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今週の予定 

 国内 海外 

4/10 

(月) 

3月景気ウォッチャー調査(14:00) 

日銀 4月地域経済報告 

G7外相会合(～11日) 

アフリカ IT＆テレコム・フォーラム（～11日） 

11(火) 3月工作機械受注(15:00) 

スクエニ HD(9684)ドラゴンクエスト XI

発売日発表会(14:00) 

[英]3月消費者物価指数(17:30) 

[独]4月 ZEW調査 

北朝鮮 最高人民会議 

12(水) 2月機械受注(8:50) 

金属プレス加工技術展(～15日) 

[中]3月消費者物価指数(10:30) 

[米]ニューヨーク国際自動車ショー（～23日） 

13(木) 3月マネーストック(8:50) 

ファーストリテイリング(9983)決算発表 

日本航空宇宙学会(～14日) 

[中]3月貿易収支 

香港インターナショナル ICT エキスポ（～16

日） 

14(金) マイナーSQ 

日本内科学会総会・講演会(～16日) 

東京都 無電柱化条例案の意見公募期限 

[米]3月消費者物価指数(21:30) 

[米]3月小売売上高(21:30) 

聖金曜日 米国等各国で休場 

15(土) 安倍首相主催 桜を見る会 北朝鮮 太陽節(故金日成主席の誕生日) 

16(日) 三菱ケミ HD(4188)MMAモノマー等値上げ トルコ憲法改正の是非を問う国民投票 

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 18,000～19,300 円      TOPIX 1,430～1,530 

＊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 円高 トランプリスクの顕在化 欧州政治リスク 

4 月 3 日に公表された 3 月の日銀短観から、新たに 17 年度の想定ドル円レートや業績計画が発表さ

れている。大企業製造業の想定ドル円レートは、16 年度の年間 107.3 円(上期 106.54 円、下期 108.01

円)に対して、年間 108.43円(上期 108.45円、下期 108.42円)としたうえで、大企業の経常利益計画は

全産業で 0.2%の減益(上期 0.9%増益、下期 1.3%減益)、製造業で 0.3%減益(上期 4.6%増益、下期 4.6%

減益)、非製造業で 0.1%減益(上期 1.8%減益、下期 2.0%増益)計画となっている。目立つのは製造業の

下期業績についての弱気見通しである。海外発の政治リスク、金融政策の変更等の不透明要因を踏まえ

て、先行きを慎重視しているものと思われるが、為替前提について 16 年度対比で上期は円安を、下期

は横ばいで想定している影響もあるものと思われる。なお、筆者は 16 年度の為替について 3 月期決算

企業に限ると、1-3月期のドル円レートは 113円程度、年間平均レートは 108円程度(上期 105円程度、

下期 111 円程度)での着地となったものと試算する。基調としては、今後も米国経済をはじめとした世

界経済の拡大に加えて、日米金利差拡大を背景とした円安も貢献し企業業績の拡大は継続することが期

待され、先々週の当欄で記したように日経平均株価で 19,000 円以下の水準は買い下がりスタンスが有

効と考えている。一方で、リスク要因として北朝鮮情勢には注意したい。北朝鮮では、11 日に国会に

あたる最高人民会議の開催、15日に太陽節、25日に北朝鮮軍創建 85周年と重要イベントが控えている。

故金日成主席の生誕 100年にあたる 2012年には、最高人民会議が開催された 4月 13日に衛星打ち上げ

用と称し長距離弾道ミサイルを発射した経緯もある。北朝鮮による挑発がエスカレートし、万が一、本

格的な軍事衝突に至るようなことがあれば、世界経済の拡大や株高シナリオも大きく揺らぐ。 

(4月 6日現在、多功 毅) 
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今週の参考銘柄 

エイチーム(3662)  東証 1部   

スマートフォン向けゲームの開発を行うエンターテインメント(以下、エンタメ)事業と引越し

価格比較・予約サイトの「引越し侍」、車査定・車買取サイト「ナビクル」、結婚式場情報サイト

「ハナユメ」などのインターネットサービスを提供するライフスタイルサポート(以下、ライフ)

事業、自転車通販サイト「cyma」を運営する EC事業の 3事業を行っている。17 年 7月期上期の売

上構成比はエンタメ事業が 58.7%、ライフ事業が 36.7%、EC事業が 4.6%になっている。 

上期決算は、エンタメ事業、ライフ事業ともに好調に推移し前年同期比 52.4%増収、53.7%営業

増益となり、期初計画を超過達成。スマートフォン向けゲームの「放課後ガールズトライブ」の

初動不振により、計画ほど広告費を使わなかったことやライフ事業の顧客獲得コストと全社費用

が効率化できたことで、営業利益は計画から大きく上振れ。エンタメ事業は、「ユニゾンリーグ」

のコラボイベントと「ヴァルキリーコネクト」の海外展開が好調に推移したことで、上期決算は

前年同期比 63.1%増収、12.1%営業増益となり、過去最高の売上を更新。ライフ事業はブライダル

サイトのブランド名を「すぐ婚ナビ」から「ハナユメ」へ変更したことに伴い広告費が増え、上

期の営業利益は前年同期比 6.0%増にとどまったが、「引っ越し侍」「ナビクル」などの利用件数が

伸び、売上は前年同期比 35.7%増加し、過去最高の売上を更新。事業拡大に伴い本社オフィスの増

床、自転車 Eコマースの組み立て工場新設などの費用増加により、通期計画は据え置いているが、

エンタメ事業、ライフ事業ともに業績拡大が続いており、通期計画の超過達成が期待される。 

 

 

株価(4/6) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 15,828 31.5% 22,967 45.1% 32,000 39.3% 売買単位 株

営業利益 2,087 43.8% 2,212 6.0% 3,300 49.1% PER(予想) 倍

経常利益 2,164 47.2% 2,094 -3.2% 3,250 55.2% PBR(実績) 倍

当期純利益 1,362 68.6% 1,292 -5.1% 2,150 66.3% ROE(実績) %

EPS(円) 70.5 68.6 113.7 配当利回り(予想) %

配当金(円) 12.5 12.5 20.0 担当
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(4/6) 

売買単位 

コメント 

アダストリア 
（2685） 

東証 1部 

2,580円 

100株 

売上伸び悩みによる値引き販売比率の上昇や在庫評価引当金の計上に加えて、注

力する WEB 販売に係る販促コストや配送費の増加等も重なり、営業利益は公表計

画に対して 12.3%下ブレ、前年同期に対しても 6.8%営業減益での着地。今期につ

いては、既存店売上高の向上、在庫適正化に伴う粗利益率の改善効果を見込むも

のの、オフィス移転費用や新ブランドの立ち上げ費用等の発生が見込まれること

もあり、前年比 0.6%営業増益と低調な業績予想となっている。 (多功 毅) 

あさひ 
（3333） 

東証 1部 

1,399円 

100株 

前期決算は電動アシスト自転車の品揃え強化や改装を通じたスポーツ系自転車

強化により既存店売上高が改善。出店コストの増加を主因に販売管理費率は悪化

したものの、高採算な PB パーツの販売伸長が粗利率改善に寄与しており、前年

同期比 4.7%営業増益での着地。今期については引き続きスポーツ系自転車の販

売強化のための改装を進めることで既存店売上高は 1%増とし、前年同期比 6.3%

営業増益を計画。 (多功 毅) 

はてな 

(3930) 

東証マザーズ 

1,929円 

100株 

上期決算は前年同期比 26.1%増収、40.1%営業増益。はてなブログなどコンテン

ツプラットフォームのユーザー数拡大、法人向けはてなブログ Mediaの運用数増

加、サーバー監視サービスの顧客数増により売上が拡大。人員増強が 2Q に集中

し費用の伸びが抑えられたことで、通期の営業利益計画に対する進捗率は 77.5%

と高いが、下期は人員採用や ITインフラなどへの投資ペースを加速させるため、

通期計画は据え置き。新規開発したマンガビュワーが集英社の少年ジャンプ+に

採用されるなど、法人向けシステム受託開発に注力する方針。(松本 直志) 

マルマエ 

(6264) 

東証マザーズ 

857円 

100株 

上期決算は前年同期比 12.6%増収、4.0%営業増益になったが、半導体分野の需要

増がけん引し受注は 44.4%増、受注残は 70.3%増。半導体分野の受注はロジック

の微細化投資、SSD 向け 3D NAND の需要が増え前年同期比 94.7%増。FPD 分野の

受注は前年同期比 10.4%減も 10.5G 液晶向けと有機 EL 向け受注が拡大傾向で、

4Qに向けて本格化見込み。半導体、FPDともに需要が強く、設備投資と人員採用

を前倒しで実施。3D NANDは客の要望に応えられないくらいの需要が来ており、

半導体分野は今年だけでなく来年に向けても好調が続く見込み。(松本 直志) 

アルチザネッ
トワークス 

(6778) 

東証 2部 

746円 

100株 

上期決算は、携帯電話基地局用通信テスタの需要端境期に伴い前年同期比 48.7%

減収、5Gに向けた研究開発費が増加し赤字転落。2020年の 5G商用サービス開始

に向けて、5G 向け通信テスタを開発しており、18 年度くらいからの収益貢献が

期待される。テスタ業界では淘汰が進んでおり、5～6 社から同社を含め 2 社に

絞られつつあることから、残存者利益を受ける可能性が高まっており、シェアア

ップにより売上拡大を目指す方針。(松本 直志) 

西松屋 
チェーン 
（7545） 

東証 1部 

1,201円 

100株 

前期決算は、衣料品チェーン全般に見られた事象であるが、当社も暖冬の影響を

受けて 4Qにかけては季節商材在庫の値下げ処分販売が響き、利益は失速。ただ、

通期で見れば、これまで注力してきた PB開発による差別化、PB比率向上や円高

も寄与した粗利率改善により順調な業績改善が進んでいる。今期については既存

店売上高を 0.9%増としたうえで、PB 比率の一段の向上、タブレット端末導入に

よる店舗オペレーションの効率化等を見込み 10.7%営業増益を計画。(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 


