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今週の予定 

 国内 海外 

7/16 

(火) 

東証 株式等の決済を 3 営業日後から 2

営業日後に 1日短縮(T+2) 

日本国土開発(1887)本決算 

肥後銀行新基幹システム稼働 

新潟県中越沖地震から 12年 

[独]7月 ZEW 景況感調査(18:00) 

[米]6月小売売上高(21:30) 

[米]6月鉱工業生産(22:15)  

[米]フェイスブック仮想通貨計画に関して議

会の公聴会で証言(～17日) 

17(水) 芥川賞・直木賞選考会 

国際モダンホスピタルショウ (～19日) 

通信・放送 Week 2019(～19日) 

日本商工会議所夏季政策懇談会 

[仏]G7 財務大臣・中央銀行総裁会議(～18日) 

[欧]6 月の新車販売 

[米]6月住宅着工件数(21:30)  

[米]ロバート・モラー氏が下院公聴会で証言 

18(木) 6月貿易統計(8:50) 

SoftBank World 2019(～19日) 

経団連夏季フォーラム(～19日) 

[日韓両国]韓国人元微用工訴訟問題で委員選

定を依頼する第三国を指名する期限 

[英]ゴルフ 全英オープン選手権(～21日) 

19(金) 6月全国 CPI(8:30) [露]新体操ジュニア世界選手権(～21日) 

20(土) 東京キャンピングカーショー (～21日) [コロンビア]独立記念日 

21(日) 参議院選挙投開票 [ウクライナ]議会選挙 

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 21,300～21,900 円      TOPIX 1,555～1,595 

＊期待材料 IoT、AI、RPA 活用による生産性改善 5G時代の到来 半導体投資の再開 

＊不安材料 地政学的リスク 貿易摩擦激化 中国経済の成長鈍化  

米国では 4－6月期決算発表が今週から本格化し、16 日はゴールドマン・サックス、JP モルガン、

17 日は IBM、ネットフリックス、18 日はマイクロソフトが決算発表を予定している。米中貿易摩

擦の悪化や自動車、半導体セクターなどの減速、地政学リスクの高まりなどにより、下振れリスク

が警戒される状況にあり、求められるハードルは低く市場予想に対して業績の上振れ達成が相次ぐ

展開も期待される。今週の日本株式相場は、週末の参院選をにらみつつ膠着感の強い展開が見込ま

れるが、先々週の半導体関連に続き、今週は小売など消費関連銘柄の反転の可能性に注目したい。

8日に発表された 6月の景気ウォッチャー調査は、足元の景況感を示す現状判断 DIが 44.0となり、

2016 年 6 月以来の水準へ低下した。10 月の消費税増税を控えて景況感は悪化し続けているが、14

年 4 月に消費税率が 5%から 8%へ増税されたときは、現状判断 DI が 38.4 まで低下した後、7 月に

は 50.3 まで急反転していった経緯がある。消費関連銘柄の株価は大方 14年 3 月に底を打ち、その

後、夏場にかけて反転している。事前に警戒感が強まっていたことから、大方の悪材料は織り込ま

れており、多少の好材料でも反応しやすい地合い形成が進んでいたものと思われる。今回も、景況

感、消費関連銘柄の株価ともに、消費税増税後の大幅景気減速を警戒し軟調な推移となっているが、

来年には東京オリンピックが控えていることもあり、オリンピックに向けて景況感は改善する可能

性が高いものと思われる。3－5月期決算発表ではセブン&アイ HDやニトリ HD など多少なりとも増

益を確保出来た銘柄の株価は、決算発表後、好調な推移になっており、市場から期待されるハード

ルは低い。消費税増税が実施される予定の 10 月に向けて小売りなど消費関連銘柄への物色人気が

高まるものと期待している。(7月 11日現在、松本 直志) 
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ワークマン(7564)  東証 JASDAQ            

 

19年 4月 1日に 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 

作業服販売店を主に郊外エリアにおいて、直営及びFC形態で展開しており、19年3月末で店舗数

は837店。建設業界の活況を受けて、主要ユーザーの建設作業従事者の待遇改善、仕事量増加によ

り需要が拡大している。さらに近年においては、厳しい環境下で使用するユーザーのニーズに応

えるために開発されてきた高機能かつ低価格な商品群が、オートバイのライダーや登山や釣りな

どのアウトドア志向のユーザー層、さらに新業態ワークマンプラスにおいては女性客、ファミリ

ー客などにも評価されており、新たな客層の開拓に成功している。 

19年3月期決算は、主要顧客のワーカー向けには猛暑対策用の空調ファン付き作業服、豪雨を受

けて雨関連商品が好調で、計画を上回る前年同期比19.4%増収、27.6%営業増益で着地。PB商品比

率は前年比7.5ポイント向上し39.7%。特に注力する一般ユーザー向けのPB主要3ブランドについて

は前年比146.6%増と好調に推移した。今期については既存店売上高を7.8%増(上期11.0%増、下期

5.1%増)とし、前年同期比9.6%増収、仕入れ平均為替レート112円(前期108.8円)としたことによる

仕入れ原価高及び改装、出店積極化に伴うコスト増を見込み11.0%営業増益を計画している。 

前期にワークマンプラス業態に改装した3店舗は、改装前対比で売上高は1.5～3倍に上昇。前期

末で265店に導入した需要予測発注システムは、未導入店に対して売上高成長率が3ポイント高ま

るなどの実績が出ており、順次導入店を拡大させる計画。また、今後は法人営業も強化する見込

み。今期に入ってからも、既存店売上高は4月：17.5%増、5月：31.6%増、6月：35.8%増と好調を

持続しており、好業績が期待される。 

、 

株価(7/11) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

営業総収入 56,083 7.7% 66,969 19.4% 73,360 9.6% 売買単位 株

営業利益 10,603 11.0% 13,526 27.6% 15,010 11.0% PER(予想) 倍

税引前利益 11,856 10.4% 14,755 24.5% 16,300 10.5% PBR(実績) 倍

純利益 7,844 9.8% 9,809 25.1% 10,880 11.0% ROE(実績) %

EPS(円) 96.1 120.2 133.4 配当利回り(予想) %

配当金(円) 29.0 36.5 36.5 担当 多功　毅
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(7/11) 
 

コメント 

エスプール 
（2471） 

東証 2部 

2,735 円 

2Q決算は、主力のコールセンター等への派遣事業に加えて、注力する障がい者

雇用支援事業で収益性の高い設備販売が想定以上に好調で計画を上回る前年同

期比 20.8%増収、64.8%営業増益。通期については 15.3%増収、28.1%営業増益を

据え置いているが、積み上げ型ビジネスである障がい者雇用支援事業の純増、新

規開設効果などを踏まえると上ブレ確度は高そう。来期以降も、障がい者雇用支

援事業における拠点開設が業績をけん引する見込み。(多功 毅) 

ハニーズ 
（2792） 

東証 1部 

1,375 円 

中国事業撤退の影響で 5.2%減収。ASEAN への生産シフトを進めることで下がった

原価を品質向上原資としつつ売価を据え置き。客数増もけん引し国内既存店売上

高は、4.4%増と好調に推移。加えて中国事業の赤字縮小もあり前期は 74.0%営業

増益で着地。今期については出店 25、退店 20、既存店売上高を 2.0%増としたう

えで、中国撤退による赤字縮小や国内事業の成長継続により 0.5%増収、10.5%営

業増益を計画。(多功 毅)  

銚子丸 
（3075） 

東証 JASDAQ 

1,129 円 

働き方改革で休業日、営業時間短縮を進めたことで人件費の抑制が進む一方、Ｔ

Ｖ番組で紹介されたことに加えて、WEB 媒体販促、クレジットカード決済の導入

などが奏功し既存店が 2.9%増と好調推移し前年同期比 2.8%増収、61.5%営業増

益。今期は既存店を前年並みとしたうえで、正社員の待遇改善や教育コストの増

加を見込み 3.0%増収、22.3%営業減益計画。セルフオーダーシステム、オートウ

ェイターシステム、皿会計システムを改装店舗から導入予定。(多功 毅) 

クリーク・アン
ド・リバー社 

(4763) 

東証 1部 

1,293 円 

20 年 2 月期 1Q 決算は前年同期比 11.8%増収、1.9%営業増益。人手不足に対応す

るため TV やゲーム、Web 制作会社向け派遣・請負需要が拡大。医師や会計士、

弁護士などの紹介事業も伸び四半期として過去最高の売上、営業利益を更新。新

規事業へ 2.25億円を投資したことで利益の伸びは小幅にとどまったが、建築家、

ファッションデザイナー、シェフ、プロフェッサー紹介などの新規事業が黒字転

換してきている。(松本 直志) 

MSOL 
(7033) 

東証マザーズ 

2,260 円 

 

19年 10月期上期決算は前年同期比 30.0%増収、67.1%営業増益。プロジェクトマ

ネジメントコンサルの需要が増加し、コンサルタントの稼働率は 97%と高稼働。

上場による知名度上昇でコンサルの採用も計画通りに進捗。何らかのプロジェク

トはいつも存在しており、景気減速の影響はあまり受けない。三菱重工や東京ガ

ス、オムロン、CTC、NECなどが主なクライアント。5～10 年の長期に渡り継続的

な取引を行っており、リピート率は 95%超。(松本 直志) 

プロレド・パー
トナーズ 
(7034) 

東証マザーズ 

7,120 円 

19年 10月期上期決算は前年同期比 65.9%増収、58.0%営業増益。経済環境に不透

明感が増していることや、人件費などのコスト上昇に伴い、成果報酬型コストマ

ネジメントコンサルのニーズが好調に推移。上場による信頼度アップで、金融機

関からの紹介案件が増加。人材採用も順調に推移。サービス範囲拡大のため、業

務改善やマーケティング、営業戦略などで成果報酬型コンサルの手法を開発中。

(松本 直志) 
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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 


