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今週の予定 

 国内 海外 

10/21 

(月) 

9月貿易統計(8:50) 

エンプラス(6961)2Q 決算(15:00) 

[中]9月新築住宅価格(10:30) 

[独]9月生産者物価指数(15:00) 

22(火) 即位礼正殿の儀 [米]9月中古住宅販売件数(23:00) 

23(水) 日本高純度化学(4973)2Q 決算(15:00) 

日本電産(6594)2Q 決算(15:15) 

[米]ボーイング 3Q 決算 

[米]マイクロソフト 1Q決算 

24(木) 10月日本製造業 PMI(9:30) 

MonotaRO(3064)3Q 決算(15:00) 

ディスコ(6146)2Q 決算(16:00) 

中外薬(4519)3Q決算(17:00) 

[欧]10 月ユーロ圏製造業 PMI(17:00) 

[米]9月耐久財受注(21:30) 

[米]9月新築住宅販売件数(23:00) 

[欧]ECB定例理事会 

25(金) サカイ引越センター (9039)2Q 決算

(14:00) 

[独]10 月 IFO 企業景況感指数(17:00) 

[米]インテル 3Q決算 

26(土) ラグビーW杯準決勝 第 1試合 [独]ドイツ社会民主党党首選の結果発表 

27(日) ラグビーW杯準決勝 第 2試合 [欧]各国が冬時間入り 

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 22,000～22,800円      TOPIX 1,600～1,670 

＊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 米中対立の激化 中国経済の成長鈍化 製造業の景況悪化 

10 月 10日、11日の米中貿易協議において第 1段階の合意が成立し、米国が対中制裁関税の引き

上げを見送ったことや、ブレグジット問題の進展期待、米国企業の業績期待が高まり、先週の日経

平均株価は年初来高値を更新する展開となった。12 月に向けて米中間で第 2段階の協議が行われ、

12 月 15日に予定されているスマートフォンなどを含む中国製品への追加関税が、実施されるかど

うかが決まるものと見られる。来年の米大統領選に向けて、トランプ大統領としては景気減速、株

価低迷は避けたいと思われ、米中関係の一段の悪化は当面回避されることが見込まれる。米中関係

改善に対する市場の楽観ムードも根強く、スマートフォンなどへの関税引き上げが回避されるとの

期待感から、日本株は 12 月に向けて一段高の展開になることが期待される。また、FRB は 15日か

ら、短期国債を月 600 億ドルのペースで買い入れる保有資産の拡大策を開始。バランスシートを拡

大させる点で従来の量的金融緩和と同等の施策であり、実質的な量的金融緩和の再開と言える。さ

らに、10 月 29 日、30 日の FOMC では、足元の米国の景気減速傾向に対応するため追加利下げが実

施されると見られ、景気・株価支援を強力に推し進める姿勢が鮮明になっている。日銀についても、

10 月 30日、31日の金融政策決定会合において、追加緩和が実施されるとの見方が強まっている。

また、景気後退入りが懸念されるドイツでは、巨額の財政政策が打たれるとの観測があり、主要国

において景気下支えと株価押し上げのための景気対策が強力に推し進められる状況にある。ただ、

米中関係の改善は単なる休戦に過ぎず、中国に対する追加関税が全て撤廃されるようなことになら

なければ、中国で製造業の投資が回復し活況を呈するような展開は期待しにくい。中国を中心とし

た世界的な製造業の業況停滞は、2020 年に向けて継続していくことが見込まれ、株価は実体経済

の低調さを反映しない水準へと上昇しつつある点には注意したい。(10 月 17日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄 

ウエルシア HD(3141)  東証 1部            

          

          出所：業績に関する数値は決算短信、説明会資料より

イオン子会社のドラッグストア、調剤薬局チェーンで、関東を中心に東北から近畿圏に店舗を

展開している。同業に対する M&Aに積極的で、イオンが資本参加するツルハ HD と並び売上高規模

は業界トップクラスにある。20 年 2 月期 2Q 累計決算における商品毎の売上高構成比は医薬品：

20.3%、調剤：17.6%、化粧品：17.8%、家庭用雑貨：14.4%、食品：22.2%、その他：7.7%であり、

売上総利益率構成比は医薬品：26.5%、調剤：22.3%、化粧品：19.7%、家庭用雑貨：12.9%、食品：

14.9%、その他：3.8%となっている。 

20 年 2 月期 2Q 累計決算は、前年比 10.3%増収、22.4%営業増益での着地となった。既存店売上

高が計画を上回る推移となったことに加えて、課題の人件費も、パート採用の本部コントロール

強化や勤怠管理システムの導入などが顕著に効果を上げている。また、これまで買収した企業群

も、ウエルシアのノウハウ導入によって順調に業績改善が進んでいる。 

2Q 累計決算は会社公表計画を大きく上回る着地となった一方で、通期業績計画を据え置いた結

果、下期の業績計画については期初予想の 9.3%増収、18.4%営業増益に対して、7.9%増収、4.3%

営業増益へと計算上は下方修正されている。課題であったコストコントロールにおいて顕著な改

善効果がみられること、消費税増税後の消費者の生活防衛意識の向上も、日用品の低価格販売を

全面に出す当社のようなドラッグストア業態に対する影響は限定的であると思われ、通期業績予

想の増額修正が期待される。 

 

株価(10/17) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上高 695,268 11.6% 779,148 12.1% 850,000 9.1% 売買単位 株

営業利益 28,826 19.7% 29,045 0.8% 33,000 13.6% PER(予想) 倍

経常利益 30,923 20.2% 31,500 1.9% 35,600 13.0% PBR(実績) 倍

純利益 17,166 18.8% 17,423 1.5% 20,000 14.8% ROE(実績) %

EPS(円) 165.0 167.3 191.8 配当利回り(予想) %

配当金(円) 37 42 46 担当 多功　毅
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株価 10月17日 6,270 円
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(10/17) 
 

コメント 

あみやき亭 
（2753） 

東証 1部 

3,435 円 

2Q累計決算は、既存店売上高が 3.1%減と苦戦したことに加えて、国産牛相場の

高止まりや人件費上昇の影響もあり、前年同期比 1.2%増収、20.7%営業減益での

着地。昨年 7月に導入した自動発注システムは、伝票レスなどを通じて残業代削

減などには成果を上げているが、繁忙時の欠品などがあり、発注精度には改善の

余地がある。今後はデータの蓄積を進めることで発注精度を向上させ、機会ロス

の低減を通じた既存店売上高の反転を目指す計画。(多功 毅) 

トレジャー・ 
ファクトリー 

（3093） 

東証 1部 

1,198 円 

衣料品、服飾雑貨、ホビーなどがけん引し、既存店売上高が 3.4%増と好調に推

移。2Q累計決算では、高単価品の販売が伸びたことによる粗利益率改善効果に

加えて、既存店増収に伴う販売管理費率の低下も寄与し、前年同期比 9.1%増収、

55.6%営業増益。2Q累計営業利益は 1Q時の上方修正後計画を上回る着地となっ

たが、10月の消費税増税後の影響が不透明であることもあり、期初に公表した

11.3%増収、0.4%営業増益計画を据え置き。(多功 毅) 

ベルシステム
24 

（6183） 

東証 1部 

1,743 円 

2Q累計決算は、放送・出版・情報サービス、金融を中心に好調に推移。資本、

業務提携関係にある伊藤忠や凸版印刷からの紹介案件などもあり、既存顧客向け

案件の継続に加えて、新規顧客の開拓も順調に進展している。さらに、スポット

案件も寄与し 4.9%増収、10.0%営業増益。通期計画に対する進捗率が順調に推移

していることもあり、前期に計上した医療関連事業の再編に伴う減損損失の剥落

を見込む 6.5%増収、34.0%営業増益計画を据え置いている。(多功 毅) 

エヌピーシー 
(6255) 

東証マザーズ 

336 円 

19年 8月期決算は前年同期比 6.7%増収、35.6%営業増益。米国が中国からの太陽

光パネル輸入に高関税をかけていることで、米国のファーストソーラー向けに、

太陽電池製造装置の売上が増加。受注も前年同期比 33.6%増と好調。中国メーカ

ーとの取引はなく、米中貿易摩擦は事業に追い風。米国では太陽光発電の導入が

進んでおり、需要は活況。豊富な受注残があることから、今期は前年同期比 19.7%

増収、18.4%営業増益計画。(松本 直志) 

ハイデイ日高 
（7611） 

東証 1部 

2,103 円 

2Q累計決算は、働き方改革に伴い残業時間、残業代が削減されることによる「ち

ょい飲み」需要の減退、人手不足を背景とした一部店舗での営業時間削減などか

ら既存店売上高が計画を下回る推移となっており、前年同期比売上高横ばい、営

業利益は 11.0%減での着地。10月より餃子を創業来 3回目、8年ぶりとなる全面

刷新。通期については餃子刷新による増収効果などに期待して 3.9%増収、1.5%

営業増益計画を据え置き。(多功 毅) 

吉野家 HD 
（9861） 

東証 1部 

2,620 円 

2Q累計決算は、牛丼の超特盛や小盛、ライザップサラダなどの新メニューが貢

献した吉野家、価格改定効果が寄与したはなまる、京樽などの既存店が堅調に推

移したことで、計画比大幅上振れとなる 6.7%増収、大幅営業増益で着地。通期

については、消費税増税影響、米中貿易摩擦、地政学的リスクなどの影響が不透

明とのことで 2.8%増収、855%営業増益とする従来計画を据え置いているが、今

後の業績上方修正が期待される。(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 1.1990% (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 

 


