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今週の予定 

 国内 海外 

3/12 

(月) 

第 22回国際ヒトゲノム会議(～15日) 

2月工作機械受注(15:00) 

[欧]欧州議会本会議(～15日) 

[欧]ユーロ圏財務相会合 

13 

(火) 

ツルハ HD(3391)3Q決算 

小林経済同友会代表幹事会見 

2月の企業物価指数(8：50) 

1月第三次産業活動指数(13:30) 

[伯]世界経済フォーラム・ラテンアメリカ会

合(～15日) 

[中]全人代 機構改革を説明 

[米]2月消費者物価指数(21:30) 

14 

(水) 

春季労使交渉の集中回答日 

1 月 22、23 日の金融政策決定会合議事要旨

(8:50) 

1月機械受注(8:50) 

[中]SEMICON China 2018(～16日)  

[中]2月鉱工業生産(11:00)  

[中]2月小売売上高(11:00)  

[米]2月小売売上高(21:30) 

15 

(木) 

観光庁 民泊登録開始 

2月のマンション市場動向 

[中]天津国際工業博覧会 2018(～18日) 

[スペイン]EXPODENTAL 2018(～17日) 

16 

(金) 

東証 IRフェスタ 2018(～17日)  

ジャパン建材フェア(～17日) 

JAPANドラッグストアショー(～18日) 

[韓]サムスン電子「ギャラクシーS9」発売 

[米]2月住宅着工件数(21:30)  

[米]2月鉱工業生産(22:15) 

17 

(土) 

応用物理学会春季学術講演会展示会 

(～20日) 

[中]全人代 国家・政府の新体制を選出 

(～19日) 

18 

(日) 

バレーボール・プレミアリーグ 

男子ファイナル 

[露]大統領選 

[韓]冬季パラリンピック閉幕 

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 20,900～22,200円      TOPIX 1,670～1,780 

＊期待材料 堅調な企業業績   

＊不安材料 トランプリスク 安倍政権の弱体化 地政学的リスク 米国金利情勢 欧州政治  

ここにきて米政権中枢からの幹部人材流出が一段と加速するとの観測が高まっている。2 月 28

日には、ヒックス広報部長が数週間以内に辞任することが公表された。ヒックス氏はトランプ氏の

実業家時代から支えた最古参の腹心とされ、大統領の精神的支えともいわれていた。日本時間 7

日には政権内の数少ない国際協調派であり、NAFTA離脱やトランプ大統領が表明した鉄鋼、アルミ

ニウムへの輸入関税導入に反対していた国家経済会議のコーン委員長が辞任を表明。他にも国家安

全保障担当のマクマスター大統領補佐官、ケリー大統領首席補佐官、ティラーソン国務長官らにつ

いても辞任観測が報じられており、事実であるなら米政権の混迷化が懸念される。コーン氏の辞任

により、一時は政権内での影響力を失ったとされる保護主義的で対中国強硬派のナバロ通商製造政

策局長が急速に復権している模様だ。一段の保護主義的政策が打ち出される可能性もあり、貿易戦

争の激化が懸念される。さらに、気懸りなのが米下院に続いて上院も 2 月 28 日に可決した台湾旅

行法だ。トランプ大統領が署名し法案が成立すれば、これまで制限されていた政府高官の相互訪問

が可能となる。上院での可決を受けて中国外務省報道官は「ひとつの中国の原則を逸脱している。

断固として反対する」と反発している。アベノミクス始動以降の局面と比較したバリュエーション

面での割安感と先行き不透明感に起因する企業の設備投資や消費の抑制に対する懸念との綱引き

で、今週の株式市場も神経質な展開が継続するものと思われる。(3月 8日現在、多功 毅)  
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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 月に子会社だった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。17年度 3Q累計売上のうち、博報堂 DYグループ向けが 52.8%になっている。 

3Q 累計決算は前年同期比 18.3%増収、40.2%営業増益。博報堂 DY グループ向けや動画広告が伸

び売上、利益ともに過去最高を更新。アイレップとの統合に伴う効率化の実現や、ニアショア・

オフショア活用によるコスト削減により、販管費抑制も進み大幅増益を達成。3Q 決算は前年同期

比 17.0%増収、12.9%営業増益。営業利益は四半期で過去最高額を更新。DSP/SSP など運用型広告

や動画広告が拡大。ヤフーの新サービス開始や You Tube、Facebook、Instagram、Twitterなど向

けが伸び、動画広告の 3Q売上は前年同期比 2.1倍に拡大。広告メニューの拡大や制作体制の強化

に加え、大口のナショナルクライアントが TVに変わるブランディング広告として活用する動きも

あり、動画広告の 3Q累計売上は 182億円と、昨年通期の売上 143億円を既に超過している。 

ナショナルクライアントのネット広告シフト、運用型広告や動画広告の拡大、統合によるコス

ト効率化、保有する国内最大級の広告データを活用した広告配信の精度向上と顧客向けマーケテ

ィング支援などにより、来期に向けても業績拡大が期待される。 

 

 

 

株価(3/8) 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 松本　直志

41.1

7.8

―

―
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　　　16年3月期 　　　17年3月期 　　　18年3月期(予) 2,676

株価 3月8日 2,676 円
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(3/8) 
売買単位 

コメント 

鎌倉新書 
(6184) 

東証 1 部 

2,298 円 

100 株 

18 年 1 月期決算は前年同期比 28.3%増収、23.7%営業増益。WEB サービスの売上

は前年同期比 32.8%増。ポータルサイトを介した紹介数が増加し、主力のお墓は

前年同期比 35.3%増収、葬祭は 31.6%増収、仏壇は 19.7%増収。社長交代や人員

増強などの体制強化で、4Qは前年同期比 40.7%増収と成長率が加速。今期は前年

同期比 28.7%増収、28.4%営業増益計画。WEBサービスは前年同期比 31.9%増収、

お墓が 31.7%増収、葬祭が 39.0%増収、仏壇が 15.8%増収計画。(松本 直志) 

ミネベア 
ミツミ 
（6479） 

東証 1 部 

2,335 円 

100 株 

主力のボールベアリングが引き続き好調に推移。また、ミツミについてもゲーム

機向けやスマホ用カメラアクチュエーターの拡販、ミネベアとの生産面のシナジ

ー効果の発現等により大幅に収益が改善している。さらに LEDバックライトにつ

いても想定以上に堅調に推移しており、3Q累計決算は 48.0%増収、85.5%営業増

益で着地し、通期についても増額修正。会社側は、来期につてもボールベアリン

グの拡販、生産性改善を主因に強気の見方を示している。 (多功 毅) 

HANATOUR 
JAPAN 
(6561) 

東証マザーズ 

3,710 円 

100 株 

主力の韓国中心にインバウンド旅行需要が増加し、17 年度決算は前年同期比

55.1%増収、50.7%営業増益。韓国から LCC便が日本の地方空港に幅広く就航して

おり、自社保有の観光バスなどを活用したツアーが人気。現地の観光スポットを

発掘し、魅力的なツアーを提供するのが強みで、ツアーの 90%が地方向け。今期

は前年同期比 19.1%増収、22.2%営業増益計画。韓国に加えて、アジアなどから

のインバウンド旅行需要の取り込みを目指す方針。1月の旅行事業取扱高は前年

同月比 26.1%増と好調スタート。(松本 直志) 

堀場製作所 
(6856) 

東証 1 部 

7,990 円 

100 株 

17 年度決算は前年同期比 14.9%増収、45.1%営業増益。自動車と半導体がけん引

し、売上、利益ともに過去最高を更新。自動車は、排ガス規制強化で排ガス計測

に対する需要が増加。18 年度も排ガス規制強化、電動化・自動運転技術開発の

加速で自動車関連メーカーの投資意欲は旺盛。半導体は受注残から夏までは活況

が続く見込み。半導体は 3D NAND向けハイエンドエッチング装置用マスフローコ

ントローラーへの需要が強く、生産量は過去最高。阿曽工場の拡張工事完了で供

給能力を拡大させており、順次増産を進めている。(松本 直志) 

マツダ 
（7261） 

東証 1 部 

1,388.5 円 

100 株 

3Q累計決算では円安による効果やコストダウン効果が増益要因として寄与する

ものの、米国市場において特にセダン系を中心としたインセンティブの増加、さ

らに品質関連費用が大きく利益を圧迫している。4Qについては 12月に国内で投

入した CX-8の受注が当初想定より好調に推移していること、生産制約要因の解

消に伴う米国での SUV系車種の拡販、品質関連コストの低減が利益をけん引する

として通期営業利益計画を据え置いている。(多功 毅) 

ドンキホーテ
HD 

（7532） 

東証 1 部 

6,090 円 

100 株 

戦略的にさらに価格訴求を強めているが、想定通りに客数、買い上げ点数の増加

につながっている。また、インバウンド需要も順調に拡大。粗利益率については

悪化しているが、既存店売上高の成長と業務効率化進展による販売管理費率の圧

縮で吸収しており、2Q累計決算は計画を上回る前年同期比 10.8%増収、11.0%営

業増益で着地。通期計画を再増額しているが、下期の既存店売上高を 0.6%増と

実勢より保守的な前提にしており、上ブレ着地が期待される。(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 


