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今週の株式相場見通し 

＊日経平均 26,100～27,500 円      TOPIX 1,860～1,950 

＊期待材料 各種商品市況の軟化 日本及び中国の景気対策 米・サウジ関係の改善と原油増産 

＊不安材料 世界経済の減速 日本及び中国の新型コロナ感染拡大 各国の金融引き締め継続 

【消費者物価指数高進、商品市況は下落】注目を集めていた米国の 6 月消費者物価指数は前年

同月比 9.1%増と、市場予想の 8.8%増に対して上振れとなり、5 月実績の 8.6%増からさらに加

速していることが確認された。これを受けて、市場は 7 月の FOMC では 0.75%の大幅利上げの

継続に加えて、1.0%の利上げを予想する声まで出始めた。ただ、変動の激しい食品とエネルギ

ーを除いたコア消費者物価指数は 5.9%増となり、高い水準ではあるものの 3 月をピークに 3

ヵ月連続低下していた点も見逃せない。原油、ガソリン、銅、アルミ、原料炭、鉄鉱石、小麦、

大豆、コーン、メモリー半導体の DRAMなど、広範な商品、製品市況は 6 月以降に下落色を強

めており、タイムラグを経て今後の消費者物価指数にも反映が進むものと思われる。商品、製

品市況の下落は世界経済の減速を反映している可能性があり、企業業績への影響は懸念される

が、一方で、ハイペースな金利引き上げは早晩、終了する可能性も出てきている。世界経済の

減速と金融引き締めが併存する環境では、EPS と PER 両指標の低下が懸念されるが、金融引

き締めペース減速の可能性が高まれば PER の低下リスクは低減する。 

【好業績銘柄を中心とした物色を想定】世界経済の減速懸念がある一方、上海の経済活動再開

及び中国や日本などでの経済対策期待に加えて、金融引き締めの加速が懸念されるなか、足下

では各種商品市況が軟化しており、マクロ環境の不透明を背景に、引き続き株式市場全体とし

ては方向感に乏しい展開が継続するものと思われる。このような環境下、今週から日本では決

算発表が本格化する。製造業の 4-6 月期決算に関しては原材料高、中国のロックダウンの悪影

響を受けた一方、円安効果、価格転嫁、コンテナ船需給の緩和による好影響を受けていること

が想定される。これら要因を踏まえて、増益を確保した企業、上方修正を発表する企業などを

中心とした個別株物色の強い展開になるものと思われる。（7 月 14 日現在、多功 毅） 

今週の予定 

 国内 海外 

7/19

（火） 

決算：ブロンコビリー（3091） 

サッカー東アジアE-1選手権（～27日） 

［欧］6 月消費者物価指数（18:00） 

［米］6 月住宅着工件数（21:30） 

20（水） 日銀金融政策決定会合（～21 日） 

決算：日本電産（6594）など 

日本がん免疫学会（～22 日） 

日商夏季政策懇談会 

［英］6 月消費者物価指数（15:00） 

［加］6 月消費者物価指数（21:30） 

［欧］7 月消費者信頼感速報値（23:00） 

［米］6 月中古住宅販売件数（23:00） 

21（木） 日銀展望レポート 

経団連夏季フォーラム（～22 日） 

決算：中外製薬（4519）、ディスコ

（6146）など 

［トルコ］中央銀行、政策金利（20:00） 

［露］ノルドストリーム 1 の定期検査の期限と

する日 

［欧］ECB 理事会 

22（金） 6 月全国消費者物価指数（8:30） 

7 月製造業 PMI 速報値（9:30） 

決算：東京製鉄（5423）など 

［欧］7 月製造業 PMI 速報値（17:00） 

［欧］7 月サービス部門 PMI 速報値（17:00） 

［露］中央銀行、政策金利（19:30） 

23（土） 土用の丑の日 ［エジプト］革命記念日 

24（日） 四日市公害訴訟の判決から 50 年 ［仏］自動車 F1 第 12 戦・フランス GP 決勝 

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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【映像作成を一気通貫で提供】映像作品の企画・作成から、配信などエンドユーザに届くまで

の工程を一気通貫して提供。顧客は映画興行・配給会社、テレビ局、広告代理店など。21年3月

期の連結売上高比率は、撮影、中継、編集、CG作成、字幕・吹替え、人材派遣などの映像制作

サービスが51.7%、劇場映画・ドラマ・アニメ・ミュージックビデオ、テレビCMや野外のデジ

タルサイネージなど映像コンテンツの企画・制作の映像コンテンツ事業が26.6%、産業用映像機

器に関し設計から導入まで提供する映像システム事業が21.7%。当社はテレビ局の大型番組の発

注などが1-3月に集中する為、売上・利益が4Q（1-3月）に偏重する傾向がある。 

【のれん償却前営業利益が上場来最高を更新】22年3月期通期決算は前年同期比7.5%減収の802

億円、営業損益は34億円の黒字転換（前期は11億円の赤字）、21％最終減益の27億円。5月12日

に上方修正した計画水準の着地となった。全体では前期に子会社を売却した影響で196億円の減

収要因があるが、子会社売却と会計基準の影響を除くと全セグメントで増収となり、のれん償

却前の営業利益は51億円と上場来最高を更新。コロナ禍の影響を受け赤字となっていた営業利

益も黒字転換した。最終利益は、前年に子会社売却益約49億円を計上した反動で減益。 

【成長事業と回復事業】23年3月期通期計画は前期比9.7%増収、5.3%営業増益計画。海外拠点

の拡張、自社ITシステム「pHelix」へ追加投資など成長投資（35億円）を実行することによる償

却費負担などもあり売上の成長に対して営業利益の伸びは鈍くなっている。デジタルとリアル

を融合したハイブリッドライブ、高精細ライブビューイング、映像体験型テーマパーク、メタ

バース（仮想空間）などを強化していく。メタバースはNTTドコモと協業。コロナ禍で成長した

ライブ配信や動画配信事業者向けサービスに加え、劇場の再開、ハイブリッドイベントの増加

も追い風となる。また動画配信サービスは全世界に拡大しており、字幕を付ける、吹替えをす

るなどのローカライズに対する需要は今後も増加する見込み。 

 

 

 

 

今週の参考銘柄 ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ (6879)　東証ﾌﾟﾗｲﾑ

株価 7月14日 798 円

21年3月期 22年3月期 23年3月期(予) 株価(7/14) 798 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 86,727 -7.8% 80,184 -7.5% 88,000 9.7% 時価総額 357 億円
営業利益 -1,084 - 3,417 - 3,600 5.3% PER(予想) 16.80 倍
経常利益 -1,343 - 3,934 - 3,300 -16.1% PBR(実績) 1.13 倍
当期純利益 3,454 420.2% 2,729 -21.0% 2,100 -23.0% ROE(実績) 9.31 %

EPS(円) 77.89 61.49 47.3 配当利回り(予想) 1.87 %
配当金(円) 0 15 15 担当

出所：業績に関する数値は決算短信より

情報・通信業

志田　憲太郎
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説明会より 

銘柄 

（コード） 

市場 

株価（7/14） 

コメント 

ディップ 
（2379） 

東証プライム 

3,590 円 

アルバイトの求人サイト「バイトルドットコム」、派遣社員を中心とした「は

たらこねっと」などを運営。中堅中小企業向け DX サービス提供にも注力。23

年 2 月期 1Q（3-5 月）決算は前年同期比 33.8%増収、70.1%営業増益。バイト

の時給アップを CMで展開したことにより、アルバイト求人アプリダウンロー

ド数で No.1 を獲得。月額課金対象社数は前年同期比 90％増となり、四半期ご

とに成長しているほか、ARPU（1 ユーザーあたり売上）も増加、ARPU と月

額課金対象社数を増加させ高い成長を継続していく。（志田 憲太郎） 

エスプール 
（2471） 

東証プライム 

996 円 

コールセンター業務への派遣と、農園向けの障がい者雇用支援が主力。今期は

売上で 10 期連続、営業利益で 7 期連続の過去最高更新を目指している。22 年

11 月期 2Q 累計（12-5 月）の決算は前年同期比 17.4%増収、32.1%営業増益。

障がい者雇用支援が前期比 34％成長。新規事業では、自治体向けのスマートカ

ウンター、オンライン窓口の開設が増加、環境経営支援は、気候関連財務情報

開示支援などが今期受注目標を 2Q（3-5 月）までで達成した。（志田 憲太郎） 

ウエルシア HD 
（3141） 

東証プライム 

2,944 円 

23 年 2 月期 1Q（3-5 月）決算は、前年同期比 7.6%増収、5.9%営業増益。調

剤が計画線で推移する一方、物販が新型コロナ特需の反動の長期化により既存

店売上高の回復が鈍く、計画比では売上高で 1.7%、営業利益で 6.5%の下振れ

着地。ただ、自動発注システムの精度向上、ワークマネジメントシステム稼働

によって前期後半から課題の人件費率の抑制が進みだしている点は評価され

る。通期は 8.2%増収、9.3%営業増益計画を据え置き。（多功 毅） 

コスモス薬品 
（3349） 

東証プライム 

14,130 円 

22 年 5 月期通期決算は、収益認識基準の適用前である前期決算に対して 4.0%

増収、10.1%営業減益。競合ふるい落としのためのディスカウント戦略の強化、

新規出店数の計画比上振れに伴う先行コスト増加などで計画比下振れ着地。今

期は、過去最高出店となった前期並みの 120 出店、調剤併設新規 20 店程度、

既存店売上高 0.4%増を前提に 7.7%増収、0.7%営業増益を計画。例年、期初段

階では利益横ばい程度の計画で発表する傾向がある。（多功 毅） 

SHIFT  
（3697） 

東証プライム 

17,020 円 

22 年 8 月期 3Q 累計（9-5 月）決算は前年同期比 42.9%増収、99.7%営業増益。

積極採用による人員増に伴い稼働率が低下しエンジニア単価は悪化したが、新

規顧客開拓の進展によるソフトウェアテストの売上増や、コンサルティング、

開発など上流工程に入り込むことによる既存顧客の深耕、買収した子会社の収

益性改善などが奏功し大幅増収増益を達成。4Q（6-8 月）は稼働率改善、顧客

単価引き上げなどによりエンジニア単価の回復を目指す方針。（松本 直志）  

クリーク・アン
ド・リバー社 

（4763） 

東証プライム 

2,107 円 

23 年 2 月期 1Q（3-5 月）決算は前年同期比 7.3%増収、37.1%営業増益となり、

売上、利益ともに過去最高の業績を達成。TV・映像制作やゲーム、電子書籍、

YouTube、ウェブなどの分野において制作受託や版権管理などの売上拡大が継

続し、医師紹介事業も好調に推移した。電子書籍作家を発掘・育成する「漫画

LABO」でヒット作が続々誕生したことで利益率が上昇しており、上期計画に

対する営業利益の進捗率は 67.5%と順調に推移している。（松本 直志） 
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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 
 


