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今週の予定 

 国内 海外 

1/30 

(月) 

日銀金融政策決定会合(～31日) 

住友化学（4005）決算発表(15:00) 

[米]12月 PCEコア(22:30) 

サイバー技術国際会議 (～2月 1日)  

31 

(火) 

12月失業率(8:30) 

12月鉱工業生産(8:50) 

村田製作所（6981）決算発表(15:00) 

任天堂（7974）決算発表(16:00) 

[欧]10－12月期 GDP 速報値(19:00) 

[欧]1月消費者物価指数(19:00) 

[米]1月消費者信頼感指数(24:00) 

[米]FOMC(～1日) 

2/1 

(水) 

インバウンドビジネス総合展（～3日） 

小野薬品(4528)オプジーボ 50%値下げ 

インド人学生のビザ緩和 

武田薬品工業（4502）決算発表(15：00) 

[中]1月製造業 PMI(10:00) 

[中]1月非製造業 PMI(10:00) 

[米]1月 ADP雇用統計(22:15) 

[米]1月 ISM製造業景況指数(24:00) 

2(木) 任天堂(7974)ファイアーエムブレムヒーローズ

配信開始 

[印]インドゲーミングショー（～5日）

[印]BES Expo(～4 日） 

3(金) 日銀金融政策決定会合議事要旨 

マティス米国防長官来日(～4日) 

伊藤忠商事（8001）決算発表(13：30) 

[中]1月財新製造業 PMI(10:45) 

[米]1月雇用統計(22:30) 

[米]1月 ISM非製造業景況指数(24:00) 

4(土) 日本ホスピス在宅ケア研究会全国大会(～5 日）

日本学術会議 軍事研究に関する中間報告案 

第 44回アニー賞 授賞式 

第 31回アメリカ撮影監督協会 授賞式 

5(日) 千代田区長選 投開票 [米]NFL 第 51回スーパーボール 

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 19,200～20,000円      TOPIX 1,530～1,590 

＊期待材料 円安 業績見通しの改善 マクロ経済の改善 諸外国に比べ安定する国内政治情勢 

＊不安材料 トランプリスクの顕在化 新興国、中国からの資本流出 地政学的リスク 

今週も最大の注目点は、矛盾に満ちた政策や公約に反する勢力との軋轢を厭わないトランプ大統

領の言動となる。ドル高要因となる官民による積極的な米国内への投資を訴えるものの、為替につ

いてはドル安を指向するようだ。一方で、中国に対する為替操作国指定も視野に入れているようで

あり、為替市場を直接的にコントロールする様な政策は否定している模様。TPP については既に永

久に離脱する大統領令に署名済みであるが、日本を筆頭としたアジア圏への輸出拡大を期待してい

た農業、食肉関連団体からは失望や先行きを懸念する声が上がっている。共和党の掲げる国境税に

は否定的で、公約の減税やインフラ投資を巡り議会との緊張が高まる可能性も出てきた。2月上旬

に予定されるイスラエルのネタニヤフ首相との会談で、米大使館のエルサレムへの移転計画を表明

すれば、中東における地政学的リスクが高まる事が懸念される。台湾、南シナ海問題を含む対中国

政策の先行き不透明感も高まっている。一方で、企業業績の面からはポジティブな発表が増加する

事が期待される。前週に発表された安川電機、日本電産の決算は、世界経済が改善基調を辿った事

や為替の円安転換を受けて堅調な内容であった。今週から本格化する 3 月期決算企業の 3Q 決算に

ついても、海外で稼ぐ企業を中心に堅調な決算発表が続く事が想定される。トランプリスクの顕在

化が上値抑制要因となる事が想定されるが、企業業績の拡大期待を背景とした株価の上昇基調は継

続するものと思われ、好業績銘柄の押し目買いスタンスを推奨したい。(1月 26 日現在、多功 毅) 
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今週の参考銘柄 

ポーラ・オルビス HD(4927)  東証 1部   

基幹ブランドの POLA、ORBIS、海外ブランドの Jurlique、H2O+、育成ブランドの THREE、DECENCIA

など多様な価格帯、ユーザーのニーズに合わせた化粧品ブランドを展開。15年 12月期の売上高に

占める各ブランド別の構成比は POLA が 50.9%、ORBIS が 26.2%、Jurlique が 8.6%、育成ブランド

が 5.8%になっている。POLA のインバウンド売上と育成ブランドの THREEなどの伸びが牽引し、16

年 12月期は 7期連続での増収増益を見込んでいる。 

1－9 月期決算は、インバウンド売上や育成ブランドの拡大により前年同期比 4.4%増収、20.1%

営業増益になったが、7－9 月期(3Q)は前年同期比 1.0%減収、2.5%営業増益と業績の拡大ペースが

鈍化。3Q のインバウンド売上は前年の 33 億円から 31 億円へ減少。POLA ブランドの 3Q 業績も前

年同期比 1.9%増収、6.7%営業減益と伸び悩んだが、育成ブランドは THREE、DECENCIA が計画以上

に拡大し、3Qは前年同期比 20.8%増収、2Q比でも 6.5%増収と成長が継続している。 

「シワを改善する」と表記できる医薬部外品として、厚生労働省の承認を受けた日本で初めて

の薬用化粧品「リンクルショット メディカル セラム」を 17年 1月 1日に発売開始。開発に 7年、

厚生労働省から承認を受けるのにさらに 8年、合計 15年をかけて商品化。日本香粧品学会で定め

られた効能評価試験では、12週間で 7割の被験者の目じりのシワが改善。20グラム入りで価格は

税込み 16,200円で、百貨店やポーラ専門店などで販売し、初年度に 100億円の売上を目指してい

る。発売開始後の評判は上々で品薄状態になっており、17 年度の業績を牽引するヒット商品にな

ることが期待される。 

 

 

 

 

 

株価(1/26) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 198,094 3.5% 214,788 8.4% 223,000 3.8% 売買単位 株

営業利益 17,683 10.4% 22,511 27.3% 26,000 15.5% PER(予想) 倍

経常利益 19,067 6.9% 22,359 17.3% 25,300 13.2% PBR(実績) 倍

当期純利益 10,382 41.9% 14,095 35.8% 17,200 22.0% ROE(実績) %

EPS(円) 187.8 255.0 311.1 配当利回り(予想) %

配当金(円) 187.0 150.0 200.0 担当 松本　直志
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(1/26) 
売買単位 

コメント 

ブロンコ 
ビリー 
（3091） 

東証 1部 

2,779円 

100株 

前年同期が好調であった反動もあり、4Qは前年同期比 15.6%営業減益の着地。今

期については客数増を見込み既存店売上高は 2%増、原価率は 0.1 ポイントの改

善、販管費率は出店コストや販促コストの増加を見込み 0.4 ポイントの悪化を前

提とし 11.8%営業増益を計画。為替の円安転換を踏まえると粗利率前提は楽観的

と思われる。また、前期においては販促を行った後の既存店売上高の押し上げ効

果が限定的であった事を踏まえると、売上面でも楽観視は出来ない。(多功 毅) 

コスモス薬品 
（3349） 

東証 1部 

20,930円 

100株 

既存店売上高が想定以上に好調に推移したうえ、粗利率の改善や販売管理費率の

抑制も寄与し、計画を上回る売上高、営業利益で着地。通期については期初公表

計画を据え置いた結果、下期は 5.3%増収、28.2%営業減益となっているが、上ブ

レの可能性が高い。15年 3月より徹底した EDLP戦略に回帰しているが、今期に

入りこの戦略が軌道にのった事で既存店売上高、収益性ともに着実に改善してお

り、今後も高い利益成長局面が継続するものと思われる。(多功 毅) 

パーク 24 
(4666) 

東証 1部 

3,080円 

100株 

16年度決算は前年比 8.2%増収、14.5%営業増益。新規開発が順調に進み、駐車場

事業の利益が消費税増税後 2期ぶりに拡大。レンタカー、カーシェアなどのモビ

リティ事業も会員数、台数増に伴い前年比 15.0%増収、56.8%営業増益。今期も

駐車場、モビリティともに伸び前年比 19.3%増収、12.8%営業増益の計画。成長

に向けた事業開発費を前年の 5 億円から 15 億円へ拡大させ、乗り捨て型カーシ

ェアや駐車場マッチングサービス、海外事業などへ投じる方針。(松本 直志) 

安川電機 

(6506) 

東証 1部 

2,067円 

100株 

3Q 累計決算は円高を主因に前年同期比 20.5%営業減益になったが、10－12 月期

(3Q)は、中国を中心にスマートフォンや自動車関連で旺盛な設備投資需要があ

り、同 5.0%営業減益と減益幅が縮小。AC サーボの新商品への切り替え加速や現

地生産効果で収益性が改善し、3Q のモーションコントロール事業は前年同期比

16.3%営業増益。3Q の受注は、モーションコントロール事業で前年同期比 10.0%

増、ロボット事業も効率化投資の拡大で追い風が吹いており同 5.0%増。事業好

調に加えて為替が追い風になり、来期の増益転換が期待される。(松本 直志) 

日本電産 
（6594） 

東証 1部 

10,640円 

100株 

3Q決算は 2Q実績に対して 0.7%営業減益となっているが、人材採用の前倒し、新

卒採用対策として新たに始めた CM に係るコスト、研究開発費の増加、グループ

ブランド統一に係る一過性コストの発生等が主因であり、実態レベルの収益力は

順調に拡大している。これら先行投資的なコストを積極投下したうえで、3Q 決

算発表時に通期営業利益計画を再増額修正。通期計画のさらなる上ブレと来期以

降の継続的な収益拡大を想定する。(多功 毅) 

シグマ光機 
(7713) 

東証 JASDAQ 

1,165円 

100株 

上期決算は前年同期比 4.3%増収、29.9%営業増益。産業分野の設備投資や研究開

発投資が回復傾向となり、スマートフォン(スマホ)関連やバイオ・医療向けも堅

調に推移し、会社計画上振れ着地。中国ではスマホ生産用レーザー加工機向け対

物レンズなどの動きが 12 月以降活発化し、新規設備投資需要が拡大。対物レン

ズは他社製品に比べて性能が向上しておりシェアも上昇。中国政府はハイテク研

究を強化する方針を示しており、中国の有名大学などから新規レーザー研究向け

に製品の引き合いが増加している。(松本 直志) 
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いつもあなたのそばで 頼れる金融機関です 
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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 


