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今週の予定 

 国内 海外 

6/22 

(月) 

ツルハ HD(3391)本決算 

コーセル(6905)本決算 

[オーストリア]米露が核軍縮を巡る高官協議 

[米]5月中古住宅販売件数(23:00) 

23(火) 6月製造業 PMI(9:30) 

スギ HD(7649)1Q決算 

[欧]6月製造業 PMI(17:00) 

[米]5月新築住宅販売件数(23:00) 

24(水) エイチ・アイ・エス(9603)2Q決算 

やまや(9994)本決算 

[独]6月 IFO企業景況感指数(17:00) 

[露]軍事パレード 

25(木) 出前館(2484)3Q決算 

ニトリ HD(9843)1Q 決算 

スカパーJSATHD(9412)本決算 

[米]5月耐久財受注(21:30) 

[米]1－3月期 GDP確定値(21:30) 

[米]大手金融機関のストレステスト結果を発表 

26(金) 上場 3月決算企業の株主総会集中日 [米]5月個人消費支出(21:30) 

27(土) サッカーJ2再開 [ジブチ]独立記念日 

28(日) 競馬・宝塚記念 [仏]統一地方選第二回投票 

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 21,500～23,000円      TOPIX 1,530～1,630 

＊期待材料 IoT、AI、RPA活用による生産性改善 5G時代の到来 新型コロナ対策の進展  

＊不安材料 新型コロナの感染拡大 地政学的リスク スタグフレーション 信用不安の高まり  

新型コロナの感染拡大に対する警戒感と、金融・財政政策の充実、景気底打ちへの期待感が綱引

きとなり、株式市場は変動率の高い展開となっている。先々週の当欄で指摘したように、米 S&P500

は 6月 8日に 21年予想 PERで 20倍となる 3,230付近まで上昇したが、上昇はそこで一服している。

過去 5年で PER20倍に接近したのは 17年末と 19年末の 2度しかないが、相場の過熱感を冷やすた

めか、17年末は 1年程度かけて、19年末は 3ヵ月程度で PERは 14倍台まで低下しており、その過

程で、株価も調整する展開となった。今回も PER20倍の壁を超えられないようなら、米国株は調整

局面入りとなり、日本株も追随する展開が見込まれる。また、これまで株式市場のけん引役の一角

だった半導体に需要一服の兆しがあり、相場の重しになることが警戒される。12 日に開催された

ディスコの業績進捗説明会では、半導体ウエハ切断、研削装置に対する引き合いが足元で勢いに欠

ける状況にあるとの説明があった。新型コロナの影響で最終製品の需要動向が不透明なことや、新

型コロナに備えた在庫確保の一巡、米中貿易摩擦の影響などにより、半導体の需要が減少し、設備

投資が調整局面となることが警戒される。ただし、金融と財政両面における景気支援策は巨額であ

り、株価の下値は限定的になると思われ、当面は一進一退の相場展開を想定する。物色先としては、

家庭内食需要の拡大が期待される食品関連に注目している。新型コロナの影響から、いち早く経済

が回復しつつある中国の 5月小売販売を見ると、飲食店の売上は前年同月比 18.9%減と引き続き大

きく落ち込んでいるものの、食料品の売上は 11.4%増となり、コロナ前よりも成長率の高い状態が

続いている。日本でも、飲食店の需要が早期に回復することはなく家庭内食需要が長期化するもの

と思われる。個別では「R-1」など高付加価値ヨーグルトの販売が好調な明治 HD、アマニ油など高

付加価値食用油の販売拡大が期待される日清オイリオ、日本と中国でルウカレーの販売増が期待さ

れるハウス食品グループなどに注目したい。(6月 18日現在、松本 直志) 
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今週の参考銘柄

ワークマン(7564)  東証 JASDAQ 

 

＊21年 3月期予想は非開示  出所：業績に関する数値は決算短信、決算説明会資料より 

19年 4月 1日に 1株を 2株に分割しており、配当金は遡及修正後数値を掲載 

作業服販売店を、主に郊外エリアでFC形態を中心に展開しており、店舗数は20年5月末時点で869

店。建設業界の活況を受けて、主要顧客である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じる

ため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。こういった新たな客層をさらに開拓

するために、積極的にプライベートブランド(PB)の開発、投入を進めている。 

20年3月期決算は、主要顧客のワーカー向けが、猛暑対策用の空調ファン付き作業服を中心に伸

びたことに加えて、一般顧客向けもPBアイテム数の増加やリピート需要の獲得により好調に推移

し、前年同期比37.8%増収、41.7%営業増益で着地。大きな差別化要因となっているPB商品比率は

前年比7.3ポイント向上し51.4%となった。特に注力する一般顧客向けのPB主要3ブランドの売上高

は前年比152.8%増と好調に推移した。 

21年3月期業績予想は、新型コロナ感染拡大などの影響により合理的な算出が困難なために非開

示としたが、引き続き好調な業績が継続する可能性が高いものと思われる。PBアイテム数の一層

の拡充、好調なワークマンプラス業態への転換、売り場面積や駐車場スペースの拡大を伴う改装、

需要予測発注システム導入店舗の増加による業績貢献は大きいものと思われる。多数の店舗で営

業時間短縮や臨時休業を行ったが、5月の既存店売上高は前年比19.4%増と好調に推移している。 

、 

株価(6/18) 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 66,969 19.4% 92,307 37.8% ― ― 売買単位 株

営業利益 13,526 27.6% 19,170 41.7% ― ― PER(予想) 倍

経常利益 14,755 24.5% 20,666 40.1% ― ― PBR(実績) 倍

純利益 9,809 25.1% 13,369 36.3% ― ― ROE(実績) %

EPS(円) 120.2 163.8 ― 配当利回り(予想) %

配当金(円) 36.5 50.0 ― 担当

100

小売業

　　　19年3月期 　　20年3月期 　　　21年3月期(予) 9,670

多功　毅

―

10.2

18.5

―

株価 6月18日 9,670 円

0
5
10
15

2019/7/13 2019/9/13 2019/11/13 2020/1/13 2020/3/13 2020/5/13 百万

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000
13週移動平均 26週移動平均



 

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。 

3 

ヤマワ・レポート 

 
2020年 6月 22日                                        調査室 

 

決算発表より 
 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(6/18) 
 

コメント 

旭化成 
（3407） 

東証 1部 

881.4円 

前期決算は住宅、クリティカルケア事業が堅調に推移したものの、マテリアルセ

グメントが石化市況の悪化、設備トラブル、合成ゴム需要の減退、新型コロナに

伴う影響もあり前年比 188億円減収、323億円の営業減益。今期業績予想につい

ては非開示。新型コロナの影響としては、マテリアルセグメントでは、自動車、

家電、衣料などの最終需要の減速、住宅事業については展示場来場者数の減少、

ヘルスケアではコロナ以外の通院患者数の減少が見込まれるとする一方、人工呼

吸器、ウイルス除去フィルターの需要拡大が想定されるとしている。(多功 毅) 

クレハ 
（4023） 

東証 1部 

4,915円 

前期決算は、PGAが自社製プラグ拡販により黒字転換し、また家庭用ラップも堅

調に推移したものの、PPSや農薬が低調で売上高は 59億円減少、セグメント別

営業利益合計額は 14億円減益。今期は新型コロナによる影響が不透明であると

し、業績及び配当予想は非開示。PGAは一段とコスト削減を進めて競争力向上を

図ると共に、非 PGA製品もラインナップに揃えて事業拡大を目指す方針。 

(多功 毅) 

ラクスル 
(4384) 

東証 1部 

3,150円 

20年 7月期 3Q決算は前年同期比 12.3%増収となり、1Qの 56.1%増収、2Qの 42.5%

増収から伸び率が鈍化。新型コロナに伴いチラシなどの販促抑制、イベント中止

などがあり、主力の印刷通販事業が 5月にかけて前年同期比 20%程度の減収に落

ち込んだ。しかし、緊急事態宣言が解除された 5 月後半には売上が前年同期比

10%程度のプラスに回復しており、5月が業績のボトムになる見込み。4月から自

社の広告ノウハウを活用してテレビ CM などの企画、制作、分析、調査を行う広

告事業の本格展開を開始しており、今後の業績拡大が期待される。(松本 直志) 

イリソ電子 
（6908） 

東証 1部 

3,620円 

前期決算は自動車の電動化、安全化に関する製品への需要拡大はあったものの、

自動車生産の停滞に加えて、4Qでの新型コロナの発生の影響も受け前年比 7.5%

減収、23.9%営業減益での着地。今期の自動車市場については 1Qをボトムに徐々

に回復が進むと見込むものの、世界の自動車販売台数は前年比約 20%減となる

7,200万台としたうえで、14.2%減収、69.8%営業減益を計画。配当方針としては、

安定配当及び配当性向 30%以上を目指すとしている。(多功 毅) 

マネジメント
ソリューショ

ンズ 
(7033) 

東証 1部 

1,193円 

プロジェクトの実行支援を行う PMOコンサルの需要が好調で、20年 10月期上期

決算は前年同期比 38.6%増収。テレビ CM などの広告費投入とオフィス移転など

により赤字転落となったが、社員からの紹介による採用が増え、採用コストを抑

制出来たことで会社計画は超過達成。4 月、5 月は営業活動が停滞し契約の遅れ

が発生したが、テレワークなど新型コロナに伴う社会の変化に対応するため、PMO

コンサルの需要は引き続き増大することが見込まれる。(松本 直志) 

プロレド・パー
トナーズ 
(7034) 

東証 1部 

4,565円 

前年に採用した人材の戦力化が進み、20 年 10 月期上期決算は前年同期比 32.3%

増収、26.3%営業増益。成果報酬型コストマネジメントコンサルで十分な成果を

出せたことで、売上、利益ともに会社計画通りに推移。新型コロナに伴い新規顧

客の獲得にやや苦戦しているが、WEB会議などの活用によりコンサル業務に支障

は出ていない。新型コロナに伴う不透明な経済情勢のなか、コストマネジメント

コンサルのニーズは旺盛。競合企業が採用を縮小していることで、優秀な人材を

獲得しやすくなっており、積極採用を継続する方針。(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 

 


