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今週の予定 

 国内 海外 

2/20 

(月) 

1月貿易収支(8:50) 

コーポレートガバナンス・オブ・ザ・

イヤー 表彰式 大賞は HOYA(7741) 

横浜ゴム(5101)決算発表(13:00) 

[米]休場(ワシントン誕生日) 

[英]メイ首相に EU 離脱通知権限を与える法案 

の上院審議開始 

[欧]非公式ユーロ圏財務相会合 

21(火) 2月日経日本製造業 PMI(9:30) 

国際ホテルレストランショー(～24 日) 

[欧]2月ユーロ圏製造業 PMI(18:00) 

[米]2月製造業 PMI(23:45) 

22(水) 東京都議会 平成 29年第 1 回都議会定

例会開会 

島根県が制定する「竹島の日」 

[独]2月 IFO企業景況感指数(18:00) 

[米]1月中古住宅販売件数(24:00) 

[米]FOMC議事要旨(28:00) 

23(木) 日銀 木内審議委員 懇談会での挨拶 日本キューバ官民インフラ会議(ハバナ） 

24(金) プレミアムフライデー開始 [米]1月新築住宅販売件数(24:00) 

25(土) サッカーJ1開幕 [韓]大統領即刻退陣等を訴える大規模デモ予定 

26(日) 東京マラソン [米]アカデミー賞授賞式 

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 19,200～19,800円      TOPIX 1,530～1,570 

＊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   

先週の日経平均株価は、日米首脳会談を経て円安方向へ為替がふれたことや米国株高を背景に、

一時昨年来高値の更新をうかがう展開になった。1月のマークイットによる日中欧の製造業 PMIと

米国の ISM 製造業景況指数の平均値は 53.7 となり、13 年 12 月の 53.6 を超えて 12 年 1 月以降の

最高値を更新。直近 5 年間で最も勢いよく製造業の活動が拡大している。日本企業の 10－12 月期

決算も、円安進行やスマートフォン、自動車向け設備投資の改善などで半導体、FA・ロボットなど

中心に良好に推移。日本の 10－12 月期実質 GDPは、12年 10 月～13年 9月以来となる 4四半期連

続でのプラス成長になった。15 日に発表された 1 月の米国の小売売上高は、自動車とガソリンを

除いたベースで前月比 0.7%増と、16 年 4 月以降で最大の伸びになり、エネルギーと食料品を除く

消費者物価指数も前年比 2.3%増となるなど、米国経済は順調に推移している。先週の議会証言で

イエレン議長は利上げに前向きな姿勢を示しており、3月 14～15日の FOMCで追加利上げが決まる

可能性が高まりつつある。米国の実質金利を 10年債利回り－消費者物価指数(除くエネルギー、食

料品、前年比増減率)とすると、1 月は 0.2%程度になっている。リーマンショック前の水準である

2%に比べてかなり低い水準にあり、多少の利上げを行っても米国の経済成長を抑制することにはな

らないと思われる。FF 金利先物市場で織り込まれている 3 月の利上げ確率は 15 日時点で 44%にな

っており、8 日の 24%から上昇はしているものの、金融市場の織り込み度合いはまだ高くない。昨

年 12 月に利上げが決まったときは、12 月の会合に向けて織り込み度合いが高まり、米国の 10 年

債利回りが上昇し、円安ドル高が進んだ経緯がある。日米首脳会談では、日米の友好な関係が強調

されたことから、当面、為替や金融政策に対してトランプ大統領からネガティブな言及はないもの

と思われ、3 月の FOMC に向けて米国経済が順調に推移すれば、緩やかに円安ドル高が進むことが

見込まれる。円安進展と来期業績への期待から、日経平均株価は 3～4 月にかけて堅調な推移にな

るものと思われる。 (2月 16日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄 

東プレ(5975)  東証 1部 

株価(2/16) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 120,567 8.0% 145,390 20.6% 161,000 10.7% 売買単位 株

営業利益 13,305 -2.2% 18,150 36.4% 19,000 4.7% PER(予想) 倍

経常利益 16,576 5.7% 15,391 -7.1% 18,000 17.0% PBR(実績) 倍

当期純利益 10,347 -10.6% 10,428 0.8% 12,500 19.9% ROE(実績) %

EPS(円) 206.6 208.2 249.8 配当利回り(予想) %

配当金(円) 24.0 37.0 40.0 担当

100

金属製品

　　　15年3月期 　　　16年3月期 　　　17年3月期(予) 2,975

多功　毅

11.9

1.4

10.1

1.3

独立系の自動車プレス部品メーカーで、他には物流冷凍車向けの冷凍装置とコンテナを製造・

販売する定温物流関連事業等も展開している。16 年 3 月期における構成比は、売上高でプレス関

連部品事業 66.9%、定温物流関連事業 27.3%、その他事業 5.8%、営業利益においてはプレス関連部

品事業 72.4%、定温物流関連事業 23.1%、その他事業 4.5%となっている。 

3Q累計決算は、減価償却費の増加や円高による影響を受けているものの、プレス関連部品事業、

定温物流関連事業共に好調に推移しており、前年同期比 17.2%増収、18.6%営業増益と好調な決算

となっている。主力のプレス関連部品事業は、主要顧客であるホンダ、日産向けの拡販やホンダ

系の八千代工業からの事業買収効果が寄与し、同 21.2%増収、9.5%営業増益となっている。また、

定温物流関連事業も、過去の排ガス規制時導入車の買い替え需要の拡大、関連業界が進める食の

安全強化に伴う冷蔵・冷凍輸送ニーズの高まり、EC ビジネスの拡大も影響するドライバー不足を

背景としたトラックの大型化によるユニット単価上昇も貢献し、同 11.2%増収、45.0%営業増益と

好調に推移している。 

現在の会社計画を基にすると、4Q 計画は前年同期比 4.9%減収、26.0%営業減益計画となってい

るが、足元までの業績推移、為替が円安方向で推移している事等を踏まえると保守的計画と思わ

れ、通期業績の上ブレ着地が期待される。来期以降もプレス部品の能力増強効果、八千代工業か

ら買収した工場の採算改善効果により、業績の拡大基調が継続する可能性が高いものと思われる。 

 

株価 2月16日 2,975 円 週足
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(2/16) 
売買単位 

コメント 

D.A.コンソー
シアムホール
ディングス 

(6534) 

東証 2部 

1,275円 

100株 

3Q 累計決算は、ネット広告事業の売上増と効率アップにより前年同期比 22.0%

増収、18.2%営業増益。通期計画に対する営業利益の進捗率は 87.3%と順調。フ

ェイスブック、LINE などコミュニケーションメディアや動画広告が好調に推移

し、3Qは前年同期比 22.6%増収、68.2%営業増益。単価の高い動画広告は 3Q累計

の単体決算で前年同期比 46.5%増収となり、利益率改善に貢献。ネット広告の精

度向上も進み利益が出やすくなっており、通期計画の上振れ達成、来期以降の業

績拡大継続が期待される。(松本 直志) 

オムロン 

(6645) 

東証 1部 

4,900円 

100株 

3Q 累計決算は前年同期比 7.4%減収、3.7%営業増益。為替のマイナス影響を除く

と前年同期比 2.0%増収、31.0%営業増益。中国の制御機器事業でスマートフォン、

自動車、食品、社会インフラなど注力領域で需要が回復。固定費削減など収益構

造改革効果で制御機器事業の収益性も改善し、3Qは全社で前年同期比 78.1%営業

増益になった。4Q は制御機器に加えて車載の事業環境改善が見込まれるうえ、

円安進展を織り込み、通期計画を上方修正。(松本 直志) 

日野自動車 
（7205） 

東証 1部 

1,342円 

100株 

3Q 決算は、円高影響や古河工場への移転コスト等が業績を圧迫しているが、来

期の反転を期待させる決算。海外主力市場のタイ、インドネシアの回復が定着。

また、国内については物流系が引き続き堅調に推移する中、ここにきてダンプに

も反転の兆しが出てきている。来期についても償却費負担の増加が見込まれる

が、円高デメリットの一巡、タイ、インドネシア、国内での拡販効果により増益

へ転換する確度は高いものと思われる。(多功 毅) 

伊藤忠商事 
（8001） 

東証 1部 

1,620円 

100株 

3Q 決算は、事業毎に凸凹はあるが全体としては好決算。通期については、国内

アパレル産業向けに低調な繊維、資源国向け自動車輸出の減速や船舶市況低下の

影響を受ける機械等が計画未達成となる可能性が高いが、ドールの改善が顕著な

食料、鉄鉱石価格上昇の恩恵を受ける金属等が好調に推移する事により通期計画

の上ブレ確度は高いものと思われる。中期的には中国のコングロマリットである

CITICとの提携効果の発現が期待される。(多功 毅) 

三菱商事 
（8058） 

東証 1部 

2,632円 

100株 

2Q 累計の純利益 1,785 億円に対して、3Q 純利益は 1,854 億円と急伸。鮭鱒養殖

事業の市況上昇効果等もあるが、利益増の主因は豪州原料炭市況の高騰によるも

の。3Q の好決算を受けて通期計画を上方修正すると共に、10 円の増配を発表。

原料炭価格の前提は公表していないものの、価格が既にピークアウトしている事

は織り込まれている模様。エネルギー事業における売却損等も 4Q 予算に織り込

んでおり、計画達成の確度は高いものと思われる。(多功 毅) 

東祥 
(8920) 

東証 1部 

4,995円 

100株 

3Q 累計決算は前年同期比 11.0%増収、14.2%営業増益。スポーツジムが会員増に

伴い既存店売上が前年同期比 4.8%増になったことや水道光熱費の低下、金利低

下による利息負担の減少により通期計画を上方修正。来期はスポーツジムの出店

数が今期から 2.2倍の 11店を予定。スポーツジムは全国で 71店舗展開している

が、都心で 100ヵ所、地方で 100ヵ所程度の追加出店の余地があるとしている。

出店コストが安く人は多い住宅地に出店し、魅力的なスタジオプログラムと最新

機器、ホスピタリティで今後も成長を続ける方針。(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 


