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今週の予定 

 国内 海外 

10/30 

(月) 

日銀金融政策決定会合(～31日) 

神戸製鋼所(5406)2Q決算発表(15:30) 

[米]9月 PCEコア(21:30) 

[仏]PlayStation Live From Paris 

31(火) 9月失業率(8:30) 

9月鉱工業生産(8:50) 

デンソー(6902)2Q 決算(11:00) 

村田製作所(6981)2Q 決算(15:00) 

[中]10月製造業 PMI(10:00) 

[欧]10月消費者物価指数(19:00) 

[米]10月消費者信頼感指数(23:00) 

[米]FOMC(～1日) 

11/1 

(水) 

特別国会召集 

国際女性会議 WAW!(～3日)  

2018年用の年賀はがき発売 

三井化学(4183)2Q 決算(13:00) 

武田薬品工業(4502)2Q決算(15:00) 

[中]10月財新製造業 PMI(10:45) 

[米]10月 ADP雇用統計(21:15) 

[米]10月 ISM製造業景況指数(23:00) 

[米]10月新車販売 

[仏]パリ・ゲーム・ウィーク(～5日) 

2(木) GPIF7-9月期運用報告 [英]イングランド銀行政策金利(21:00) 

3(金) 文化の日 

CYCLE MODE international 2017(～5日) 

日本医療薬学会年会(～5日) 

日本脳循環代謝学会学術集会 (～4日) 

[米]10月雇用統計(21:30) 

[米]10月 ISM非製造業景況指数(23:00) 

[米]新型 iPhone「X」発売 

トランプ米大統領アジア歴訪(～14日） 

4(土) 日本大腸検査学会総会 (～5日) ユネスコ憲章記念日 

5(日) トランプ米大統領来日(～7日) [米]冬時間入り 

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 21,500～22,200円      TOPIX 1,730～1,790 

＊期待材料 好調な企業業績 諸外国に比べ安定した政治情勢 円安 企業統治改革 米国株高 

＊不安材料 北朝鮮情勢 中東情勢 トランプリスク顕在化 

衆院選での与党勝利により安倍政権の継続が確実となり、また、来年 4月に任期満了となる日銀

総裁人事についても黒田氏の再任、もしくは現状の金融緩和路線を引き継ぐ人物が次期総裁になる

可能性が高まり、アベノミクス路線の先行きに対する不透明感は大きく後退した。また、開示が始

まった決算発表や業績見通しも総じて好調な内容であり、上方修正を発表する企業が多い。さらに、

海外に目を転じても好調な決算や経済指標の発表が続いている。これら要因を追い風に、日経平均

株価は先週 24日まで史上最長となる 16連騰を記録した。今週から本格化する決算発表が注目され

るが、引き続き好決算の発表や先行きに対する強気の見通しが示される可能性が高いものと思わ

れ、株高基調が継続することが期待される。決算発表とともに、米国 10 年国債利回りの推移にも

注目したい。米国の著名債券投資家のビル・グロス氏やジェフリー・ガンドラック氏が長期的な債

券相場のトレンドの転換ポイントとする 10年債利回り 2.4%を、24日に上回ってきた。両氏は 2.4%

強の利回り水準が定着するようであれば、長期的な債券弱気相場(利回り上昇局面)への転換として

おり、市場で注目を集めている。日本においては金融緩和局面の長期化が想定されており、米国債

利回りの持続的上昇見通しが高まる状況となれば、日米金利差の拡大を通じた一段の円安及び株高

が加速する可能性が高まる。一方で、北朝鮮情勢には引き続き注視したい。3 日からトランプ大統

領がアジアを歴訪するが、トランプ大統領は 8日の米中首脳会談の結果を踏まえて、対北朝鮮政策

の方向性を明確にするとの観測もある。(10月 26日現在、多功 毅) 
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スター精密(7718)  東証 1部 

 

出所：業績に関する数値は決算短信、決算説明会資料より

1950 年に腕時計、カメラ用部品といった小型精密部品加工から事業を開始。精密部品加工用に

自社で製造、使用していた部品用加工機で工作機械市場へ進出。精密加工技術と先端エレクトロ

ニクスの融合により小型プリンターの製造も行っている。17 年 2 月期の事業別売上高比率は精密

部品事業が 8.6%、工作機械事業が 68.7%、小型プリンターなどの特機事業が 22.6%になっている。 

上期決算は前年同期比 22.3%増収、26.8%営業増益。特機事業は中国でのキャッシュレジスター

向けプリンターの販売が急減し前年同期比 17.1%営業減益と落ち込んだが、工作機械事業が中国中

心に自動車関連の販売が伸び 32.6%増収、42.8%営業増益と好調に推移。工作機械の売上は過去最

高を更新。電気自動車シフトに伴い、車両の軽量化、小型化の必要性があることから部品の小型

化、軽量化への需要が高まり、高精度で小型の精密部品加工に適した主力のスイス型自動旋盤の

販売が増加。米州、中国などのアジア、欧州、日本のすべての地域で売上が拡大している。欧州

はインダストリー4.0に向けて補助金が出ているイタリアの他、チェコ、ポーランド、ハンガリー

などで EV開発向けなど自動車関連中心に需要が伸び前年同期比 21.5%増収。中国で自動車や医療、

地場スマートフォンメーカー向けに需要が伸び、アジア向け売上は前年同期比 35.1%増収。中国で

は産業高度化を国策で進めるため政府補助金の増額が決定しており、IT、ロボット、自動車、鉄

道、航空など最新鋭の機械を作るため精度の高い工作機械の需要が増加している。工作機械事業

の下期減速懸念は低く、来期に向けても需要拡大が続くことが期待される。 

株価(10/26) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 54,457 6.9% 48,937 -10.1% 56,500 15.5% 売買単位 株

営業利益 5,735 4.7% 3,606 -37.1% 5,100 27.5% PER(予想) 倍

経常利益 5,206 -15.4% 3,583 -31.2% 5,500 33.9% PBR(実績) 倍

当期純利益 3,720 -20.8% 3,181 -14.5% 4,100 16.3% ROE(実績) %

EPS(円) 88.0 81.8 110.4 配当利回り(予想) %

配当金(円) 46.0 48.0 50.0 担当

100

機械

　　　16年2月期 　　　17年2月期 　　　18年2月期(予) 1,975

松本　直志
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(10/26) 
売買単位 

コメント 

コシダカ HD 
(2157) 

東証 1部 

4,450円 

100株 

17 年 8 月期決算は前年同期比 8.0%増収、27.8%営業増益。上場以来 10 期連続で

増収増益、10期連続過去最高の売上を更新。カーブス(女性専用の健康体操教室)

事業は出店増、会員増に加えて物販売上も伸び前年同期比 9.5%増収、10.3%増益。

カラオケ事業は新規出店による売上拡大に加え、店舗営業の効率化・適正化や首

都圏への出店加速に伴いブランド認知が進んだことで、前年同期比 7.1%増収、

75.1%増益。今期もカーブス事業、カラオケ事業の拡大がけん引し、前年同期比

7.8%増収、19.0%営業増益を計画。(松本 直志) 

ABC マート 
（2670） 

東証１部 

5,670円 

100株 

既存店は堅調に推移しているが、相対的に低採算な NB比率の高いスニーカーブ

ームが継続していることや低価格なサンダル、子供靴等が好調に推移したことに

よる粗利益率の悪化により前年比 4.5%増収、1.5%営業減益での着地。一方、当

初計画が保守的であったこともあり、ほぼ計画線での着地。通期も会社計画線で

の着地が見込まれる。今後は、スポーツアパレルの既存店舗での販売や新業態を

出店する計画。(多功 毅) 

ベクトル 
(6058) 

東証 1部 

1,461円 

100株 

上期決算は前年同期比 50.5%増収、25.7%営業増益。主力の戦略 PR事業は人員採

用の強化により前年同期比 27.6%増収、18.3%営業増益。広告代理店が得意な TVCM

の効果が薄れていく時代を見据え、戦略 PR を軸にニュースリリースやビデオリ

リース(イベントや記者発表会などを素材にした動画コンテンツ)とアドテクを

組み合わせて、次世代のマーケティングインフラの構築を目指している。ビデオ

リリースの配信実績は前年同期比 73.8%増となり、大手企業中心に 300件以上の

案件を獲得。マーケティング業界の商習慣として定着しつつある。(松本 直志) 

マルマエ 
(6264) 

東証マザーズ 

1,317円 

100株 

17 年 8 月期決算は前年同期比 35.4%増収、56.5%営業増益。データセンタ向けに

3D NAND の投資が活発化し、半導体分野の受注が前年同期比 95.2%増。3D NAND

の製造に使うエッチング装置や成膜装置向けにシャワーヘッド、排気板、静電チ

ャックといった部品の需要が特に増加している。今期は前年同期比 31.8%増収、

30.7%営業増益計画。3D NAND の投資拡大に伴い、半導体製造装置市場は今後も

活況が続く見込みのため、設備投資額を前年同期比 2.3 倍の 18 億円に増やし、

生産設備の増強を進める方針。(松本 直志) 

放電精密加工 
（6469） 

東証 JASDAQ 

1,181円 

100株 

2Q累計決算は、金型事業が好調に推移したものの、2月に発生した工場爆発事故

を受けた代替生産によるコストが想定以上に発生した影響で下ブレ着地。一方、

下期には工場復旧を受けて代替生産による影響の剥落が見込まれることや航空

機エンジン部品の出荷増加を見込むことで計画を据え置いている。新規に取り組

んでいる航空機部品は低圧タービンが前下期から本格量産開始。加えて、認証取

得の遅れていたエンジンの圧縮機・燃焼器部品についても今下期から量産開始の

見込み。(多功 毅) 

日本電産 
（6594） 

東証１部 

14,590円 

100株 

2Q累計決算は、注力する車載及び家電・商業・産業用セグメントを中心に引き

続き好調に推移しており、1Q時に発表した上方修正後の計画も上回る着地。通

期についても 1Q時に続いて上方修正を発表しているが、下期の為替前提につい

ては引き続き期初に設定した 1ドル 105円、1ユーロ 110円の為替前提を据え置

いていることや車載製品群の売上拡大や着実な収益性の改善基調を踏まえると

保守的な計画であり、再増額される可能性が高いものと思われる。(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 


