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今週の予定 

 国内 海外 

7/8 

(月) 

5月機械受注(8:50) 

6月景気ウォッチャー調査 

[北朝鮮]故金日成主席死去から 25年 

[露]ジョージアへの航空便運航禁止措置 

9(火) 5月毎月勤労統計(8:30) 

6月マネーストック(8:50) 

6月工作機械受注(15:00) 

[米]SEMICON West 2019(～11日) 

[米]ウーバーがニューヨークでヘリコプ

ターを使った移動サービスを開始予定 

10(水) 任天堂(7974)スマートフォン向けアプリ「ド

クターマリオ ワールド」配信開始 

[中]6月消費者物価指数(10:30) 

[米]FOMC議事要旨(6月 18－19日開催分) 

11(木) 安川電機(6506)1Q 決算 

ファーストリテ (9983)3Q 決算 

[タイ]Intercare Asia 2019(～13日) 

[米]6月消費者物価指数(21:30) 

12(金) マイナーSQ 

コスモス薬品(3349)本決算 

パソナグループ(2168)本決算 

[中]6月貿易収支 

[ルクセンブルク]アジアインフラ投資銀

行(AIIB)年次総会(～13日) 

13(土) 認知神経科学会(～14日) [モンテネグロ]国家主権の日 

14(日) 日本経カテーテル心臓弁治療学会(～15日) [仏]建国記念日・パリ祭 

15(月) 海の日 

“PlayStation祭 TOKYO 2019” 

ユニクロ「新海誠作品コレクション UT」発売 

Amazon プライムデー(～16日) 

[中]預金準備率引き下げ 

[中]4－6月 GDP(11:00) 

[中]6月鉱工業生産(11:00)  

[中]6月小売売上高(11:00)  

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 21,200～22,200円      TOPIX 1,550～1,620 

＊期待材料 米・欧・中などの金融緩和 米中貿易協議進展 

＊不安材料 地政学的リスク 米中貿易戦争 英国の EU 離脱問題 

軟化の兆しを見せる米経済指標、米中貿易問題を主因として高まる先行き不透明感、さらにトラ

ンプ米大統領が指名した 2 名の FRB理事候補がハト派寄りと見られる事などを踏まえて、米国での

金融緩和期待が高まっており、NYダウは昨年 10月に付けた史上最高値を 3日に更新した。ところ

で、G20 会合に合わせて開催された米中首脳会談を経て再開が決まった米中貿易協議について、ク

ドロー米国家経済会議委員長は近日中に協議が本格的に始まるとしている。同協議については、短

期決着及び決定的決裂の可能性は低く、貿易協議の長期継続が基本シナリオと思われる。ただし、

従前よりは中国側に貿易協議を進展させる意欲が高まっている可能性はあるものと指摘したい。こ

れまで来年の米大統領選の民主党の最有力候補は、際立った対中融和発言が目立つジョー・バイデ

ン前副大統領と目され、同氏は大統領選の趨勢を左右する激戦州でトランプ氏に対し優位に立つと

されてきた。しかしながら、6月末に行われた民主党候補者によるテレビ討論会の後、同氏は依然

トップながらも支持率を大きく落とし、サンダース、ハリス、ウォーレン各上院議員との差は急速

に縮小している。サンダース、ウォーレン両氏はトランプ政権の対中関税政策を支持しており、ハ

リス氏もまた、過去に中国に対して厳しい発言をしていた。今後、民主党の候補者指名争いではバ

イデン氏との対立軸を明確化させるために、各候補の対中姿勢がより強硬化する可能性もある。こ

のような環境下、突如としてファーウェイに対する制裁緩和を打ち出すようなトランプ大統領との

間で合意を急ぐ動機は、中国側にもあるものと思われる。(7月 4日現在、多功 毅) 
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スター・マイカ HD(2975)  東証 1部            

 

17年 10月に 1株を 2株に分割しており、過去の EPS、配当金は遡及修正後数値を掲載 

出所：業績に関する数値は決算短信、決算説明資料より

中古マンションの賃貸、販売業を運営。賃貸中のファミリー向け中古マンションを 1室単位で

購入し、物件保有中は入居者からの賃貸収入を得て、入居者の退去時はリフォームをして売却し

売却収入を得ている。業容拡大に向けて空室の中古マンションの購入を進めており、19年 11月期

上期では購入物件の 6～7割が賃貸中、3～4割が空室になっている。中古マンションは 18年 11月

末で 562億円保有し、平均購入価格は 1,990.2万円、平均築年数は 27.9年、平均専有面積は 65.8

㎡。販売価格は 2,000万円以上 3,000 万円未満が 38.5%、3,000 万円以上 4,000万円未満が 26.6%、

2,000 万円未満が 18.6%、4,000万円以上が 16.3%になっており、一般的なサラリーマン層が購入

しやすい価格帯が大部分を占めている。地域別残高構成比は東京都が 51.4%、神奈川県 17.2%、大

阪支店(関西地区担当)14.7%、埼玉県 6.1%、千葉県 3.1%。立地や設備を厳選した仕入れを実施し

ていることや不動産市況の好調などにより、中古マンションの含み益は 143 億円に拡大している。 

19年 11月期上期決算は前年同期比 1.1%減収、34.9%経常減益。値上がり益を期待して保有して

きた投資用不動産の売却を進めてきた反動で減益になったが、中古マンション事業が 38.2%増収、

売上総利益が 14.4%増となったことで、売上、利益ともに会社計画を超過。通期計画に対する経常

利益の進捗率は 75.3%と順調に推移。新築マンションの価格上昇に伴い、割安感のある中古マンシ

ョンに対する需要が増加している。首都圏だけでなく地方主要都市での仕入れ体制を強化したこ

とで、中古マンションの保有高は 621億円へ拡大。22年 11月期に中古マンションの保有高を 1,000

億円まで拡大させ、売上 500 億円、営業利益 70億円の達成を目指す方針。 

 

 

株価(7/4) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 23,075 10.0% 30,281 31.2% 33,400 10.3% 売買単位 株

営業利益 3,575 9.7% 3,838 7.4% 2,956 -23.0% PER(予想) 倍

経常利益 2,982 15.5% 3,245 8.8% 2,309 -28.8% PBR(実績) 倍

当期純利益 2,068 23.3% 2,154 4.1% 1,584 -26.5% ROE(実績) %

EPS(円) 114.2 118.5 86.9 配当利回り(予想) %

配当金(円) 29.0 32.0 32.0 担当 松本　直志
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株価 7月4日 1,629 円
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(7/4) 
 

コメント 

住友精化 
（4008） 

東証 1部 

3,430 円 

前期は、おむつ向け高吸水性樹脂(SAP)、化学品、ガス・エンジニアリング共に

増収も、4Qに入ってから SAP が中国において数量が減少したことや、韓国の新

設備稼働による固定費増加が影響し 3.5%増収、6.8%営業減益。中国での SAP在

庫問題の解消は今夏の見込みとしている。今期は SAP の数量、価格両面での悪化

を見込み 3.3%減収、33.9%営業減益を計画。現在取り組む抜本的な生産コスト削

減策は来期以降の業績に大きな寄与が見込まれる。(多功 毅) 

ラクスル 
(4384) 

東証マザーズ 

4,015 円 

100 株 

19 年 7 月期 3Q 決算は前年同期比 59.9%増収、売上総利益は 44.5%増加。印刷通

販は前年同期比 53.9%増収。改元に伴う印刷需要は特になく、TVCM 効果で年間購

入者数が前年同期比 25.4%増、平均注文回数は 6.9%増、平均注文単価は 10.5%増

へ拡大。運送事業は、短期的な利益追求よりも事業拡大を優先したことで赤字が

拡大したものの、売上高は前年同期比 2.9 倍に伸び、成長加速局面入り。注文件

数は前年同期比倍増、注文単価は 38.2%増となり、両事業ともに高成長が継続し

ている。(松本 直志) 

オハラ 
(5218) 

東証 1部 

1,590 円 

ミラーレスカメラ向け光学ガラスや、有機 EL 露光装置向け極低膨張ガラスセラ

ミックスの需要減、生産設備の稼働率低下などにより、19 年 10 月期上期決算は

前年同期比 3.3%減収、28.8%営業減益。高い衝撃耐性と硬度を持ちながら加工が

しやすいガラスセラミックスの「ナノセラム」は、スマートフォン(スマホ)の底

面と側面で厚みが異なる偏肉 3D成型の手法開発に取り組んでおり、19年末から

20年初に発売される 5Gスマホへの搭載を目指している。(松本 直志) 

酒井重工 
（6358） 

東証 1部 

2,757 円 

前期は、前々期にあった国内排ガス規制に伴う特需やアフリカ向けの大口案件の

剥落、新興国市場の減速、国内道路舗装業者の談合問題発覚以降の工事遅延など

の複合要因により前年同期比 16.0%減収、57.9%営業減益。今期は、国内で政府

建設投資予算の増加を受けた市場回復を見込む一方、米国の対中関税引き上げを

受けて大型ローラの生産拠点を高コストの米国に移管させた事に伴う原価高、先

行投資負担の増加を主因に 7.2%増収、1.0%営業減益を計画。(多功 毅) 

インスペック 
(6656) 

東証 2部 

1,222 円 

19年 4月期決算は前年同期比 48.3%増収、黒字転換。スマホやヘッドマウントデ

ィスプレイ、ウェアラブル端末、IoT関係などでフレキシブル基板の活用が増え

ており、効率的に検査ができるロール to ロール型検査装置の売上が前年同期比

2.5倍に拡大。今期もロール toロール型検査装置が伸び前年同期比 10.6%増収と

なるが、品質保証体制の構築や人材育成強化により 5.2%営業減益計画。電装化

が進む自動車でも、ワイヤーハーネスからフレキシブル基板へ需要シフトが進む

見込みで、ロール toロール型検査装置の売上拡大が期待される。(松本 直志) 

ファルテック 
（7215） 

東証 1部 

789 円 

前期決算は、北九州ファルテックの立ち上げコストなどが発生したものの、

SUBARUの新型フォレスター向けなどの新規受注の貢献、欧州事業における原価

低減効果などが寄与することで前年同期比 3.6%増収、17.0%営業増益での着地。

今期については、北米、欧州、中国などにおける自動車市場減速の影響を受ける

ものの、原価低減、生産性向上などの効果を見込むことで 1.9%減収、2.0%営業

増益計画。(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 


