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今週の予定 

 国内 海外 

4/24(月) JSR（4185）決算発表(15:00) 

第 2回日本宿泊ダボス会議 

[独]4月 IFO企業景況感指数(17:00)  

[独]ハーノーバーメッセ(～28日) 

25(火) 3月企業向けサービス価格指数(8：50) 

日本電産（6594）決算発表(15:15) 

朝鮮人民軍創建 85周年 

[米]3月新築住宅販売件数(23:00) 

26(水) 日銀金融政策決定会合(～27日) [欧]欧州議会本会議(～27日） 

27(木) 安倍首相 訪ロ調整中(～28日） [欧]ECB理事会 

28(金) 3月失業率(8:30) 

3月全国 CPI(8:30) 

3月鉱工業生産(8:50) 

[欧]4月消費者物価指数(18:00) 

[米]1－3月期 GDP速報値(21:30) 

[米]暫定予算の期限 

29(土) 昭和の日 [欧]EU英国を除く 27加盟国による首脳会議 

30(日) 競馬 天皇賞 [中]4月製造業・非製造業 PMI(10:00) 

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 18,000～19,000円      TOPIX 1,440～1,520 

＊期待材料 マクロ経済の改善 業績見通しの改善 諸外国に比べ安定する国内政治情勢 

＊不安材料 北朝鮮情勢 欧州政治リスク 円高 トランプリスクの顕在化  

トランプ政権の進めようとする政策が、現実路線に転換しつつあるようだ。選挙期間中からトランプ

氏の掲げる公約に強い影響力を持っていたとされるバノン首席補佐官・上級顧問は、国家安全保障会議

常任委員から外されるなど、政権内での立場が徐々に弱まっている模様だ。今後、トランプ政権の進め

る政策に強い影響力を持つとみられる高官による発言や影響を取り上げると、公約の一つであるパリ協

定からの離脱については、温暖化対策に積極的なクシュナー上級顧問やイヴァンカ氏の影響により撤回

される可能性を指摘する報道が出ている。マクマスター大統領補佐官（国家安全保障担当）は、対北朝

鮮政策について全ての選択肢が俎上にあるとしながらも、中国に関与させることで非軍事的な問題解決

策を指向する旨を米国の TV で述べている。ムニューシン財務長官は、税制改革に関して、国境調整に

依らずに歳入を増やす方法がある可能性について言及し、また為替については長期的にはドル高を支持

する発言をしている。トランプ政権による政策の穏健かつ予見可能性の高い方向への転換は、世界の経

済、株式市場にプラス材料となる。また、国内では、東芝が遅れていた第 3 四半期決算を 4 月 11 日に

発表した。これを受け、日経が東芝の 17 年 3 月期の業績予想を引き下げた影響で、1,230 円程度であ

った日経平均の予想 EPSは 1,190円程度へと低下している。東芝は今後、期末のバランスシートが債務

超過となることを理由に東証 2部に降格し、日経平均採用銘柄からも除外される見込みで、代替候補と

してセイコーエプソンや村田製作所等を予想する声がある。4 月 19 日の株価、業績予想を基に、これ

ら企業に日経平均採用銘柄の入れ替えがあったケースについて試算すると、日経平均の予想 EPS は

1,250 円台へと上昇し、予想 PER は 14.7 倍程度となる。大手証券からは 1 ドル 100 円でも今期の企業

業績は 13%増益との予想が出ているが、仮に新年度の業績予想が横ばいに留まった場合においても、過

去の予想 PERの推移を鑑みれば足元の株価は割安感が意識される水準と思われる。 フランスの大統領

選決選投票に向けて親 EU 派候補の勝利の可能性が高まり、また、北朝鮮問題の外交的解決への期

待が高まる状況となれば、急ピッチな株価反発局面が想定される。(4月 20日現在、多功 毅) 
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今週の参考銘柄 

ディップ(2379)  東証 1部  

インターネットによるアルバイト求人サイト「バイトル」、派遣社員の求人サイト「はたらこね

っと」、看護師専門の転職支援サービスの「ナースではたらこ」などを運営。人手不足に伴い企業

の採用意欲が高まるなか、積極的な広告宣伝によりアルバイト応募者の獲得が進み、アルバイト

が採用できる求人サイトとして、顧客の利用が拡大している。スマートフォンの普及により、ア

ルバイト求人情報媒体がフリーペーパーなど紙媒体の求人情報誌からネットへシフトしているこ

とも追い風。17 年 2 月期の売上高構成比は「バイトル」が 80.2%、「はたらこねっと」が 11.9%、

「ナースではたらこ」が 7.8%、その他が 0.1%になっている。 

人手不足から求人需要が好調に推移し、17年 2月期決算は前年同期比 23.8%増収、27.3%営業増

益となり、売上、利益とも 4期連続で過去最高を更新。「バイトル」は掲載情報数が前年同期比 48.9%

増え、26.9%増収。AKB48やピコ太郎などを起用した TVCM効果で、採用力を維持しつつ掲載件数を

伸ばし売上を拡大させている。「はたらこねっと」は掲載情報数が前年同期比 28.9%増え、34.2%

増収。飲食店や小売業などアルバイト確保に苦戦している業態からの正社員採用需要が強く、社

員求人専門サイト「バイトル NEXT」は、売上が前年同期比 2.3倍の 22.6億円に拡大している。   

今期は前年同期比 14.5%増収、15.1%営業増益計画。本社移転、研修施設の建設費用増加に加え

て、下期の「バイトル」のサイトリニューアルに向けてユーザー獲得のため広告宣伝費を積極的

に投入することで、上期の営業利益は前年同期比 6.7%減になるが、下期は 34.6%増と挽回する計

画。人手不足に伴い、「バイトル」など求人情報メディアは、今後も業績拡大が期待される。 

 

 

株価(4/20) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 26,798 37.2% 33,178 23.8% 38,000 14.5% 売買単位 株

営業利益 7,162 49.0% 9,119 27.3% 10,500 15.1% PER(予想) 倍

経常利益 7,170 48.8% 9,141 27.5% 10,501 14.9% PBR(実績) 倍

当期純利益 4,675 63.7% 6,167 31.9% 7,023 13.9% ROE(実績) %

EPS(円) 84.4 111.2 126.6 配当利回り(予想) %

配当金(円) 26.0 36.0 39.0 担当
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説明会より 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(4/20) 

売買単位 

コメント 

コシダカ HD 
(2157) 

東証１部 

2,725円 

100株 

カラオケ店やカーブス(女性専用の健康体操教室)の新規出店効果が寄与し、上期

決算は前年同期比 10.1%増収、22.2%営業増益。売上は 10期連続過去最高を更新。

カラオケ店での広告宣伝費の削減、開店諸費用の効率化、温浴施設の省エネ策の

実施などにより営業利益は会社計画を大きく超過達成。カーブスは新規出店増と

プロテインなど物販売上の増加で、前年同期比 15.6%増収、12.5%増益。体調改

善、健康維持などに対するシニア層の顧客満足度が高く、店舗数 2,000 店(上期

末で 1,760 店)に向けて拡大を続ける方針。(松本 直志) 

ウエルシア HD 
（3141） 

東証 1部 

3,565円 

100株 

調剤併設率の向上、24 時間営業店の拡大等が貢献することで既存店売上高が計

画以上に好調に推移し、また、グループ化した企業とのシナジー効果の発現もあ

り計画を上回る営業利益で着地。今期については既存店売上高を 3.3%増、粗利

益率、販売管理比率は前年と同水準とし、8.3%増収、9.2%営業増益を計画。決算

発表と同時に新たな M&Aを発表。初年度はのれん償却負担が重いが、来期以降は

シナジー効果の発現により利益貢献が期待可能と思われる。(多功 毅) 

ローツェ 
(6323) 

東証 1部 

2,216円 

100株 

17 年 2 月期決算は前年同期比 24.0%増収、55.6%営業増益。サムスン向け FPD ガ

ラス基板搬送機の大型受注があり、半導体向けウエハ搬送機も台湾のファウンド

リなど多くの製造装置メーカーで積極的な設備投資が行われ、大幅増収増益を達

成。今期は、韓国から FPDガラス基板関連の自動化装置で大型受注があり、前年

同期比 79.1%増収になるが、超短納期の大型装置で新規開発要素も多いため人件

費、外注費などがかさみ営業利益は前年同期比 7.6%減少計画。半導体向けウエ

ハ搬送機も大口受注の一巡で売上、利益の減少を見込んでいる。(松本 直志) 

放電精密加工
研究所 
（6469） 

東証 JASDAQ 

944円 

100株 

今期については、2月に発生した成田事業所の爆発火災事故に伴う代替生産の影

響や安全対策コストが 1.6億円発生する見込みである一方、航空機部品の開発費

減少、タービンブレードの出荷増等を見込み 10.1%営業増益となる 419百万円を

計画。中期計画では、来期は航空機エンジン向け圧縮機・燃焼器部品の生産、出

荷の開始や低採算アイテムの見直し等により営業利益 1,082 百万円、20 年 2 月

期に 1,364 百万円を計画。 (多功 毅) 

スター精密 

(7718) 

東証 1部 

1,751円 

100株 

円高や欧州での工作機械の減速により、17年 2月期決算は前年同期比 10.1%減収、

37.1%営業減益。プリンターはモバイルプリンターの販売が国内と欧州で伸び、

販売台数が前年同期比 14.6%増加。工作機械は医療関連が好調で米国は増収にな

り、アジアも中国での販売が好調で、中国は右肩上がりに販売台数が拡大。年明

け以降、工作機械の受注は改善傾向にあり、今期は前年同期比 4.6%増収、27.5%

営業増益計画。為替は 1ドル＝110円、1ユーロ＝115円を想定。(松本 直志) 

アークス 
（9948） 

東証 1部 

2,519円 

100株 

今期は、現在開発中のシステム関連コスト等の費用増を粗利益率の改善で吸収す

ることで、1.7%営業増益を計画。新規の M&Aがなければ、計画線での着地となる

ものと思われる。売上高 1兆円までの対応を見込んで開発中の新システムは、来

期からの稼働を見込み、システムコストは年間 15億円強増加する見込み。グル

ープ間の業務集約、物流・商流改革、仕入れ条件改善、生産性向上、販売データ

を活用したマーケティングの進化等、広範な効果を見込んでいる。(多功 毅) 

お詫びと訂正 先週の当欄に掲載しましたサンエーのコード番号と株価が誤った数値となっておりました。

正しくは コード番号：2659 株価：4,705円となります。お詫び申し上げます。 
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いつもあなたのそばで 頼れる金融機関です 
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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 


