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今週の予定 

 国内 海外 

10/10 

(火) 

9月景気ウォッチャー調査(14:00) 

衆議院選公示 

朝鮮労働党創建記念日 

国際通貨基金 世界経済見通し 

11(水) 8月機械受注(8:50) 

9月工作機械受注(15:00) 

FinTech 2017(～13 日) 

ビジネス AI 2017（～13日） 

[中]共産党第 18期中央委員会第 7回全体会議 

NAFTA再交渉第 4回会合(～15日) 

CIS首脳会議  

インド国際鉄道展示会(～13日) 

12(木) ファーストリテ (9983)本決算(15:00) G20財務相・中央銀行総裁会合(～13日） 

13(金) 9月マネーストック(8:50) 

マイナーSQ 

時事通信 世論調査公表 

串カツ田中(3547)3Q 決算 

[中]9月貿易収支 

[米]9月消費者物価指数(21:30) 

[米]9月小売売上高(21:30) 

IMF・世界銀行年次総会（～15日） 

14(土) 世界肺癌学会義(～18日) G7農業相会合(～15日） 

15(日) 秋華賞 京都競馬場  ベネズエラ統一知事選挙 

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 20,200～21,000 円      TOPIX 1,640～1,700 

＊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 中国経済の成長鈍化 長期金利上昇  

先週の日経平均株価は米国株高や円安進行を背景に年初来高値を更新し、15 年 8 月以来の高値

に上昇した。今週は 10 日が北朝鮮の朝鮮労働党創建記念日のため、ミサイル発射や核実験などの

挑発行為の実施が警戒される。しかしながら、米国の FRB は 12 月の利上げ実施に前向きであり、

FF 金利先物市場における 12 月の利上げ織り込み確率は 69.7%とまだ上昇余地があることから、12

月に向けて円安株高が進む展開が見込まれる。また、先週発表された 9月の米国 ISM製造業景況指

数は 04 年以来、ISM 非製造業景況指数は 05 年以来の高水準に上昇し、9 月の米国新車販売台数も

9ヵ月ぶりに前年同月比プラスへ転換。アトランタ連銀の GDPNowによる 7－9 月期の実質 GDPの予

想値も、前期比年率 2.7%増となっており米国経済は堅調に推移している。北朝鮮の記念日に起因

する地政学的リスクへの警戒感から円高株安が進むようなら、日立製作所やトプコン、三菱電機な

ど、業績好調で円安メリットもある銘柄中心に投資機会を探っていきたい。 

10 日の衆院選公示から選挙戦が本格化し、22 日の投開票に向けて政策論争が繰り広げられるこ

とが見込まれる。政権維持を優先した解散とも言われ、安倍首相の見立て通りに選挙戦が進まず、

「自民党」は想定以上に苦戦すると見ていたが、議席獲得を目的に「希望の党」が「民進党」議員

の一部を取り込んだことや「日本維新の会」との選挙協力の実施、「立憲民主党」への対抗馬擁立

など小池代表の権力奪取に向けた様々な選挙戦略が、有権者から幅広い支持を得られるか不透明感

がある。また、「希望の党」は憲法改正や安全保障関連法を容認しており、これらに対して反対の

立場を取っている有権者の票は得られないものと思われる。選挙結果が出るまで予断は許さない

が、「希望の党」の獲得議席数は伸び悩み、与党は絶対安定多数の 261 議席以上を獲得し、勝利す

る可能性が高まりつつあるものと思われる。(10月 5日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄 

ウエルシア HD(3141)  東証 1部 

 

※15年 2月期は 6ヵ月決算のため、16年 2月期は前年比較を記載していない 

出所：業績に関する数値は決算短信より 

株価(10/5) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 528,402 － 623,163 17.9% 692,000 11.0% 売買単位 株

営業利益 18,759 － 24,078 28.4% 26,900 11.7% PER(予想) 倍

経常利益 20,377 － 25,723 26.2% 28,800 12.0% PBR(実績) 倍

当期純利益 9,527 － 14,451 51.7% 15,800 9.3% ROE(実績) %

EPS(円) 97.7 138.9 151.9 配当利回り(予想) %

配当金(円) 21.0 28.5 32.0 担当 多功　毅

27.7

3.6

13.2

0.8

100

小売業

　　　16年2月期 　　　17年2月期 　　　18年2月期(予) 4,210

イオン子会社のドラッグストア、調剤薬局チェーンで、関東を中心に東北から近畿圏に店舗を

展開している。同業の M&A に積極的で、イオンが資本参加するツルハ HDと並び売上高規模は業界

トップクラスにある。18年 2月期 2Q累計における商品毎の売上高構成比は、医薬品・衛生介護品・

ベビー用品・健康食品：21.9%、食品：21.6%、化粧品：18.1%、調剤：16.2%、家庭用雑貨：14.8%、

その他：7.4%。調剤薬局を併設した店舗への改装を順次進めており、近年は調剤の売上高構成比

が上昇傾向にある。 

18年 2月期 2Q累計決算は、前年比 9.5%増収、24.2%営業増益での着地となった。調剤併設店舗

の増加による調剤売上高の伸長や 24時間営業店舗の拡大、積極的に進める改装効果等により、引

き続き既存店売上高が好調に推移。16 年 9 月に吸収合併した旧 CFS コーポレーションの業績改善

も順調に進んでおり、当期の利益拡大に貢献している。2Q 決算の発表時に通期業績計画の上方修

正を発表しているが、下期の計画については前年比 12.5%増収も営業利益については前年並みの水

準となっている。9月 1日に丸大サクラヰ薬局を新たに子会社化したことに伴い、統合コスト等の

発生も見込まれるが、足元の既存店売上高の動向を踏まえると保守的計画と思われ、再増額も期

待される。来期以降は、調剤併設率や 24時間営業店の拡充を通じた既存店売上高の成長継続と、

丸大サクラヰ薬局の店舗改装効果や仕入れ面を中心としたシナジー効果の発現による業績拡大が

想定される。 

株価 10月5日 4,210 円
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(10/5) 
売買単位 

コメント 

あさひ 
（3333） 

東証 1部 

1,337円 

100株 

2Q決算は新規出店効果やネット販売が売上をけん引したことに加えて、従来、

店舗への直接納入を行っていた NBのスポーツ車や電動アシスト自転車を、自社

倉庫納入に切り替えたことに伴うコストダウン及び値入率改善、パーツ・アクセ

サリーの PB比率上昇による粗利率改善効果が寄与し、前年比 6.6%増収、16.8%

営業増益で着地。海外のスポーツ車ブランドの日本総販売代理権を取得。店舗改

装も進め、一層のスポーツ車の拡販を目指す計画。(多功 毅) 

ツルハ 
（3391） 

東証 1部 

13,420円 

100株 

今期よりたな卸資産の評価方法を変更。1Q決算は、既存店売上高の好調継続、

継続的に取り組む高採算商材の重点販売やメリハリを付けた売価設定によって

遡及修正後の前年業績に対して前年同期比 6.0%増収、15.6%営業増益での着地。

据え置かれた上期及び通期計画の上ブレが期待される。9月 7日に静岡県が地盤

のドラッグストアチェーン杏林堂グループとの資本業務提携を発表。仕入れ面を

中心に早期のシナジー効果の発現が期待される。(多功 毅) 

バリュー 
ゴルフ 
(3931) 

東証マザーズ 

2,330円 

100株 

主力の一人予約ランドの成長に加え、ゴルフ用品のネット販売、実店舗販売を行

っているジープ社の業績を取り込んだことで、上期決算は前年同期比 208.7%増

収、79.1%営業増益。ジープは外資ブランドでヒット商品が複数発生した他、販

売チャネルの増強や積極的な商品仕入れを進めたことで、売上が大きく増加し、

収益面でも貢献。9月からインドアゴルフスクール運営事業に進出。業績貢献を

精査中のため通期計画は据え置いているが、上期までの業績進捗が良好なため通

期計画の上振れ達成が期待される。(松本 直志) 

ディスコ 
(6146) 

東証 1部 

23,200円 

100株 

7 月の月次受注は前月比 10%減、8 月は 7 月比横ばいになっており、1Q 決算発表

時の 7 月が前月比 20%減、8 月は 7 月比 10%減との想定を上回って推移。切断、

切削装置は想定並みだが、メモリ中心に顧客の設備稼働率が高く、刃などの消耗

品の需要が想定を上回っており、消耗品は 8月に過去最高水準の受注を獲得。10

月からの引き合いも多く順調に推移。利益率の高い消耗品の売上比率上昇によ

り、利益中心に上期計画の超過達成が期待される。(松本 直志) 

鎌倉新書 
(6184) 

東証 1部 

1,591円 

100株 

上期決算は前年同期比 26.1%増収、21.7%営業増益となり、売上、利益ともに会

社計画を上振れ。営業員増強や知名度向上などにより、お墓、葬祭、仏壇のマッ

チング WEB サービスの売上が拡大。お墓の紹介による手数料売上は前年同期比

36.2%増、葬祭は 22.2%増、仏壇は 15.0%増となり、いずれのサービスも上期の過

去最高売上を更新。知名度向上で優秀な人材が採用できており、ライフエンディ

ング市場の拡大と、ネット利用率の高まりにより今後も業績拡大が見込まれる。

(松本 直志) 

西松屋 
チェーン 
(7545) 

東証 1部 

1,226円 

100株 

2Q 累計決算は、PB 強化に伴い粗利益率の改善が進んだものの、既存店の低迷、

人件費を中心とした販売管理費の上昇により計画未達成となる 0.7%増収、16.7%

営業減益での着地。下期に関しては大手製造業から採用した人材による店舗作業

の合理化を通じた販売管理費率の改善効果を見込み、増益転換を計画。製造業か

らスカウトした人材を中心に積極的な PB の開発、投入を進めることで、5 年後

には売上高構成比で 5割程度への引き上げを計画している。(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 


