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今週の予定 

 国内 海外 

11/11 

(月) 

9月機械受注(8:50) 

10月景気ウォッチャー調査 

10 月 30.31 日の金融政策決定会合の

「主な意見」 

[中]独身者の日 

[シンガポール]フィンテック・フェスティバル・

イノベーション・テクノロジー週間(～15日)  

[米]退役軍人の日 

12 

(火) 

10月マネーストック(8:50) 

10月工作機械受注(15:00) 

日産自動車(7201)2Q 決算(17:00) 

[独]11月 ZEW景況感調査(19:00) 

[ケニア]国連主催「人口・開発国際会議」(～14

日) 

13 

(水) 

東芝(6502)2Q 決算と Next プラン進捗

説明会 

三菱 UFJFG(8306)2Q 決算(16:00) 

三井住友 FG(8316)2Q 決算(17:00) 

[米]ウクライナ疑惑の下院公聴会 

[米]10月消費者物価指数(22:30) 

[米]米トルコ首脳会談 

[ブラジル]BRICS 首脳会議(～14日) 

14 

(木) 

7－9月期 GDP速報値(8:50) 

みずほ FG(8411)2Q 決算(15:00) 

郵政 3社 2Q決算(15:00) 

[中]10月鉱工業生産(11:00)  

[中]10月小売売上高(11:00)  

[米]イスラム国掃討を進める有志連合の外相会合 

15 

(金) 

ビックカメラ(3048)株主総会 

三井化学(4183)経営概況説明会 

七五三詣 

野球明治神宮大会(～20日) 

[中]都市商業銀行の預金準備率を 0.5%引き下げ 

[米]ウクライナ疑惑の下院公聴会 

[米]10月小売売上高(22:30) 

[米]10月鉱工業生産(23:15) 

16 

(土) 

高輪ゲートウェイ駅建設のために山手

線大崎-東京-上野間運休 

[スリランカ]大統領選 

[タイ]ASEAN 拡大国防相会議関連会合(～19 日) 

17 

(日) 

競馬マイルチャンピオンシップ 

野球プレミア 12・決勝 3位決定戦 

[サウジアラビア]サウジアラムコ株の売り出し価

格公表 

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 22,900～23,700円      TOPIX 1,660～1,730 

＊期待材料 米中貿易協議進展 財政政策拡大 各国の金融緩和 

＊不安材料 米国政治情勢 ブレグジット 

3 月期決算企業の 2Q決算の発表が進んでいるが、製造業を中心に下方修正優位の展開となって

いる。日経平均株価の今期予想 EPS は、ソフトバンク G、トヨタなど大型株の決算発表が終わった

7 日時点で 1.690 円程度と、10月 7日との対比で 60 円の減少となっている。世界的な景気減速の

影響を受けて、自動車及びデジタル関連製品や設備投資の回復が遅れていることに加えて、海外新

興株の評価減も大きく影響している。もっとも、今後については、自動車生産については慎重な見

方を示す企業が大半ではあるが、半導体、電子部品などについては、回復感は当初の想定以下とす

るものの前 4Q をボトムとして回復基調に入ったとする企業が多く、AI、IoT 化、5G化などを受け

た需要の立ち上がりが業績面でも確認され始めている。交渉中の米中貿易協議を通じて、発行済み

の追加関税を段階的に撤回する方針で合意したと報じられている。ただ、米中間の相互不信は深刻

であり、また、米国政府内から同合意について厳しい反対論が出ているとも報じられている。交渉

の先行きは不透明であるものの、仮に第 1段階の合意に達するなら、各企業が下方修正後に前提と

した下期のマクロ経済環境に対して好材料となることが見込まれ、業績の底打ち及び、来期に向け

た業績拡大期待を背景に株高が継続するものと思われる。 (11月 7日現在、多功 毅)                                                               
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今週の参考銘柄 

ベイカレント・コンサルティング(6532)  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 

業界を問わず戦略策定から企画・実行支援まで総合的にサービスを提供する、日本発の総合コ

ンサルティングファーム。事業戦略や海外進出、マーケティング戦略、M&A、新規事業立ち上げな

どの戦略分野、IT 技術を活用した業務改善、AI・IoT・RPAの活用、デジタルマーケティング、フ

ィンテックなどデジタル分野、調達コスト削減、業務効率化などオペレーション分野などでコン

サルティングを行っている。 

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み、AI、

IoT、RPA などデジタル分野中心にコンサルティングの需要を取り込んだ。所属社員による紹介・

推薦や SNS の活用など、転職エージェントに頼らない採用を強化したことで採用コストを抑制。

デジタルコンサルティング分野のノウハウ蓄積による高付加価値化も進み売上、利益ともに会社

計画を超過達成。即戦力となる経験者の採用も増え、上期で約 250 名のコンサルタントが入社し

たことで、来期に向けた人員増強も順調に進んだ。 

デジタル分野では、5G を活用した新サービスの企画、キャッシュレス、ポイント還元サービス

の企画、データ活用、画像認識技術を活用した自動運転の研究、コールセンターにおける AIの導

入、PRAを使った業務改革、デジタル変革を推進する人材の育成、ビッグデータ分析による事業戦

略策定人材の育成、データ活用推進組織の立ち上げなど 100 件以上を遂行。デジタル分野のコン

サルティングは景気減速の影響もなく旺盛な需要が来ており、コンサルタントの増員に伴い業績

拡大が続くことが期待される。 

 

株価(11/7) 円

(百万円) 前年比 (百万円) 前年比 (百万円) 前年比 業種

売上収益 20,438 18.9% 24,294 18.9% 28,000 15.3% 売買単位 株

営業利益 4,150 28.8% 4,489 8.2% 5,100 13.6% PER(予想) 倍

税前利益 4,053 30.8% 4,386 8.2% 5,000 14.0% PBR(実績) 倍

当期純利益 2,866 36.7% 3,103 8.3% 3,300 6.3% ROE(実績) %

EPS(円) 188.4 202.7 218.4 配当利回り(予想) %

配当金(円) 40.0 55.0 60.0 担当 松本　直志
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説明会より 

 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(11/7) 
 

コメント 

NEC ネッツ SI 
(1973) 

東証 1部 

3,460 円 

20 年 3 月期上期決算は前年同期比 11.2%増収、66.0%営業増益となり、計画超過

達成。通期計画も上方修正したが、マクロ環境の不透明さや売上前倒し、成長費

用の期ずれを考慮し修正幅は小幅にとどめている。働き方改革など企業の経営強

化・競争力強化に向けた投資やホテル向けネットワーク構築、オフィス設備施工、

メガソーラー施工、保守、運用事業などが拡大。基地局建設など 5G 案件は下期

に期ずれになったが、今後、数年で需要は大きく拡大するものと思われ、業績貢

献が期待される。(松本 直志) 

オービック 
(4684) 

東証 1部 

13,640 円 

20 年 3 月期上期決算は前年同期比 10.8%増収、16.4%営業増益、受注は 16%増。

19 期連続営業増益となり、過去最高益を更新。大企業向けシステム構築やクラ

ウドサービスの売上が拡大。SI 事業が前年同期比 6.5%増収、7.1%営業増益。ク

ラウドなどサービス事業が前年同期比 15.6%増収、26.8%営業増益となった。ク

ラウドへの移行は顧客の 2～3割にとどまっており、開拓余地はまだ大きい。 

 (松本 直志) 

コマツ 
（6301） 

東証 1部 

2,649.5 円 

2Q累計決算は、日米欧での販売は堅調に推移したものの、中国に加えて、東南

アジア、アフリカ、中南米など新興国需要停滞の影響も受け、前年同期比 7.9%

減収、29.1%営業減益での着地。上期の需要が中国、アジアを中心に下回ったこ

とに加えて、下期についても中国や新興国需要が想定を下回る見込みであるこ

と、下期の為替前提をドル 100 円、ユーロ 111円と円高方向に見直したことによ

り、通期業績計画を 9.3%減収、29.9%営業減益に下方修正。 (多功 毅) 

アドテック 
プラズマ 
(6668) 

東証 2部 

1,224 円 

スマートフォンの減産やメモリの生産調整に伴う半導体の設備投資延期により、

19年 8月期決算は前年同期比 28.8%減収、68.8%営業減益。インテル、TSMC 向け

電源装置に動きがあり、9～10月の受注に底打ち感が見られることから、今期は

前年同期比 15.6%増収、24.7%営業増益計画。メモリ向けの需要は依然弱く、需

要回復を計画に織り込んでいないが、サムスンとの関係が深い韓国地場メーカー

に動きがあり、メモリ向け電源装置の需要回復も期待される。(松本 直志) 

日野自動車 
（7205） 

東証 1部 

1,049 円 

2Q累計決算は、想定以上に市場が堅調に推移するうえ新車効果も寄与する国内

での拡販が寄与した一方、海外は北米、中近東は好調に推移したが、当社の主力

市場のインドネシアを中心に総じて需要回復が遅れており、1.2%減収、14.1%営

業減益での着地。通期計画については、需要回復の遅れるインドネシア、軟化の

兆しのある米国販売の見通し引き下げを主因に 4.1%減収、21.6%営業減益に下方

修正。(多功 毅) 

サカイ引越 
（9039） 

東証 1部 

6,420 円 

競合企業の営業自粛に加えて、業界全般で作業者不足が問題となるなか、当社は

堅調な採用と高い知名度を活かして需要の取り込みが順調。また、単価について

も競争環境の緩和を受けて上昇しており、2Q累計決算は計画を上回る 6.6%増収、

8.2%営業増益で着地。通期計画については期初策定の 2.6%増収、3.6%営業増益

計画を据え置いた結果、下期については 1.1%減収、2.6%営業減益計画となって

いるが、足元でも好調な事業環境に特段の変化はないとしている。(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 

 


