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今週の株式相場見通し 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の予定 

 国内 海外 

9/19 

(火) 

ソニー「PlayStation Press Conference in 

Japan」 

2017年基準地価(16:50) 

フィンテックサミット(～22日) 

[独]9月 ZEW調査(18:00) 

[米]8月住宅着工件数(21:30) 

[米]FOMC(～20日) 

国連総会 トランプ米大統領の演説 

20 

(水) 

8月貿易収支(8:50) 

日銀金融政策決定会合(～21日) 

8月の訪日外客数 

[米]8月中古住宅販売件数(23:00) 

台湾タッチパネル&光学フィルム展(～22日) 

国連総会 安倍首相の演説 

21 

(木) 

東京ゲームショウ 2017（～24日） 

インバウンド・観光ビジネス総合展(～23日) 

ECB一般理事会 

EUとカナダ 包括的経済貿易協定の暫定発効 

22 

(金) 

パナソニック 77V 型有機 ELテレビ 発売 

榊原経団連会長会見 

[欧]9月ユーロ圏製造業 PMI(17:00) 

プラザ合意から 32年 

23 

(土) 

日本組織細胞化学会総会・学術集会(～24日)  

日本眼腫瘍学会(～24日) 

三陸・大船渡 東京タワーさんままつり 

ニュージーランド総選挙 

北朝鮮国際航空ショー(～24日) 

シンガポール大統領選挙 

24 

(日) 

大相撲 九月場所千秋楽 

堺市長選投開票 

[独]連邦議会選挙 

[仏]上院選挙 

出所はロイター、ブルームバーグ、新聞各紙等より、時刻は日本時間(予定) 

＊日経平均 19,400～20,200円      TOPIX 1,600～1,660 

＊期待材料 業績見通しの改善 企業統治改革 円安  

＊不安材料 北朝鮮情勢 トランプリスク顕在化 中東情勢 円高   

先週は、米国に上陸した大型ハリケーン「イルマ」が当初の想定ほど経済に影響を与えなかった

ことや米国における税制改革議論進展への期待、さらに、北朝鮮情勢に関して楽観的な見方が拡が

ったことから日米ともに株式市場は上昇する展開となった。北朝鮮情勢については、建国記念日に

追加的な軍事的挑発行為を行わなかったことに加えて、北朝鮮への制裁を強化する国連安保理決議

において、北朝鮮及び日米韓中露による 6ヵ国協議の再開への支持や朝鮮半島の非核化へ向けて平

和的解決を重視する文言が盛り込まれた点が好感された。制裁決議が全会一致での採択となったこ

とから、北朝鮮が再度の核実験実施等の深刻な軍事的挑発行為を行った際には、今回の決議では見

送られた石油の全面禁輸や金正恩委員長の資産凍結等の北朝鮮に大きなダメージを与える決議が

採択される可能性が高まったものと思われる。今後もミサイル発射実験の実施、日米韓への挑発的

な言動等は継続されるものの、本格的な軍事衝突には至らないこう着感の強い状態を想定する。こ

のような環境下、先週の国内株式市場では、各国政府が脱内燃機関の取り組みを相次いで表明して

いることや、フランクフルト国際自動車ショーで独大手自動車メーカーが積極的な EV 開発計画を

発表したことを受けて、EV 関連銘柄が人気化した。会社四季報の発売に伴い、今週も好業績株、

テーマ株等の個別物色の強い展開を想定する。10 月 2 日からノーベル賞が順次発表され、また、

10月 3日からアジア最大規模のエレクトロニクス関連の展示会シーテックジャパンが開催される。

各社が先端的な技術展示を行うとともに、IoT、AI等のカンファレンスの開催が予定されているこ

とに伴い、これら関連銘柄が人気化する局面も想定される。 (9月 14日現在、多功 毅) 

 



 

本資料のご利用にあたり、お客様にご確認いただきたい事項を、本資料の最終ページに 

記載させていただきました。ご確認の程、宜しくお願い致します。 

2 

ヤマワ・レポート 

 
2017年 9月 19日                                        調査室 

今週の参考銘柄 

D.A.コンソーシアム HD(6534)  東証 2部   

※16年 10月 3日に設立されたため、16年 3月期実績はない  出所：業績に関する数値は決算短信、決算説明会資料より

96年に博報堂、アサツーディ・ケイなどの共同出資により、ネット専業広告代理店 D.A.コンソ

ーシアムとして創業。16 年 10 月に子会社のアイレップと共同持ち株会社 D.A.コンソーシアム HD

を設立。広告会社とヤフー、グーグル、LINE といったネットメディアの間に入り、広告枠の仕入

れ、販売、広告プランの作成、広告原稿の管理、広告の成果レポート提出といった事業を主に展

開。動画広告、RTB 広告(広告の自動オークション取引)、ディスプレイネットワーク(ターゲティ

ングしたユーザーへの広告配信)など最新技術を活用した様々なサービスを提供している。16年度

売上のうち、博報堂 DYグループ向け売上は 49.5%になっている。 

1Q決算は前年同期比 18.6%増収、79.2%営業増益。前期に統合費用があった反動で増益率は大き

くなっている。スマートフォン(以下、スマホ)の普及に伴い、スマホ向け広告売上比率は 53.9%

になっており、スマホ向け広告売上は前年同期比 18.4%増加。Facebook、Twitter、LINE など SNS

向け広告や You Tubeなど動画広告売上が業績拡大をけん引しており、特に動画広告の売上は前年

同期比 95.8%増と大幅に成長している。情報・通信や自動車、化粧品、トイレタリーなど大口客の

広告予算のネットシフトが進行していることで、博報堂 DY グループ向け売上が前年同期比 28.5%

増と好調。その他広告会社向け売上の伸び率 9.9%増と比べて勢いに差が出ている。 

スマホ向け広告や動画広告市場の拡大、大口客のネット広告シフトに伴う博報堂向け広告需要

の増大を、最新の広告技術で取り込むことで今後も業績拡大が期待される。 

 

 

 

株価(9/14) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 ― ― 184,779 ― 205,000 10.9% 売買単位 株

営業利益 ― ― 6,928 ― 7,200 3.9% PER(予想) 倍

経常利益 ― ― 3,728 ― 7,200 93.1% PBR(実績) 倍

当期純利益 ― ― 209 ― 3,800 1818.2% ROE(実績) %

EPS(円) ― 3.9 65.1 配当利回り(予想) %

配当金(円) ― 15.0 未定 担当

100

サービス
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説明会より 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(9/14) 

売買単位 

コメント 

UTグループ 
（2146） 

東証 JASDAQ 

2,151円 

100株 

生産現場での派遣人材活用の拡大、案件の大型化やコンプライアンスが重視され

る流れの中での大手派遣会社のシェアアップを背景に、需要は引き続き好調に推

移。1Q決算は採用やインフラ投資にかかる費用が前倒しで発生しているが、売

上増効果で吸収し前年比 45.1%増収、14.8%営業増益、営業利益率は 5.1%で着地。

2Q以降は大手自動車向けの新規案件の貢献や先行投資負担の一巡で一段と利益

水準が向上することが見込まれる。(多功 毅) 

カヤック 
(3904) 

東証マザーズ 

1,387円 

100株 

4－6月期決算は前四半期比 9.3%減収、51.2%営業減益。ゲームの開発収入減少や

ゲームコミュニティサービス Lobi の不振により減収減益になったが、クライア

ントワーク事業は前年同期比 25.1%増収となり、2Q として過去最高の売上を更

新。ゲームは巻き返しに向けて、バンダイナムコとの協業ゲーム「機動戦士ガン

ダム即応戦線」など新作を複数配信予定。Lobi はコミュニティのメンバーがゲ

ーム大会を開催できる機能を投入。サービス開始後、約 1ヵ月でトーナメント主

催者数が 490人を突破し順調な立ち上がりになっている。(松本 直志) 

東洋ゴム 
（5105） 

東証 1部 

2,396円 

100株 

2Q決算は、原材料高の影響を主因に減益決算だが、北米での高インチタイヤの

販売が引き続き好調で、計画を上回る着地。通期計画を増額修正しているが、ほ

ぼ上期の上ブレ分の反映となっている。2Qで減益要因となった原材料高影響に

ついては、下期からはピークアウトしてくる可能性が高い。一方で、高い競争力

を背景とした値上げの浸透、北米での高インチタイヤの販売数量のさらなる増加

が見込まれ、増益基調に回帰することが見込まれる。(多功 毅) 

アドベン 
チャー 
(6030) 

東証マザーズ 

9,870円 

100株 

17 年 6 月期決算は前年同期比 96.3%増収、44.5%営業増益。オンライン航空券の

予約取扱高が増え大幅増収増益。今期は取扱高を前年同期比 68.4%増の 650億円

へ拡大させ、13.9%増収、23.5%営業増益計画。利益よりも取扱高の拡大を優先さ

せる方針で、広告費は今後 2年で 100億円以上を投下予定。航空券の販売価格を

引き下げ、顧客還元も目指す。日本の国内線に加えて、成長が見込まれるフィリ

ピン、ベトナム、インドネシアでの国際線、国内線の航空券販売を強化する方針。

(松本 直志) 

三菱電機 
(6503) 

東証 1部 

1,708.0円 

100株 

1Q 決算は前年同期比 8.5%増収、24.4%営業増益。1Q として初の売上 1 兆円を達

成し、営業利益も過去最高を更新。ユーロの為替前提を 110 円から 120円へ修正

したことやアジアでの設備投資需要の増加により、上期、通期計画を上方修正。

韓国の有機 EL、中国でのスマートフォン、EV、リチウムイオン電池、半導体関

連の設備投資が増え、レーザー加工機や制御装置、モータの販売が増加。中国で

は人件費抑制や生産高度化のため、自動化投資が国策で進められており、設備投

資需要は、今後も堅調に推移することが見込まれる。(松本 直志) 

ドンキ 
ホーテ HD 
（7532） 

東証 1部 

4,345円 

100株 

前期においては、高額品のインバウンド需要失速とその後の在庫処分の影響で、

2Q、3Qと業績が低迷していたが、同影響が一巡した 4Qについては順調に業績改

善が進んでおり、計画を上回る 9.1%増収、6.9%営業増益で着地。今期について

は既存店を 0.5%増としたうえで、6.2%増収、3.9%営業増益、29期連続の増収増

益を計画。当社は、公表予想をコミットメントとしており、期初段階では保守的

な業績予想を出す傾向が強い。(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 


