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今週の予定 

 国内 海外 

3/13 

(月) 

1月機械受注(8:50) 

JPX日経中小型株指数の算出・公表開始 

[印]ATM と当座預金からの現金引き出し

制限を撤廃 

14(火) 東芝（6502）四半期報告書の提出期限 

応用物理学会春季学術講演会（～17日） 

地方創生インターンシップ推進シンポジウム 

次世代物流システム構築シンポジウム 

[中]2月鉱工業生産(11:00)  

[独]3月 ZEW調査(19:00) 

[米]FOMC(～15日) 

[独]メルケル首相訪米 

15(水) ティラーソン米国務長官来日(～16日) 

日銀金融政策決定会合(～16日) 

春季労使交渉の集中回答日 

Care TEX2017（～17日） 

オランダ下院選挙 

[米]2月消費者物価指数(21:30) 

[米]2月小売売上高(21:30) 

[米]連邦債務上限の適用停止期間終了 

16(木) GMOクラウド（3788）VRセミナーイベント [米]2月住宅着工件数(21:30) 

17(金) 日本循環器学会学術集会（～19日） 

第 37回ジャパン建材フェア（～18日） 

[米]2月鉱工業生産(22:15) 

G20財務相・中央銀行総裁会議(～18日)   

18(土) 日ロ外務次官級協議 [独]ガウク大統領退任 

19(日) 安倍首相欧州歴訪(～22日) [独]シュタインマイヤー氏が大統領就任 

20(月) 休場(春分の日) 

日ロ外務・防衛閣僚協議（2プラス 2） 

非公式ユーロ圏財務相会合 

[独]国際情報通信技術見本市(～24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 18,800～19,800円      TOPIX 1,520～1,590 

＊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 地政学的リスク 欧州政治リスク トランプリスクの顕在化 

ティラーソン米国務長官が今週 15、16 日に訪日し、その後、韓国、中国へと歴訪することとなって

いる。この件に関して 8 日の朝日新聞は、北朝鮮問題が主要議題であるとし、「トランプ政権が策定を

進めている、軍事行動を含めた新たな対北朝鮮政策についても詰めの議論をするとしている」と報じて

いる。トナー米国務省報道官も、米国のこれまでの対北朝鮮政策が機能していないことを認め、新たな

アプローチ検討の必要性について記者団に対して語っている。なお、北朝鮮は 9という数字を重要視し

ているとの分析がある。故金正日総書記は誕生日である 2 月 16 日を足した数字であり、建国記念日(9

月 9 日)にも関わる 9 に強い拘りをもっていたとされ、軍事的挑発や要職への就任日として 9 に関わる

日を選択することが多かった。金正恩(1月 8日生まれ)労働党委員長が第一書記に就任したのは 12年 4

月 11 日で、昨年行われた 5 回目の核実験は 9 月 9 日の現地時間の 9 時であり、現体制下でも 9に関す

る日は引き続き重要視されているもよう。ティラーソン国務長官が来日する 3 月 15 日に合せて、北朝

鮮による軍事的な挑発行為が行われることが危惧される。軍事的挑発が実際に行われる場合において

は、米国も射程に入るとみられる ICBM(大陸間弾道ミサイル)の発射実験が行われるか否かが、特に重

要なポイントになるものと思われる。ICBM 発射実験が行われれば、米国による北朝鮮への軍事力行使

の可能性が高まり、これに伴い株式市場でもリスクオフの動きが強まるものと思われる。マクロ経済の

改善、企業業績の拡大を通じた株高基調は不変であると思われるが、短期的には地政学的リスクを背景

とした株価の調整局面がおとずれる可能性も視野に入れたい。(3月 9日現在、多功 毅) 
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今週の参考銘柄 

アライドアーキテクツ(6081)  東証マザーズ

「Facebook」「LINE」「Twitter」などのソーシャルネットワーキングサービス(以下、SNS)領域

に注力し、SNS を活用した広告戦略のコンサルティング、SNS 運用、インフルエンサー(世間に大

きな影響力を持つネット上の有名人)活用、キャンペーンの実施、データ分析など SNSに関連した

マーケティングサービスを一気通貫で提供している。 

16年度決算は、国内外で SNSマーケティングの需要が伸び前年同期比 132.4%増収。利益率の高

い自社サービスの売上が伸び、営業利益は前年の 3.45 億円の赤字から 3.04 億円の黒字に転換。

国内では 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。SNSマーケティングへ企業の広

告予算がシフトしていることに加え、社内体制の整備が進み顧客企業数も底打ち反転。海外では

93 ヵ国、1万人超の広告クリエイターと広告主(IBM、PayPalなどグローバル企業)を繋ぎ、独自開

発した AIがクリエイターを選び、広告内容をリコメンドすることで広告効果を最適化させるグロ

ーバルプラットフォームサービス「ReFUEL4」の売上が伸び、通期黒字化を達成。「ReFUEL4」は、

米 Facebook 社が年間で最も革新的なマーケティングサービス/テクノロジーを選出して表彰する

「2016 Facebook Innovator of the Year」を受賞。欧米を中心とした世界中の企業や代理店相手

にビジネスを展開していく方針で、将来的に国内収益を上回る事業の柱への成長が期待される。 

17年度は前年同期比 33.5%増収、98.3%営業増益計画。利益率の高い国内の自社商品と「ReFUEL4」

の売上が伸び利益率が改善することで、大幅増益を計画している。 

株価(3/9) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 2,583 19.4% 6,004 132.4% 8,016 33.5% 売買単位 株

営業利益 -345 ― 304 ― 603 98.3% PER(予想) 倍

経常利益 -365 ― 283 ― 578 104.2% PBR(実績) 倍

当期純利益 -418 ― 245 ― 401 63.4% ROE(実績) %

EPS(円) -97.3 56.5 92.4 配当利回り(予想) %

配当金(円) 0.0 0.0 ― 担当 松本　直志
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(3/9) 

売買単位 

コメント 

RIZAP グループ 
(2928) 

札証 

アンビシャス 

900円 

100株 

3Q 累計決算はフィットネスジム「RIZAP」の伸びが続き前年同期比 69.9%増収、

173.1%営業増益。M&Aによる負ののれん発生に伴う一時益が 41.36億円あるため、

これを除くと前年同期比 88.3%営業増益。計画以上に利益が出た分は「RIZAP 

GOLF」中心に先行投資を積極的に行っている。「RIZAP GOLF」はトレーナー確保

のノウハウができたため、12 月から広告を積極化。問い合わせ件数が急増して

おり、3 月には黒字転換見込み。来期の店舗数を今期の 5 店から 20 店以上へ拡

大させ、「RIZAP」を超えるスピードで成長を目指す方針。(松本 直志) 

三井化学 
（4183） 

東証 1部 

579円 

1,000株 

通期の増額修正と増配を発表。3Q 累計で 152 億円の増益は、石化系事業の 215

億円増益によるもので、同事業の利益増は構造改革によるコスト削減効果もある

が、海外競合の設備トラブルによる好市況享受という側面が強い。来期を考える

と、円高デメリットの一巡、自動車向け部材と、在庫調整の影響も受けたヘルス

ケア材料の増益転換が想定される。一方、石化系事業は競合の設備トラブル解消

に伴う市況悪化が想定され、利益圧迫要因となることが懸念される。(多功 毅) 

アドベン 
チャー 
(6030) 

東証マザーズ 

11,550円 

100株 

上期決算は前年同期比 109.2%増収、65.1%営業増益。日本国内線、日本発海外線、

海外発海外線など、世界の航空会社 400 社以上を取り扱う「skyticket」での航

空券販売が急拡大。他社に先駆けてアプリへの集中投資を進めてきたことで、

「skyticket」は旅行系アプリ人気ランキングで上位に入っており、効率的な新

規ユーザー獲得が進展。アプリの方がブラウザに比べて利用頻度、リピート率と

もに高いため、アプリ売上が大きく伸びている。海外展開にも積極的で将来的に

50言語、150ヵ国でサービスを提供予定。(松本 直志) 

IBJ 
(6071) 

東証 1部 

584円 

100株 

16 年度は前年同期比 27.8%増収、31.8%営業増益。婚活イベントが前年同期比

26.9%増収、結婚相談所が 15.0%増収、結婚相談所連盟が 29.9%増収、婚活 SNSが

25.2%増収と全事業が順調に成長。婚活 SNS は競争激化で 4Q の有料会員数が 3Q

比減少したが、婚活イベント、結婚相談所、結婚相談所連盟は成長が継続してい

る。17 年度は連結会社の増加も寄与し前年同期比 75.7%増収、15.3%営業増益計

画。競争激化の婚活 SNSは減収を見込むが、婚活イベントは前年同期比 17.9%増

収、結婚相談所は 13.2%増収、結婚相談所連盟は 15.0%増収計画。(松本 直志) 

ナカニシ 
（7716） 

東証 JASDAQ 

4,495円 

100株 

前期決算は主力の歯科製品が国内外で好調に推移したものの、円高による影響を

主因に 11.9%減益。今期については、R&D センターや新工場建設に伴う償却費の

増加、対ユーロでの円高デメリットの発現等が見込まれるが、新工場稼働効果や

歯科用製品の拡販効果により 4.4%増収、0.5%営業増益予算。海外での着実なブ

ランド力向上と販路開拓効果によって、中長期的な観点では着実な成長が期待さ

れる。(多功 毅) 

朝日 
インテック 
（7747） 

東証 2部 

4,315円 

100株 

2Q累計決算は前年同期比 2.3%増収、3.4%営業増益、計画対比では売上高で 3.9%、

営業利益で 22.2%の上ブレ着地。なお、円高による影響を控除したベースにおい

ては、前年同期比 20.9%営業増益となっており、実質ベースでは引き続き高い成

長が続いている。今後も、循環器系の治療製品群の拡充、非循環器系への取り組

み強化により、国内外で拡大する市場の中でシェアアップを伴った高い成長が継

続する可能性が高いと思われる。(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 


