過

去最高を更新。ニュースリリース配信サービスの PR TIMES の利用社数は、前年

同期比 37.5%増の 15,499になり、上場企業の 29.7%が利用するまでに拡大。利用

度合いを示すプレスリリース数は、前年同期比 33.8%増の 20,757 本となり拡大

が継続。サイト閲覧数も前年同期比 24.0%増加した。PR 効果測定サービスなど

PR TIMESの顧客向けに新規サービスの展開を本格化させ、20 年度営業利益 10億

円の達成を目指す。(松本 直志) 

Gunosy 
(6047) 

東証マザーズ 

2,051円 

100株 

上期決算は前年同期比 92.8%増収、250.8%営業増益。ニュースアプリ「Gunosy」

の利用者数拡大や KDDI との協業ニュースアプリ「ニュースパス」のマネタイズ

開始により広告収入が拡大。「Gunosy」は AI を活用して釣り/デマ記事を排除し

ニュースの質を向上させ、ニュースのパーソナライズ化も進めたことで継続率が

上昇。ディープラーニングの活用によりユーザーの年齢推定精度が向上し広告効

果も改善。AI を活用した動画配信キュレーションアプリなどの開発も行ってお

り、AIサービスの先駆的企業として今後の事業拡大が期待される。(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 


