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今週の株式相場見通し 

＊日経平均 27,400～28,800円      TOPIX 1,900～1,970 

＊期待材料 秋の衆院選に向けた経済対策 東京オリンピックでの日本選手大活躍 

＊不安材料 新型コロナデルタ株の感染拡大 各国の量的金融緩和縮小 

先週の株式市場は米国や中国の景気回復ペース鈍化懸念がやや後退し、NYダウが最高値を更新、

中国株も持ち直したものの、日経平均株価の戻りは限定的だった。新型コロナワクチンの普及によ

る急速な米国経済の回復局面は 4-6 月期にも一巡することが懸念されているが、ブルームバーグ集

計によるエコノミスト予想の実質 GDP成長率は 7-9月期が前期比年率 7.1%増、10-12月期が 5.1%増、

22年 1-3月期が 3.5%増と今後も堅調な伸びが見込まれている。米国経済の回復ペース鈍化懸念は杞

憂であり、米国の長期金利低下もやや行き過ぎだと思われ、金利上昇、景気敏感株の持ち直しの展

開が見込まれる。また、中国では景気回復を腰折れさせないため、預金準備率を市場の予想以上に

引き下げ金融緩和姿勢を示しており、中国経済の減速懸念も沈静化することが期待される。7 月 9

日に発表された半導体製造装置、工作機械など向け制御用モータ、ロボット大手の安川電機の 3-5

月期(1Q)決算は、四半期で過去最高の受注を獲得。中国を中心に世界各地でコロナ禍における非接

触ニーズの高まりから自動化需要が好調で、当面需要が失速する兆しはないとの見通しを示し、通

期計画を上方修正した。半導体関連だけでなく FA、ロボット、機械、電子部品などの業界でも足元

の業績は好調に推移しているものと思われ、米中などグローバル経済の回復鈍化懸念から軟調な推

移となった景気敏感株が主導し、日本株は 8 月に向けて持ち直す展開を期待したい。今週は半導体

露光装置大手の蘭 ASML、CPUの米インテルの決算発表が予定されており、ASMLは EUV露光装置の受

注、生産状況に加えて、次世代露光機の開発状況が順調か、インテルは供給能力の拡大のため設備

投資額を増強するかが注目される。国内では 23日から 8月 8日まで東京オリンピックが開催される。

日本選手が大活躍することとなれば、景況感改善の一助になるものと思われ、選手の奮起に期待し

たい。また、大会期間中に新型コロナの感染者数が急増することなく、ワクチンの普及により高齢

者中心に重症者数や死者数の増加が抑えられれば、ワクチンの普及が一段と進む秋に向けて、わら

べや日洋 HDやプロレドパートナーズなど、経済活動の正常化により業績回復期待のある銘柄が物色

される展開を想定する。（7 月 15日現在 松本 直志） 

今週の予定 

 国内 海外 

7/19 

(月) 

首都高の日中の通行料金を 1000 円上乗

せする五輪渋滞対策スタート(～8/9) 

[英]新型コロナ対策の制限措置を大幅に緩和 

[米]ウイルス学会(～23日) 

20(火) 6月消費者物価指数(8:30) [米]6月住宅着工件数(21:30) 

21(水) 6月貿易統計(8:50) 

日本電産(6594)1Q 決算 

[豪]6月小売売上高(10:30) 

[印]休場 

22(木) 海の日 

東京オリンピック大会会期前競技開催 

[欧]ECB理事会 

[米]6月中古住宅販売件数(23:00) 

23(金) スポーツの日 

東京オリンピック開会式 

[欧]7月製造業 PMI(17:00) 

[露]中央銀行政策金利(19:30) 

24(土) 全国高校総合体育大会開幕(～8/24) [ベネズエラ]シモン・ボリバル・デー 

25(日) かき氷の日 [チュニジア]共和国記念日 

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) 
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大手ドラッグストアチェーン。21 年 5 月末時点のエリア別店舗数は九州地区 560 店、中国地区

183店、四国地区 118店、関西地区 171店、中部地区 73店、関東地区 25店の計 1,130店。九州を

地盤に年々出店エリアを西日本エリアへと拡大させており、近年は中部、関東地区でも本格的な

出店を開始。将来的には全国展開を目指している。ドラッグストア業界の中でも食品の売上構成

比が高いのが特徴。食品を多く品揃えすることで来店頻度を引き上げる、小商圏対応型の大型店

舗を展開。特定地域内に集中出店することで実現できる運送や人員配置、広告宣伝の効率化と、1

人が何役もこなす店舗運営などで販売管理費を徹底的に抑制することで低価格を実現させ、出店

地域内のドラッグストアだけではなく、食品スーパーやコンビニ、ディスカウントストアからも

顧客を獲得している。同業他社は規模拡大によるスケールメリットの獲得を目的に M&A を積極的

に行っているが、当社は M&A による店舗網拡大は店舗フォーマットが雑多になり、物流、従業員

教育などを含めて高コスト体質につながるとの考えから否定的で、一貫して新規出店による成長

にこだわっている。 

21 年 5 月期は前年比 6.1%増収、13.9%営業増益で着地。既存店売上高はコロナ関連特需の反動

減があるが、21 年 2 月以降もコロナ禍前の 19 年対比では 5%増程度で推移しており、新規顧客の

リピート化に成功している。今期は、収益認識に関する会計基準の変更要因を除くと 3.2%増収、

0.2%営業増益を計画。例年、期初時点では保守的な計画を出す傾向があり、今期も上振れ着地の

可能性が高いものと思われる。 

この度、調剤事業に本格参入するための必要十分条件が整ったとして、ドラッグストアへの調

剤併設化を本格的に進めることを表明。当社の成長ペースが一段と加速するものと思われる。 

 

今週の参考銘柄 コスモス薬品 (3349)　東証１部
株価 7月15日 17,750 円

20年05月期 21年05月期 22年05月期(予) 株価(7/15) 17,750 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 684,403 12.0% 726,424 6.1% 750,000 - 時価総額 7,100 億円
営業利益 29,094 17.4% 33,147 13.9% 33,200 - PER(予想) 28.10 倍
経常利益 31,562 15.6% 35,835 13.5% 35,900 - PBR(実績) 4.12 倍
当期純利益 21,435 11.7% 27,156 26.7% 25,000 - ROE(実績) 17.17 %

EPS(円) 541.3 685.8 631.33 配当利回り(予想) 0.45 %
配当金(円) 55 70 80 担当

*20年6月1日付で1株につき2株の割合で株式分割しており、20年5月期の配当金は遡及修正しております。 出所：業績に関する数値は決算短信より

小売業

多功　毅
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説明会より 

銘柄 

(コード) 

市場 

株価(7/15) 

コメント 

ウエルシア HD 
（3141） 

東証 1部 

3,410円 

22年 2月期 1Q（3-5月）決算は前年比 7.0%増収、30.8%営業減益。売上高は新規

連結効果や調剤併設店舗の増加が寄与したものの、前年にあったコロナ関連特需

の反動減に加えて、前年に密回避を目的に大幅に削減したチラシを再開したこと

による広告宣伝費の増加が利益を圧迫。1Q は低調に推移したが、PB 強化による

粗利益率の改善、自動発注システムや人員適正配置の進展によるコスト抑制効果

などを見込み、通期は 7.5%増収、3.1%営業増益計画を据え置き。(多功 毅) 

パシフィック
ネット 
（3021） 
東証 2部 

2,980円 

元々は中古 PCや携帯販売が主力だが、現在は法人や官公庁が業務で使用する PC

等の情報機器レンタル、IT 環境の運用保守、使用済の情報機器のデータ消去、

回収などが主力。21年 5月期の決算は、前期比 14.4%増収、85.5%営業増益、71.6%

最終増益。コロナ禍でのマイナス影響や投資拡大などを行ったものの、構造改革

により営業利益は 4 期連続で増益となり、過去最高を更新した。ROE も 22.2%と

高水準。22 年 5 月期の見通しは成長重視で投資先行だが、利益について保守的

な見込みとなっている為、更なる成長による上振れを期待したい。（志田 憲太郎） 

SHIFT 
（3697） 

東証 1部 

19,840円 

主力のソフトウェアテストの需要が拡大し、21年 8月期 3Q 累計決算は前年同期

比 58.7%増収、60.8%営業増益。営業強化による新規顧客の獲得や人材の採用強

化に加えて、より付加価値の高い上流サービスの提供増やクロスセルの加速、顧

客の大型化などで顧客単価が上昇したことが貢献。自社の貴重な IT人材の活用

のため、ソフトウェアのテストは専門業者の当社に任せる動きが進んでおり、今

後も業績拡大が続くものと思われる。(松本 直志) 

WACUL 
（4173） 

東証マザーズ 

2,905円 

データ分析によるデジタルマーケティングソフト「AIアナリスト」が主力商品。

基本機能を無料で開放し、高度な機能は課金する。21 年 2 月に東証マザーズに

上場。22 年 2 月期 1Q（3-5 月）決算は前年同期比 97.7%増収、営業利益は 26.6

倍と売上、営業利益ともに過去最高を更新。コロナ禍で DX 機運が高まり事業が

拡大したほか、DX コンサルティング事業が拡大した。DX への需要は加速してお

り、今回据え置いた通期見通しの上方修正が期待される。（志田 憲太郎） 

クリーク・ 
アンド・ 
リバー社 
(4763) 

東証 1部 

1,631円 

22年 2月期 1Q(3-5月)決算は前年同期比 11.7%増収、17.3%営業増益となり、四

半期で過去最高の業績を達成。主力の TV局向け製作人材派遣事業が堅調に推移

したことに加えて、新型コロナのワクチン接種向け医師紹介や医学生向け研修病

院合同説明会のオンライン開催、ゲーム開発や制作受託、YouTuber、電子書籍作

家のプロデュースなどが好調に推移。プロデュースするプロフェッショナル人材

の領域を拡大させ、今後も安定成長を目指す方針(松本 直志) 

OSG 
（6136） 

東証 1部 

2,082円 

21 年 11 月期 2Q 累計決算は前年比 10.8%増収、17.6%営業増益。半導体不足の影

響が自動車産業で発生しているものの、全般的に製造業の稼働回復が進んでお

り、当社が製造する工作機械の消耗部品の需要が増加。2Q(3-5月)のねじ穴を作

る工具(タップ)の売上高は過去最高を更新している。2Q 累計決算発表を前に業

績を上方修正。通期では 16.9%増収、78.6%営業増益を計画するが、今後の自動

車生産の回復を踏まえると、計画は保守的と思われ、上振れ着地に期待したい。

(多功 毅) 
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いつもあなたのそばで 頼れる金融機関です 
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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 
 


