
 

本資料のご利用にあたり、お客様にご確認いただきたい事項を、本資料の最終ページに 

記載させていただきました。ご確認の程、宜しくお願い致します。 

1 

ヤマワ・レポート 

 
2019年 10月 15日                                        調査室 

今週の株式相場見通し 

今週の株式相場見通し 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の予定 

 国内 海外 

10/15 

(火) 

「CEATEC 2019」開幕 (～18日) 

10月の地域経済報告 

北朝鮮による拉致被害者 5人の帰国か

ら 17年 

[中]都市商業銀行の預金準備率 0.5%引き下げ

[中]9月消費者物価指数(10:30) 

[独]10 月 ZEW 景況感調査(18:00) 

[米]対中関税第 1～3弾の関税を 30%に引き上げ 

16(水) 9月の訪日外国人数 [米]9月小売売上高(21:30) 

17(木) サービスロボット開発技術展、産業用

ロボット開発技術展、ロボット ITソリ

ューション展、次世代モビリティ開発

技術展(～18日) 

[欧]EU 首脳会議(～18日) 

[欧]欧州理事会(～18日) 

[米]9月住宅着工件数(21:30) 

[米]9月鉱工業生産(22:15) 

18(金) 9月全国消費者物価指数(8:30) 

任天堂「リングフィット アドベンチ

ャー」発売 

日本医学放射線学会秋季臨床大会(～

20日) 

サムコ(6387)株主総会 

[中]9月鉱工業生産(11:00)  

[中]9月小売売上高(11:00)  

[中]7-9月 GDP(11:00) 

[米]IMF 世界銀行年次総会(～20日) 

[米]欧州の航空機補助金に対する 75億ドル相当

に対する報復関税発動 

19(土) G20 保健相会合(～20日) 

日本ヒト細胞学会(～20日) 

[英]EU との間で離脱条件の合意がない場合に離

脱の 3ヵ月延期を申請するとする期限 

20(日) 競馬 菊花賞 [スイス]総選挙 

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 21,000～22,000 円      TOPIX 1,540～1,620 

＊期待材料 財政政策拡大 各国の金融緩和 自動車販売支援策の拡がり 

＊不安材料 米中貿易戦争 ブレグジット 米国政治情勢 アルゼンチン経済 地政学的リスク  

今週は、海外において先行き不透明感を高めるイベントが多い。15 日に当初の予定から延期さ

れていた米国による対中関税の引き上げが実行され、中国側の反応に注目が集まる。また、17 日

からは EU首脳会議が開かれる。英国の EU 離脱案が議論されるが、離脱条件で合意できない場合に

は、英国が 3ヵ月の離脱延期の申請を行う予定である。ただ、ジョンソン英首相が奇策を用いて月

末の合意なき離脱を図る可能性も取りざたされており、予断を許さない。また、10 月 2 日の WTO

による承認を受けて、18 日に米国が欧州に対して報復関税を発動させる。貿易交渉のみならず、

イラン政策、ロシアとの LNG パイプライン計画など、対立項目に事欠かない米欧関係が一段と緊張

感を高める可能性が高い。このような環境下、日本の外交面での特異性が目立っている。米国とは

貿易協定に正式署名。欧州とはインド太平洋地域などでのデジタル・インフラ投資協力に関する文

書への署名などを通じた関係強化が進む。中国とは来春の習近平国家主席の国賓来日や「第 5の政

治文書」作成に向けた関係改善の動きが継続。対露関係でも G7 の中で唯一、緊張状態にない。世

界が固唾を飲んで見守るイランやトルコとも友好関係を維持。中東におけるもう一方の極であるサ

ウジの国営企業サウジアラムコの IPOにおいて、東京証券取引所が有望視されているのも注目され

る事象である。世界の中で日本市場が見直されることに期待したい。今週はリスクイベントの多い

週ではあるが、日本においては CEATEC やロボット関連展示会の開催、任天堂のスイッチ向け新デ

バイスおよびゲームの発売などが予定され、個別株物色が期待される。(10 月 11 日現在、多功 毅) 
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今週の参考銘柄 

東京ドーム(9681)  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 

 

プロ野球の専用球場をつくる目的で、1936年に株式会社後楽園スタヂアムとして創業。1937 年

に後楽園スタヂアムを開場。1955 年に後楽園ゆうえんち、1965年に熱海後楽園ホテル、1988 年に

東京ドーム、2000年に東京ドームホテル、2003 年に LaQuaを開場。19年 1月期のセグメント別業

績では、東京ドームなど東京ドームシティが売上の 77.8%、営業利益の 99.4%を稼ぐ主力事業。主

要施設の売上高比率は 19年 1月期で、東京ドーム(飲食、物販含む)37.7%、東京ドームホテル 15.5%、

LaQua6.8%、東京ドームアトラクションズ 3.8%、熱海後楽園ホテル 2.7%となっている。 

上期決算は前年同期比 8.5%増収、6.3%営業増益。東京ドームでのメジャーリーグの開幕戦やオ

ールスターゲームの開催、コンサートイベントにおける物販が好調に推移し、会社計画を超過達

成、通期計画も上方修正。東京ドームは前年同期比 10.2%増収。東京ドームエリアの飲食、物販売

上は前年同期比 19.6%増と好調に推移。東京ドームホテルは前年同期比 1.2%増収。稼働率は 88.7%

から 88.4%へ低下したが、客室単価が 15,786 円から 16,093 円へ上昇したことが貢献。LaQua は入

館者数やテナント売上が伸び前年同期比 2.7%増収。東京ドームアトラクションズは、利用者数増

やシアターGロッソにおけるイベント開催が寄与し前年同期比 12.6%増収。新館が開業した熱海後

楽園ホテルは前年同期比 50.6%増収となったが、新館は知名度不足を主因に宿泊、日帰りスパとも

に目標に届かず苦戦している。施設に対する利用者の評価は高く、熱海に観光客が戻り始めてい

ることもあり、今後の業績貢献が期待される。 

 

株価(10/10) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 83,686 -4.6% 87,048 4.0% 90,200 3.6% 売買単位 株

営業利益 11,389 -9.5% 11,481 0.8% 12,200 6.3% PER(予想) 倍

経常利益 10,057 -6.6% 10,402 3.4% 11,100 6.7% PBR(実績) 倍

当期純利益 8,116 22.3% 6,962 -14.2% 7,100 2.0% ROE(実績) %

EPS(円) 85.2 73.9 76.9 配当利回り(予想) %

配当金(円) 19.0 16.0 16.0 担当

100

サービス業

　　　18年1月期 　　　19年1月期 　　　20年1月期(予) 1,014
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(10/10) 
 

コメント 

アスクル 
(2678) 

東証 1部 

2,834 円 

20年 5月期 6－8月決算は前年同期比 4.2%増収、黒字転換。個人向けネット通販

の「ロハコ」の改善と、法人向け通販が伸び黒字転換。「ロハコ」は配送料が無

料になる最低注文金額の引き上げで、一箱あたり売上単価が上昇したことや、広

告収入の拡大、オリジナル商品の拡販、配送コストの削減などにより、赤字縮小。

売上拡大に向けてオリジナル商品の投入スピードアップ、化粧品の強化に取り組

む方針。法人向け通販は、耐火金庫、台車などニッチなロングテール商品が伸び

前年同期比 4.2%増収、16.5%営業増益と順調に推移している。(松本 直志) 

ツルハ HD 
（3391） 

東証 1部 

11,880 円 

1Q決算は、人件費を中心としたコスト増加があったものの、既存店売上高が 1.9%

増と堅調に推移したことに加えて、戦略的に強化する PB商材の拡充などによっ

て粗利益率が前年比 0.4ポイント増加したことも貢献し、前年同期比 9.3%増収、

11.8%営業増益。通期については、4.8%増収、4.5%営業増益計画を据え置き。消

費税増税前の駆け込みの動きについては、前回の増税時より目立った動きは無い

としている。(多功 毅) 

ラクスル 
(4384) 

東証 1部 

3,505 円 

19 年 7 月期決算は前年同期比 53.6%増収、54.6%営業増益。印刷通販の伸びに加

えて、ポスティング、折り込み広告、DM チラシなど販促サービスの売上拡大も

貢献し、会社計画比上振れ着地。物流のシェアリングプラットフォームの「ハコ

ベル」は、登録トラック数の拡大や営業チームの強化、運行管理システムの強化

により、前年同期比 202.8%増収。今期計画は売上高と売上総利益の 30%以上の成

長が目標。特に「ハコベル」への投資を強化し成長加速を狙う方針。 

(松本 直志) 

ウチダ 
エスコ 
（4699） 

東証 JASDAQ 

1,933 円 

前期決算は、ウィンドウズ 7のサポート切れに対応したリプレース需要に加え

て、学校の IT教育強化に向けた需要拡大もあり、機器販売及びネットワークサ

ービス事業が好調に推移し 9.4%増収、53.9%営業増益。今期はリプレース需要一

巡も、学校市場向けに大型案件を見込むこともあり 4.4%増収、1.3%営業増益計

画。中計では、働き方改革に応じた RPA需要の拡大、文教市場向けの拡販などを

見込むことで 22年 7月期に売上高 140億円、営業利益 8.3億円を計画。(多功 毅) 

ベストワン 
ドットコム 

(6577) 

東証マザーズ 

2,813 円 

19 年 7 月期決算は前年同期比 36.9%増収、11.5%営業増益。クルーズ市場の継続

的な成長やオンライン予約の普及、ラインナップ・キャンペーン拡充、リピータ

ー施策の実施、WEBマーケティングの強化、使いやすさの改善などでクルーズ旅

行の取扱高が拡大。サイトの利用者数がゴールデンウィークの 5月にかけて急増

しており、クルーズ旅行の予約獲得ペースが順調なことから、今期は前年同期比

27.7%増収、20.5%営業増益計画。日本のクルーズ人口は米国など海外に比べて少

なく、市場の拡大余地はまだ大きいものと思われる。(松本 直志) 

しまむら 
（8227） 

東証 1部 

9,240 円 

前期は季節商品の過剰在庫問題及び値下げロスの拡大が業績を圧迫した反省に

基づき、今期は生産サイクルの短期化を図ることで季節商品の在庫適正化を進め

た結果、粗利益率は改善傾向に。ただ、客数減を主因とした既存店低迷の影響が

大きく 2Q決算は 4.1%減収、0.3%営業増益での着地。前下期が極端に不振であっ

たことから、下期の業績改善を見込むことで通期では 3.1%増収、36.5%営業増益

を計画。(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 1.1990% (ただし約定代金 230,000

円以下の場合は最大 2,750 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 

 


