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今週の予定 

 国内 海外 

3/21(火) 農林水産技術会議シンポジウム ドイツ銀行 新株発行増資の募集（～4月 6日） 

22(水) 2月貿易収支(8:50) [米]2月中古住宅販売件数(23:00) 

23(木) ジャパン・ドローン 2017（～25 日）

AnimeJapan 2017（～26日） 

森友学園理事長 籠池氏 国会証人喚問 

[米]2月新築住宅販売件数(23:00) 

[米]マイクロン・テクノロジー2Q決算発表 

[中]ボアオ アジアフォーラム（～26日） 

24(金) 3月日経日本製造業 PMI(9:30) 

東京モーターサイクルショー（～26日） 

[欧]3月ユーロ圏製造業 PMI(18:00) 

[米]2月耐久財受注(21:30) 

25(土) 日本維新の会 党大会 ローマ条約調印 60周年記念式典 

26(日) 千葉県知事選 投開票 

橋下徹前大阪市長、日本維新の会幹部と

訪米予定（～29日） 

香港 行政長官選挙 

欧州 夏時間開始 

ブルガリア議会選挙 

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 19,400～19,800円      TOPIX 1,550～1,590 

＊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 欧州の政治リスク 中国経済の成長鈍化   

FOMC、オランダの下院選挙、日銀金融政策決定会合、G20といった重要イベントを前にして、先

週の日経平均株価は膠着感の強い展開になったが、今週はリスクイベントを通過したことで、昨年

来高値を目指す動きが出てくるか注目される。FOMC 後、円高ドル安が進んだものの、日経平均株

価が底堅く推移したことで、既にドルベースの日経平均株価は 16 日に昨年来高値を更新し、2000

年 4 月以来の水準に上昇している。FOMC では緩やかな利上げペースを維持することが示され、株

式市場に対してフレンドリーな姿勢を見せており、米国株は今後も堅調に推移するものと思われ、

日本株の追い風になることが見込まれる。また、実質金利を長期間低位にとどめることは、バブル

の呼び水となるため、米国経済や株価が順調に推移していれば、6月、9月、12 月のいずれかの会

合で FRBは段階的に利上げを行うものと思われ、為替は円安ドル高方向で推移することが見込まれ

る。今年のドル/円の安値 112 円程度を上回る水準で推移していれば、17年度の企業業績に対して

警戒感が高まることはなく、好業績が期待される銘柄を中心に、株価の上昇基調が続くことが見込

まれる。個別株では半導体関連銘柄の動向が注目される。今後の受注拡大の一服を警戒して、東京

エレクトロンや日立国際電気など半導体関連企業の評価を引き下げる動きも一部ではあるものの、

IoT時代の到来に向けてメモリや高機能半導体の需要は拡大の一途をたどるものと思われ、半導体

関連企業の業績は 17 年度も拡大基調が続くことが見込まれる。特に東京エレクトロンは株主還元

にも積極的なため、業績拡大に伴い増配、自社株買いも期待される。中小型株では、SNSマーケテ

ィング支援事業を行っているアライドアーキテクツに注目している。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で、複数のサービスの利用が進み国内事業が復調。海外では、広告

クリエイターと広告主を AI でマッチングさせ、広告効果を最大化させるグローバルプラットフォ

ームサービス「ReFUEL4」が伸びており、今後の業績拡大余地は大きいと思われる。今週の予定で

は、週末に 3月のマークイット調査による製造業 PMIの速報値が日欧で発表される。2月の日本の

製造業 PMI は 14 年 3 月以来の水準に回復し、ユーロ圏ではほぼ 6 年ぶりの高水準になっており、

製造業の活動が活発化してきている。これまで製造業の景況感改善が世界的な株価上昇の一因にな

っているため、3月も改善基調が続くか注目される。(3月 16日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄 

日本電産(6594)  東証一部   

3Q決算は2Q実績に対して0.7%の営業減益となったが、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、実質的な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

的に投下したうえで、3Q決算発表時に通期営業利益計画を再増額修正している。3Qまでの好調な

事業実態、4Qの前提レート(110円)に対して円安で推移する為替等をふまえると、増額後の通期計

画についても、さらなる上ブレ着地が想定される。 

中期的な観点では、車載用部品の成長性に期待している。車載用では、既にトップシェアを有

する電動パワステ(EPS)用モータにおいて、将来の受注が積み上がっており、今後は一段のシェア

拡大が見込まれる。また、非常に厳しい安全基準が要求されるEPS用モータで積み上げた高い実績

を背景に、今後は、他の車載用の中核部品における電動化ニーズを取り込むことが見込まれる。

特に来期はデュアルクラッチ用モータが、18年以降についてはブレーキ用モータの売上も急速に

立ち上がることが見込まれる。また、これら製品は、ECU(電子制御ユニット)付きのモジュール化

及びシステム化に伴い付加価値の高い製品となり、収益性の改善も進むことが見込まれる。 

短期的な観点では、今期業績の上ブレ着地を、中長期的な観点では、車載用部品の売上成長と

製品構成改善を通じた収益性向上、さらに一段の M&A戦略の進展による成長加速に期待している。 

株価(3/16) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 1,028,385 17.5% 1,178,290 14.6% 1,200,000 1.8% 売買単位 株

営業利益 110,939 30.7% 117,662 6.1% 140,000 19.0% PER(予想) 倍

税前利益 107,092 26.8% 117,164 9.4% 140,000 19.5% PBR(実績) 倍

当期純利益 76,015 35.1% 89,945 18.3% 105,000 16.7% ROE(実績) %

EPS(円) 271.6 303.0 345.0 配当利回り(予想) %

配当金(円) 70.0 80.0 85.0 担当

100
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15年 3月期までは米国会計基準、16年 3月期以降は IFRS基準 
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(3/16) 

売買単位 

コメント 

ツルハ HD 
（3391） 

東証 1部 

10,950円 

100株 

3Q累計決算は、店舗数の多い北海道に台風が多数上陸した影響を受けたものの、

値上げを中心とした売価見直し策、注力品の重点推奨販売、プライベートブラン

ドの効率を重視した商品数の絞り込み等による粗利益率改善効果が大きく寄与

し、好調な決算。通期計画についても、会社計画を上回る営業利益が期待される。

来期についても、粗利益率の改善傾向は続く可能性が高く、増益基調が維持され

るものと思われる。(多功 毅) 

RSTECH 
（3445） 

東証 1部 

6,390円 

100株 

SUMCOや信越化学が進める 300㎜新品ウエハの値上げに連れて、当社が扱う再生

ウエハも一部顧客で値上げが実現したとしており、他の顧客向けにも順次値上げ

対応を図る計画。今期については 3.3%減収、24.5%営業増益を計画。再生ウエハ

の処理能力拡大、今後進める値上げ効果、順次改善が図られる台湾新工場の生産

性改善効果等を踏まえると、保守的前提と思われ、上ブレ確度は高いものと思わ

れる。(多功 毅) 

エニグモ 

(3665) 

東証マザーズ 

1,803円 

100株 

前期の TVCM で獲得した認知を活かして、自社のファッションメディアからの誘

導や検索エンジン、SNSでの刈り取りが進み会員数が増加。グローバル BUYMAも

規模は小さいながら登録会員数が順調に拡大。個人中心に法人や専門商社など幅

広く出品者が増え、多様なニーズを満たす品揃えが進み、会員のアクティブ化も

促進されたことで、17年 1月期決算は前年同期比 45.1%増収、705.2%営業増益。

今期も販売好調が続き前年同期比 20.0%増収、成長のため人件費やシステム費用

が増えることで 11.2%営業増益を計画している。(松本 直志) 

鎌倉新書 

(6184) 

東証マザーズ 

1,022円 

100株 

17 年 1 月期決算は前年同期比 16.1%増収、45.1%営業増益。お墓、葬祭、仏壇な

どの情報を提供する Webサービスの売上が前年同期比 26.9%増収となり業績拡大

を牽引。知名度の上昇やサイトの使いやすさ向上などによりサイトの利用者数が

増え、サイトを通じたお墓などの販売が拡大している。今期も Webサービスの利

用が伸び前年同期比 27.6%増収、28.3%営業増益計画。遺産相続、遺品整理、お

別れ会、信託などライフエンディング領域にある様々なニーズに対応する新事業

を展開するため 2億円の投資を実施予定。(松本 直志) 

シマノ 

(7309) 

東証 1部 

17,220円 

100株 

16 年度決算は前年同期比 14.7%減収、24.1%営業減益。販売シーズンに天候不順

になり、欧州自転車市場が低迷。中国も経済不安で高級自転車の消費が低迷。新

製品の立ち上げコストが重く、減益幅が大きくなった。17 年度は完成車メーカ

ーが慎重姿勢なうえ、償却費や研究開発費、人件費が増加するため、前年同期比

2.2%増収、2.3%営業増益と慎重な計画になっている。ただ、自転車の過剰在庫は

解消しており、電動アシスト車など自社開発の高性能な新製品で需要喚起が進め

ば、会社計画を上振れする展開になることが見込まれる。(松本 直志) 

ハンズマン 
（7636） 

東証 JASDAQ 

1,749円 

100株 

上期決算は熊本地震で被災した地域への応援として、熊本県内の 2店舗で住関連

商品の値引き販売を行ったことにより粗利率が悪化しているが、既存店売上高の

好調による売上増効果と固定費吸収効果により、ほぼ計画線の増収増益で着地。

上期については、熊本県外の店舗についても耐震対策等に注力したことにより、

既存店の改装が遅れたが、下期以降はこの影響も漸減することで、さらなる既存

店売上高の伸長と通期業績の上ブレ着地が期待される。(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
やまわ

証券店舗網 ■ ■ ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


