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今週の予定 

 国内 海外 

6/19 

(月) 

5月貿易収支(8:50) 

日銀黒田総裁記者会見 

[仏]パリ国際航空ショー(～25日)  

EUと英国の EU離脱に関する最初の交渉 

20(火) シャープ(6753)株主総会 

5月の主要コンビニ売上高 

[欧]EU一般問題理事会 

[米]下院補選決選投票 

21(水) 5月の訪日外国人数 

日銀黒田総裁 全国信用金庫大会に

おける挨拶 

[米]5月中古住宅販売件数(23:00) 

米中外交・安全保障の閣僚対話 

G7運輸相会合（～22日） 

22(木) 日銀岩田副総裁 金融経済懇談会に

おける講演・記者会見 

[欧]EU首脳会議(～23日) 

[米]FRB銀行ストレステストの結果を公表  

23(金) 6月日経日本製造業 PMI(9:30) 

季節予報 3ヵ月予報（気象庁） 

[欧]6月ユーロ圏製造業 PMI(17:00) 

[米]5月新築住宅販売件数(23:00) 

24(土) サンドラッグ(9989)株主総会 聖ヨハネの日 

25(日) 横須賀市長選投開票 

競馬宝塚記念 

セーフティートレードショー2017（～27日） 

建築トレードショー2017（～27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 19,500～20,000円      TOPIX 1,570～1,600 

＊期待材料 IoT社会の実現 IoT、AI活用による生産性改善  

＊不安材料 地政学的リスク トランプリスク 中国経済の成長鈍化 FRBの引き締め積極化  

米国株の上昇をけん引してきたハイテク株が弱含んだことや 5 月の米国消費者物価指数におけ

る食品、エネルギーを除くコア指数の前年同月比の伸び率が 4ヵ月連続で低下したこと、5月の小

売売上高が市場予想を下回り前月比減少した結果を受けて円高ドル安が進んだことで、先週の日経

平均株価は上値の重い展開になった。13～14日の FOMCでは追加利上げの実施が決定されたうえ、

年内あと 1回の利上げ、今年中の資産縮小開始の方針も示されており、タカ派的な内容であった。

にもかかわらず、FF 金利先物市場が織り込む次の利上げ確率は、18 年 6 月が 41.9%と最も高く、

17 年 12 月は 36.0%、17年 9 月は 22.0%になっており、金融市場では FRBが利上げペースを鈍化さ

せるとの見方が優勢になっている。今後発表される雇用統計やインフレ指標などが利上げ継続を支

援するような内容にならなければ、9 月ないし 12 月の利上げ期待が高まることはなく、資産縮小

開始も遅れるか、小規模にとどまらざるをえないものと思われる。アトランタ連銀の GDPNow によ

ると、4－6 月期の米国実質 GDP 成長率は前期比年率 3.2%増が見込まれており、米国経済は弱いわ

けではない。FRBが引き締めペースを鈍化させれば、米国株式市場にとっては追い風になり、ハイ

テク株などの上昇継続が期待される。日本株式市場でも、東京エレクトロン、ディスコ、東京精密、

芝浦メカトロニクスなどの半導体関連、ソフトバンクグループ、ブイ・テクノロジー、アンリツな

どのハイテク銘柄の反発が見込まれる。また、事業構造改革が順調に進捗し収益力が向上しつつあ

るものの、市場の評価があまり高まっておらず、出遅れ感のある日立製作所、富士通などの銘柄も

見直される展開を期待したい。一方、物価指標の弱含みを考慮せず金融政策の正常化を優先し、今

回の FOMC で示された通りの日程で FRB が金融引き締め政策を進めるようなら、上昇を見せていた

米国のハイテク株が下落基調に転じ、日本株にもネガティブな影響が出るものと思われ警戒した

い。(6月 15日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄 

コスモス薬品(3349)  東証 1部 

出所：業績に関する数値は決算短信より 

 

株価(6/15) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 408,466 9.9% 447,273 9.5% 490,000 9.6% 売買単位 株

営業利益 17,080 2.2% 18,648 9.2% 18,700 0.3% PER(予想) 倍

経常利益 19,028 4.6% 20,691 8.7% 20,700 0.0% PBR(実績) 倍

当期純利益 11,694 10.3% 12,435 6.3% 13,500 8.6% ROE(実績) %

EPS(円) 590.6 628.1 681.8 配当利回り(予想) %

配当金(円) 60.0 65.0 70.0 担当

100

小売業

　　　15年5月期 　　　16年5月期 　　　17年5月期(予) 23,460

多功　毅

34.4

5.3

17.6

0.3

九州を地盤に、四国、中国、関西、中部へと出店エリアを拡大させているドラッグストアチェ

ーン。商圏人口 1 万人程度の小商圏に、生鮮以外の食料品や日用雑貨などを幅広く揃えた大型店

を出店。特定地域内に集中出店することで実現できる運送や人員配置、広告宣伝の効率化と、1人

が何役もこなす仕組みの構築などで販売管理費を抑制することで低価格を実現させ、出店地域内

のドラッグストアだけではなく、食品スーパーやコンビニ、ディスカウントストアからも顧客を

獲得している。同業他社が M&A を活用したシェアアップを図る中で、統一された自社の店舗フォ

ーマットに対する自信から自前での新規出店にこだわり、継続的な新規出店と既存店売上高の成

長により、着実な成長が続いている。17年 5月期の 2Q時点における商品毎の売上高構成比は、医

薬品 15.4%、化粧品 10.6%、雑貨 16.8%、一般食品 55.7%、その他 1.5%となっており、ドラッグス

トア業界の中でも食品の売上構成比が高いのが特徴。17年 5月末のエリア別店舗数は九州地区 504

店、中国地区 131店、四国地区 98店、関西地区 86店、中部地区 8店舗となっている。 

家電量販、家具、衣料品、紳士服等の業態では全国に展開する企業が存在するが、ドラッグス

トア業界は地域毎の有力企業が決まりつつある状況で、群雄割拠と言える段階にある。将来的に

はドラッグストア業界でも有力企業数社に集約が進む可能性が高いと想定しているが、当社は、

圧倒的な低コスト体質に支えられた価格競争力を強みに、勝ち組の筆頭候補であると考えており、

長期的なスタンスで注目している。 

 

株価 6月15日 23,460.0 円
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(6/15) 

売買単位 

コメント 

学情 

(2301) 

東証 1部 

1,255円 

100株 

16年度上期決算は前年同期比 0.6%減収、34.5%営業減益。経団連の定めた就活ス

ケジュールの指針を逸脱する企業の需要取り込みに苦戦し、上期は売上、利益計

画ともに未達。ただ、6月の選考解禁後、採用難や内定辞退に伴い追加募集の動

きが活発化。大手企業では次年度の採用に向けた動きも出ており、新卒採用難に

伴い若手社員向け転職サイトも大手企業からの引き合いが増加。5月の受注は前

年同期比 27.6%増と好調なため、通期計画は据え置いている。(松本 直志) 

エイチーム 
(3662) 

東証 1部 

2,960円 

100株 

3Q 累計決算は前年同期比 55.4%増収、89.2%営業増益。引っ越し、自動車、金融

メディアの売上が想定を上回り、通期の売上計画を上方修正。スマートフォン向

けゲームで広告運用の効率化が進んだことや、「ユニゾンリーグ」など既存タイ

トルが好調に推移し利益計画も上方修正。4Q は「放課後ガールズトライブ」で

大型アップデートを実施。「ヴァルキリーコネクト」も海外展開拡大のため広告

投資を実施予定。新作ゲームは 2～3 タイトル開発中で、投入は来期以降になる

見込み。(松本 直志) 

ニッポン 
高度紙 
（3891） 

東証 JASDAQ 

1,302円 

100株 

導電性高分子固体コンデンサ用セパレータがスマートフォンの急速充電用に新

規採用されたことに加えて、アルミ電解コンデンサ用セパレータが前下期以降急

回復しており、前年同期比 422.0%営業増益。今期もアルミ電解コンデンサ用セ

パレータの拡販、スマートメータ向けや電源向けの拡販を見込み同 85.9%営業増

益を計画。アルミ電解コンデンサ用セパレータについては 3 月、4 月の実勢に対

しては保守的な予算想定となっている。 (多功 毅) 

本州化学 
（4115） 

東証 2部 

901円 

100株 

円高の影響や光学用特殊ビスフェノールにおける競争激化の影響を受けたが、ナ

フサ、ベンゼン等の原材料市況低下、自動車のヘッドランプ向け特殊ビスフェノ

ールの拡販により前年比 5.7%減収、2.9%営業増益で着地。今期は、1ドル 110円、

１ユーロ 115円を前提とし、原材料価格上昇による減益要因を見込む一方、半導

体、FPD 業界向けの拡販、光学用特殊ビスフェノールのスマートフォン関連での

新規受注効果を想定し、同 6.5%増収、2.6%営業増益を計画。 (多功 毅) 

オハラ 
(5218) 

東証 1部 

1,210円 

100株 

上期決算は前年同期比 7.4%増収、345.5%営業増益。FPD/半導体露光装置向けを

中心に極低膨張ガラスセラミックス、石英ガラスの需要が増加したことや生産性

の改善により、会社計画を大きく超過達成。耐衝撃・高硬度クリアガラスセラミ

ックス「ナノセラム」は、中国スマートフォン(スマホ)メーカーへの採用が遅れ

ており、通期売上計画を 22 億円から 4.5 億円へ下方修正したが、スマホのボデ

ィや時計のウェアラブル機器、自動車、監視カメラなど向けに開発・評価が進ん

でおり、今後の採用拡大が期待される。(松本 直志) 

東プレ 
（5975） 

東証 1部 

2,964円 

100株 

前期決算は、主力のプレス部品事業が国内で好調に推移したうえ、八千代工業か

らの事業買収も貢献。また、国内を中心に展開する定温物流事業も、食の安全強

化や冷凍輸送ニーズ拡大により成長が続いており、前年比 12.4%増収、12.6%営

業増益で着地。今期は、先行投資負担の発生、1ドル 105円前提とした円高の影

響を見込む一方、買収事業とのシナジー効果の発現、海外新工場の量産開始に伴

う数量増効果を見込み 10.2%増収、0.3%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 


