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今週の予定 

 国内 海外 

3/6 

(月) 

ピジョン(7956)決算発表 

2月車名別販売台数(自販連) 

[米]CERAウィーク(～10日) 

IEA中期石油市場リポート 

7(火) 自動車技術に関する CAEフォーラム(～8日） 

国際照明総合展(～10日) 

日米国会議員連盟 訪米（～12日） 

ジュネーブ国際自動車ショー(～19日) 

[米]1月貿易収支(22:30) 

[欧]EU一般問題理事会 

8(水) 10－12月期 GDP改定値(8:50) 

2月景気ウォッチャー調査 

[中]2月貿易収支 

[米]2月 ADP雇用統計(22:15) 

9(木) 2月マネーストック(8:50) 

2月工作機械受注(15:00) 

[欧]ECB理事会 

[欧]EU首脳会議(～10日) 

10(金) メジャーSQ [米]2月雇用統計(22:30) 

11(土) 東日本大震災六周年追悼式 [印]大規模地方選の開票予定 

12(日) サウジアラビア国王来日(～15日)  

民進党 党大会 

[米]サマータイム開始 

世界ラリー選手権第 3戦最終日 

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 19,500～20,100円      TOPIX 1,550～1,600 

＊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   

米地区連銀総裁のタカ派発言が続き為替市場で円安が進んだことや、トランプ米大統領の議会演

説が無難な内容になったことで、先週の日経平均株価は昨年来高値を更新。マークイットによる 2

月の日中欧製造業 PMIと、米国の ISM製造業景況指数の平均値は 54.6となり、前月の 53.7を超え

て 12年 1月以降の最高値を 2ヵ月連続で更新。米 ISM製造業景況指数は 14年 8月以来、日本の製

造業 PMIは 14年 3月以来の水準に回復し、中国では新規輸出受注が 14年 9月以来の水準となり、

ユーロ圏では生産と受注の伸びがほぼ 6年ぶりの高水準になっている。製造業の景況感改善に加え

て、米国では 1月の中古住宅販売件数が 07年 2月以来、2月の消費者信頼感指数は 01年 7月以来

の水準になるなど、景気が順調に回復していることを示す経済指標の発表が相次いでいる。また、

1月の食料品を除く消費者物価指数は前年比 2.3%増、FRBが物価指標として最も重要視している PCE

コア・デフレーターも前年比 1.7%増と、物価も順調に上昇しており 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。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 3月 1日時点で 80.0%になっており、2月 22日の 34.0%から 1週間で大きく上昇した。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、2

月は 0.1%程度になっている。リーマンショック前の水準である 2%程度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。また、景

気回復が続く米国で実質金利が長い間、低水準にとどまることは、過度なリスクテイクを促し、バ

ブルの呼び水となることが懸念される。実際、直近の米国株式市場はバブル的な上昇を見せ始めて

おり、景気過熱を避けるため 3月に利上げが行われる可能性は高い。さらに、3月に利上げが実施

された場合には、3 月、6 月、9 月、12 月の会合での年 4 回の利上げシナリオも浮上してくるもの

と思われる。米国金利上昇、円安ドル高となれば、米国株は上昇一服になろうが、日本株にとって

は追い風になり、円安進展と来期業績への期待から、日経平均株価は 3～4 月前半にかけて堅調な

推移になるものと思われる。(3月 2日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄 

ブリヂストン(5108)  東証１部

株価(3/2) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 3,790,251 3.2% 3,337,017 -12.0% 3,630,000 8.8% 売買単位 株

営業利益 517,248 8.2% 449,548 -13.1% 452,000 0.5% PER(予想) 倍

経常利益 507,303 9.5% 432,534 -14.7% 433,000 0.1% PBR(実績) 倍

当期純利益 284,294 -5.4% 265,550 -6.6% 280,000 5.4% ROE(実績) %

EPS(円) 363.0 339.0 357.5 配当利回り(予想) %

配当金(円) 130.0 140.0 140.0 担当 多功　毅
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ゴム製品

　　　15年12月期 　　　16年12月期 　　　17年12月期(予) 4,535

16 年 12 月期決算は、前年同期比 12.0%減収、13.1%営業減益での着地となった。営業減益とな

ったのは、リーマンショック後の需要減退や円高の影響を大きく受けた 09年 12月期以来となる。

前期決算においては、原材料価格下落効果を享受したものの、円高、原材料価格下落に応じた売

価値引きが減益要因として利益を大きく圧迫した。 

17年 12月期については、一転して原材料価格の上昇が大きな減益要因になると見込まれるが、

これを各地域において順次値上げ対応を行うことや高採算品の拡販でカバーし、前年比 8.8%増収、

0.5%営業増益を計画している。会社側が提示した前期から今期への営業利益の増減益分析による

と、減益要因としては、原材料価格上昇－1,370億円、販売管理費増－390億円、減価償却費－130

億円、為替変動－10 億円、増益要因として、戦略商品の拡販＋260 億円、売価・製品構成差・数

量他＋1,664億円となっている。今期業績予想達成の最大の焦点は価格転嫁の実現性であるが、当

社は国内外での高いブランド力を有しており、計画に沿った価格転嫁が実現する可能性が高いも

のと思われる。また、もう一つの増益要因として見込んでいる戦略商品の拡販計画についても、

前下期以降、低迷の続いてきた鉱山用タイヤが在庫調整の一巡や資源価格の底打ち、反転等を受

けて需要回復が定着しつつあり、会社計画を上回る増益要因となる可能性もあるものと思われる。

一段の原材料価格上昇は業績計画達成のリスク要因だが、足元では天然ゴム、ブタジエンともに

頭打ち傾向となっており、現状では、今期の会社計画の下ブレリスクは限定的と想定している。 

今回の決算発表と同時に自社株買いを発表しているが、株主還元に積極的な点も評価したい。 

 

株価 3月2日 4,535 円 週足
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(3/2) 
売買単位 

コメント 

ファースト 

コーポ 

(1430) 

東証 1部 

949円 

100株 

上期決算はマンション建設の売上が引き続き拡大し、前年同期比 64.2%増収、

32.7%営業増益。受注額は通期で前年同期比 2.4倍を見込む計画に対して、63.1%

の進捗と順調。上場当初は飯田系マンションの受注が主体だったが、造注方式に

よる積極的な事業展開、建設実績の積み重ね等により、阪急不動産、NTT都市開

発、三井不動産レジデンシャルなど大手不動産からも受注を獲得している。東京

オリンピックに向けて競合他社はマンション以外の得意分野に傾注し、競争が緩

和しているため、今後もシェア向上による業績拡大が期待される。(松本 直志) 

UTグループ 
（2146） 

東証 JASDAQ 

1,139円 

100株 

顧客業界の採用意欲が高い中、競合他社に対して採用力に優れ、コンプライアン

ス対応でも先行する当社のシェアが上昇している。上方修正後の通期計画につい

ても、上ブレ確度は高いものと思われる。来期についても、シェア上昇を主因と

した増益基調が継続する可能性が高いものと思われ、また、苦戦する同業他社の

M&A、顧客企業である電機大手等からの人員の受け入れ案件等が実現すれば、来

期の業績拡大が加速することも想定される。(多功 毅) 

アライド 
アーキテクツ 

(6081) 

東証マザーズ 

3,555円 

100株 

16 年度決算は、国内外で利益率の高い自社サービスの需要が増え前年同期比

132.4%増収、営業黒字に転換。国内事業は SNSマーケティングに対する企業の関

心が高まっており、SNS上でのキャンペーンやインフルエンサー活用など、クロ

スセルの促進により顧客単価が上昇。海外事業は SNS広告を出稿したい企業と広

告クリエイターとをマッチングさせるグローバルプラットフォームサービスの

売上が伸び、通期黒字化を達成。17 年度も国内外で SNS マーケティング需要が

伸び前年同期比 33.5%増収、98.3%営業増益計画。(松本 直志) 

堀場製作所 
(6856) 

東証 1部 

6,390円 

100株 

16年度決算は前年同期比 1.1%減収、8.2%営業減益。円高の影響があったものの、

半導体事業の拡大が牽引し、過去最高だった昨年に続く高水準で着地。半導体事

業は製造装置向けマスフローコントローラーの需要が好調で、顧客間で取り合い

が発生。工場はフル生産でシェアも上昇しており、阿蘇工場の増設工事を行って

いる。17 年度も半導体事業の好調が続くうえ、国内外の自動車メーカーの研究

開発投資拡大、排ガス規制強化により自動車事業の反転を見込み、前年同期比

4.1%増収、8.1%営業増益計画。(松本 直志) 

日産 
（7201） 

東証 1部 

1,124.0円 

100株 

全体としては堅調と言える決算だが、市場によって大きく収益の方向性に差が生

じている。想定以上に好調なのが国内で、セレナ、ノートといった新型車が、販

売台数、製品構成改善に大きく寄与。一方で、想定以上に悪化しているのが北米

市場。SUV系の販売は堅調に推移しているが、競争激化に伴い乗用車系を中心と

したインセンティブの増加、中古車価値下落に伴う損失、金融事業におけるロス

率上昇等が利益を圧迫しており、今後の懸念材料。(多功 毅) 

いすゞ 
（7202） 

東証 1部 

1,584.0円 

100株 

経済が落ち込む中近東、アフリカ地域での苦戦はあるものの、国内市場は物流系

を中心に高水準を持続するうえ、新車効果も寄与し好調推移。海外は欧米が堅調

に推移し、苦戦の続いていた ASEANも底打ち、回復に転じており、堅調な決算。

通期計画については据え置いているが、超過達成の確度は高いものと思われる。

来期についても国内、先進国向けの堅調な販売、ASEAN市場での拡販、先行投資

負担の一巡等により業績改善基調が定着するものと思われる。(多功 毅) 
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いつもあなたのそばで 頼れる金融機関です 

■ ■ ■ 山和
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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 


