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今週の予定 

 国内 海外 

10/28 

(月) 

ファナック(6954)2Q 決算(15:00) 

レーザーテク(6920)1Q決算(16:00) 

[中]第 19期中央委員会第 4回総会(～31日)  

[エジプト]世界無線通信会議(～11 月 22日) 

29(火) HOYA(7741)2Q 決算(13:00) 

日立ハイテク(8036)2Q決算(15:00) 

野村 HD(8604)2Q決算(15:00) 

NTT ドコモ(9437)2Q 決算(15:00) 

[サウジアラビア]未来投資イニシアチブ(～31日) 

[米]8月S&PコアロジックCS住宅価格指数(22:00) 

[米]10月消費者信頼感指数(23:00) 

[米]FOMC(～30日) 

30(水) 日銀金融政策決定会合(～31日) 

ソニー(6758)2Q決算(15:00) 

[米]10月 ADP雇用統計(21:15) 

[米]7－9月期 GDP 速報値(21:30) 

31(木) 9月鉱工業生産(8:50) 

デンソー(6902)2Q 決算(11:00) 

TDK(6762)2Q 決算(15:00) 

村田製作所(6981)2Q 決算(15:00) 

東京エレク(8035)2Q 決算(15:30) 

キーエンス(6861)2Q 決算(16:00) 

[中]10月製造業 PMI(10:00) 

[中]10月非製造業 PMI(10:00) 

[タイ]ASEAN 関連首脳会議(～11/4) 

[印]カシミール州を連邦政府の直轄地化 

[欧]英国の EU離脱期限(延期の可能性が高い) 

[米]9月 PCE コア(21:30) 

11/1 

(金) 

9月失業率(8:30) 

日本トルコ合同経済委員会 

日韓の議員連盟合同総会 

伊藤忠商事(8001)2Q 決算(13:00) 

NTT データ(9613)2Q 決算(15:00) 

[中]10月財新製造業 PMI(10:45) 

[タイ]第 3回 RCEP サミット 

[米]10月自動車販売 

[米]10月雇用統計(21:30) 

[米]10月 ISM製造業景況指数(23:00) 

2(土) ラグビーW杯 決勝 [タイ]ASEAN ビジネス投資サミット(～3日) 

3(日) 文化の日 [米]夏時間終了 

4(月) 振替休日(文化の日) [米]製造業新規受注(24:00) 

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 22,200～23,300円      TOPIX 1,600～1,680 

＊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 イラン核合意からの再後退 ブレグジット  米国政治情勢 アルゼンチン経済  

米中貿易摩擦が一時休戦の様相を呈していること、英国の EU 離脱問題の先送り、トルコ・シリ

ア情勢やイラン・サウジ間に緊張緩和の動きがみられることなどを踏まえて、株式市場では不安感

が後退している。その中、今週から 3月期決算企業の 2Q 決算の発表が本格化する。事前に想定さ

れたことではあるが、決算発表に先行して下方修正を発表する企業が多いものの、株価への影響は

限定的となっている。ここまでの下方修正については、2Qの業績水準が 1Qに対して顕著な回復感

こそ示していないものの、一段の落ち込みもなく、過度なネガティブサプライズへの懸念後退につ

ながっている。17日に日本経済新聞の記事の中で村田製作所の社長は、電子部品の世界需要は「落

ち込みは底を打ちつつある」としている。また、日本電産は、車載電動化関連の受注が想定以上に

好調で、景気後退の影響を受けた産業関連も底は打ったとしている。一方で、アメリカでも進む決

算発表においては、テキサス・インスツルメンツが主要製品の大半で需要が悪化し、特に自動車と

通信分野が弱かったとし、ザイリンクスは中国の通信機器向けが減退したとしている。マクロ経済

の減速以上に、米中貿易摩擦を受けて、中国系企業が米国製製品の調達を避けている可能性もあり、

日系電子部品企業のシェア上昇につながる事に期待したい。(10月 24日現在、多功 毅)                                                              
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今週の参考銘柄 

イオンモール(8905)  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 

 

1989 年から大規模ショッピングセンターの開発・運営事業を開始。1992 年 11 月に青森県の津

軽で初店舗となるイオンモールつがる柏店をオープン。2008年には中国、2014 年にベトナム、カ

ンボジア、2015年にインドネシアへ進出し、20年 2 月期上期時点で国内 83 モール、中国 20 モー

ル、ベトナム 4モール、カンボジア、インドネシアで各 2モールを運営。 

上期決算は前年同期比 4.2%増収、18.3%営業増益。国内モールは計画未達となったが、中国、ア

セアンのモールの伸びが貢献し、売上、利益ともに会社計画を超過し過去最高を更新。中国は既

存モールの専門店売上が前年同期比 10.5%増となり、1.8 億円の営業赤字から 30 億円の黒字へ大

きく転換。中国は経済成長率は鈍化しているものの、継続的な成長が見込める内陸地域に出店し

ていることや、日本で培った運営ノウハウ、リニューアル効果などで既存モールの専門店売上が

拡大している。ベトナムでは既存モールの売上が前年同期比 11.9%増となり、アセアン全体で営業

利益が 2.6倍に拡大しており、先行投資段階を経て海外事業が業績けん引役になりつつある。 

日本の既存モールの売上高は、天候不順と日曜日が 1 日少なかったことで、夏物商材を扱う衣

料と服装品が苦戦し 7 月が前年同月比 2.6%減となったが、シネマや雑貨、食品、大型専門店など

が伸び、上期の既存モールは 2.5%増収と堅調に推移。アミューズメント施設やレジャー施設、イ

ベント開催などで高い集客力があり、ショッピングセンター業界他社や百貨店、チェーンストア

に対して優位に競争を進めている。 

 

株価(10/24) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

営業収益 288,111 6.8% 312,976 8.6% 326,000 4.2% 売買単位 株

営業利益 49,211 9.5% 52,987 7.7% 62,000 17.0% PER(予想) 倍

経常利益 49,022 5.6% 52,206 6.5% 54,000 3.4% PBR(実績) 倍

当期純利益 30,542 7.1% 33,538 9.8% 33,700 0.5% ROE(実績) %

EPS(円) 134.3 147.5 148.2 配当利回り(予想) %

配当金(円) 35.0 38.0 40.0 担当 松本　直志
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説明会より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(10/24) 
売買単位 

コメント 

ディップ 
(2379) 

東証 1部 

2,839 円 

20 年 2 月期 7－9 月決算は前年同期比 9.4%増収、14.7%営業増益。バイトルは職

場紹介動画や仕事体験、職場環境バロメーター、応募バロメーターの掲載が好評

で前年同期比 9.4%増収。広告宣伝費の効率化で利益率も上昇した。競合の anが

事業を終了することに伴い、an の顧客へ営業を開始。バイトルに掲載がない顧

客が多く、売上の上乗せが期待される。RPA 事業は人材派遣会社の定型業務で 10

社に導入済み。契約締結予定が 100 社あり順調に推移している。(松本 直志) 

ほぼ日 
(3560) 

東証 JASDAQ 

5,070 円 

19年 8月期決算は前年同期比 8.5%増収、13.8%営業増益。売上、利益ともに会社

計画上振れ。ほぼ日手帳は前年同期比 3.3%増収、アパレル、書籍、食品などほ

ぼ日商品が 18.7%増収。スタイリストの伊藤まさこ氏と一緒に商品を企画、販売

する衣食住の新ブランド「weekdays」が好調だった。今期は前年同期比 9.8%増

収、9.4%営業増益計画。ほぼ日手帳は前年同期比 5.2%増収、ほぼ日商品は 20.9%

増収見込み。ほぼ日手帳は 9 月に天猫国際に出店し、本格的に販売を開始。11

月に渋谷パルコへ 2店出店。「weekdays」も拡大見込み。(松本 直志) 

ロゼッタ 
(6182) 

東証マザーズ 

3,740 円 

20年 2月期上期決算は、機械翻訳事業がけん引し前年同期比 49.8%増収、営業利

益は 3.7倍に拡大。機械翻訳は大口向けの受注の伸びが良好なため、営業方針を

大口にシフト。大塚商会、オリックスなど大手販売代理店と契約し、大型受注を

狙う方針で、今後半年くらいで代理店効果が出てくる見込み。人間を超える 99%

の精度の機械翻訳製品を 20 年初旬にリリース予定。精度 95%の従来品から性能

が大幅に向上している模様で、業績貢献が期待される。(松本 直志) 

マルマエ 
(6264) 

東証 1部 

1,090 円 

19 年 8 月期決算は前年同期比 12.4%減収、59.9%営業減益、受注は 20.4%減少。

半導体分野は市場停滞で前年同期比 6.7%減収、FPD 分野は有機 EL 投資が停滞し

38.1%減収となった。ただ、半導体分野はロジック向けが高水準で、メモリにも

設備投資計画が出始めており、新規顧客開拓と受注品種拡充で業界内シェアも拡

大中。FPD 分野でも中国で中小型有機 EL 設備投資の再開が見込まれており、今

期は前年同期比 21.9%増収、31.2%営業増益計画。(松本 直志) 

ローツェ 
(6323) 

東証 1部 

3,650 円 

 

20 年 2 月期上期決算は前年同期比 10.0%増収、72.0%営業増益。半導体関連でウ

エハ搬送装置の販売が好調に推移したことや、ベトナム新工場の順次稼働で生産

効率が改善し、利益計画を超過達成。半導体関連は大手メモリメーカーや台湾

TSMC向けの伸びが貢献し、2Q の四半期売上が 1Qに続いて過去最高を更新。TSMC

向けは新規設備投資が増加しており、当初計画を上回る見込み。FPDは大型投資

がなく、当初計画を下振れする見込みだが、来期以降はサムスンが次世代パネル

に総額約 1.2兆円の投資を始めるため、受注拡大が期待される。(松本 直志) 

ベイカレント 
(6532) 

東証 1部 

5,630 円 

20 年 2 月期上期決算は前年同期比 31.5%増収、90.6%営業増益。コンサルタント

数増加と戦力化が進んだことや、AI、IoT、RPA などデジタル関連コンサルの需

要を取り込み大幅増収増益、会社計画も超過達成。採用状況は厳しいが、リファ

ラル採用や SNSの活用などで採用コストを抑制。デジタル関連コンサルのノウハ

ウ、ナレッジ蓄積による高付加価値化も進展。経験者など約 250名のコンサルタ

ントを採用できており、来期に向けた人員増強も順調。(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 1.1990% (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 

 


