投資戦略ウィークリー
“国際的にも日本の政策再評価の余地大！”
リサーチ部 笹木 和弘 増渕 透吾
DID:03-3666-2101 (内線 244)
E-mail: kazuhiro.sasaki@phillip.co.jp

フィリップ証券株式会社
2019 年 3 月 4 日号(2019/3/4 作成)

Report type: ウィークリーストラテジー
NYダウ

NYダウ

6,000
5,500

日経平均

24000

2000

ｼﾞｬｶﾙﾀ 総合指数（左軸）
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ST指数（左軸）
FTSEﾌﾞﾙｻﾏﾚｰｼｱKLCIｲﾝﾃﾞｯｸｽ（右軸）
ﾀｲ SET指数（右軸）

6,500

28000
26000

7,000

日経平均株価とNYダウ30種平均

ドル・円

アセアン主要4ヵ国の株価指数

1900
1800
1700

5,000

1600

4,500

22000

1500

4,000

20000

3,500

1400

18000

3,000

1300

16000

2,500
2015/1

日経平均

14000
2015/1

2016/5

2017/1

2017/9

2018/5







2017/1

2017/9

2018/5

2019/1

■主な企業決算 の予定
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■国際的にも日本の政策再評価の余地大！
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日経平均は2/5の20,981円の戻り後、2/8に20,315円まで666
円急落後、一気に切り返したが、3/1の高値21,641円は、上記
下げに対する「倍返し」分上昇の21,647円に僅かに届かない
21,641円に留まり、21,500円近辺の膠着状態だった。世界的
に景気減速懸念が強まる中で中国の強力な資金供給もあり、
米中協議進展への「期待」が売り方の踏上げを誘うことで米国
株の上昇に弾みがついていたが、米トランプ政権が対中関税
引上げを延期する見通しとなり、当面の好材料出尽くしと受け
取られた面もある。「期待で買い、事実で売る」展開と言えよう。
当ウィークリー2/4号でも触れたが、収益環境の厳しい金融
機関を中心とした「決算対策売り」懸念に対しては、任天堂
（7974）が大株主の京都銀行（8369）の意向もあって株式売出
しを発表した。これに対して、市場では京都銀行の政策保有
株式に関するコーポレートガバナンス改革の一環として株主
重視経営への変化として前向きに受け取られた（同行株式の
2/25終値は前日終値比8％上昇）のは、好材料と言える。
日経平均の21,500円近辺での膠着感が強まる中で、日本株
は個別の材料物色に偏る傾向が強まり、重症虚血肢を対象と
した遺伝子治療薬承認のアンジェス（4563）が人気化した。こ
のような動きは単なる幕間つなぎの個別材料・仕手物色として
軽視するべきものではないと考える。再生医療の分野は、安倍
政権「アベノミクス三本の矢」の「三本目」である「成長戦略」と
して、2014年11月改正薬事法（薬機法）施行を皮切りに規制
緩和が行われ、国際的にも再生医療製品の上市への期間が
短縮されたことが評価されている。特に現在、米国では与野党
ともに「ヘルスケア改革」に注力しており、関連企業に逆風が
吹いていることから、海外投資家から見てもヘルスケア分野で
は相対的に日本株のほうが魅力的に映るであろう。
この他にも、昨年12/30発効の TPP11、本年2/1発効の日 EU
経済連携協定（EPA）など、日本の政策は米国には無い独自の
魅力を日本株に及ぼすものとして国際的に見ても評価に値す
る。実際に、TPP 発効の影響でカナダやニュージーランドから
の1月牛肉輸入量は前年同月比で大幅に拡大しており、恩恵
を受ける銘柄の株価への波及効果も期待される。（笹木）
2/25号では、日清製粉グループ本社（2002）、パーク24（4666）、オ
ービックビジネスコンサルタント（4733）、ビーイング（4734）、エイチ・
アイ・エス（9603）、東映（9605）を取り上げた。

※本レポートは当社が取り扱っていない銘柄を含んでいます
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●3 月 4 日（月）
：タカショー、ピジョン、泉州電業、ティーライフ、ダイドーグルー
プホールディングス、セールスフォース･ドットコム
●3 月 5 日（火）
：フジ・コーポレーション、くらコーポレーション、ザッパラス、ア
インホールディングス、ターゲット、コールズ、ロス・ストアーズ、クーパー
●3 月 6 日（水）
：ラクーンホールディングス、ダラー･ツリー、ブラウン・フォーマン
●3 月 7 日（木）
：積水ハウス、アイモバイル、日本ビューホテル、トップカルチャ
ー、不二電機工業、H&R ﾌﾞﾛｯｸ、クローガー、コストコホールセール
●3 月 8 日（金）
：フリービット、ミライアル、日本駐車場開発、カナモト、鳥貴族、
ファースト住建、日東製網、クミアイ化学工業、エイチーム

■主要イベントの予定
●3 月 4 日（月）
・ゴーン被告の弁護人が日本外国特派員協会で会見
・マネタリーベース（2 月）、営業毎旬報告（2 月 28 日現在）
・米建設支出 (12 月)
・ユーロ圏 PPI (1 月)
●3 月 5 日（火）
・日本国土開発が東証 1 部に再上場
・日経日本 PMI サービス業（2 月）、日経日本 PMI コンポジット（2 月）
・中国、全国人民代表大会（全人代）開幕
・英中銀総裁、上院で証言
・米リッチモンド連銀総裁、講演
・ジュネーブ国際自動車ショーのプレスデー（6 日まで、一般公開は 7-17 日まで）
・豪中銀、マレーシア中銀、政策金利発表
・米新築住宅販売件数 (12 月)、米 ISM 非製造業景況指数 (2 月)、米財政収支 (1 月)
・ユーロ圏 総合 PMI (2 月、改定値)、ユーロ圏 サービス業 PMI (2 月、改定値)、ユーロ圏 小
売売上高 (1 月)
・中国 財新サービス業 PMI (2 月)、中国財新コンポジット PMI (2 月)
・韓国 GDP (10-12 月、改定値)、 南ア GDP (10-12 月)
●3 月 6 日（水）
・日銀の原田審議委員、山梨県金融経済懇談会であいさつ、甲府市内で記者会見
・米クリーブランド連銀総裁、討論会に参加
・米ニューヨーク連銀総裁、講演
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）
・OECD 経済見通し
・トルコ中銀、カナダ中銀、政策金利発表
・米 ADP 雇用統計 (2 月)、米貿易収支 (12 月)
・豪 GDP (10-12 月)
●3 月 7 日（木）
・ジャパンインターナショナルボートショー2019（パシフィコ横浜と横浜ベイサイドマリーナで、10
日まで）
・対外・対内証券投資（2 月 24 日-3 月 2 日）
・東京オフィス空室率（2 月）、景気動向指数（1 月）
・ECB、政策金利発表・記者会見
・米新規失業保険申請件数 (3 月 2 日終了週)、米家計純資産 (10‐12 月)、米消費者信用残
高(1 月)
・ユーロ圏 GDP (10-12 月、確定値)
・中国 外貨準備高 (2 月)
●3 月 8 日（ 金）
・家計調査（1 月）、国内総生産（GDP、10-12 月改定値）、国際収支（1 月）、貸出・預金動向 (2
月）、倒産件数（2 月）
・米雇用統計 (2 月)、米住宅着工件数（1 月）
・独製造業受注 (1 月)、中国貿易収支 (2 月)
●3 月 9 日（土）
・中国 CPI (2 月)、中国 PPI(2 月)
●3 月 10 日（日）
・米夏時間開始
・中国経済全体のファイナンス規模、新規融資、マネーサプライ (2 月、15 日までに発表)
（Bloomberg をもとにフィリップ証券作成）
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■ハト派になったパウエル議長
パウエルFRB議長は2/26の議会証言
で、経済は良好だが一部で「相反する
流れやシグナル」が見られると指摘。そ
れを踏まえ、1月のFOMCでは将来の政
策金利について辛抱強いアプローチを
取ることは正当化されると判断したと説
明した。また、この先の政策判断は引き
続きデータ次第となると述べた。
金融当局者の間では、利上げ再開
を巡る意見の相違が顕在化しそうだ。
アマースト・ピアポント・セキュリティーズ
は、低失業率の下でインフレ率が2％近
辺で推移するなら再開すべきとするクリ
ーブランド連銀総裁に代表される陣営
と、インフレ率が自分達の予想を上回る
必要があるとするNY連銀総裁に代表さ
れる陣営に大別。今後はボードメンバ
ーの動向が注目されよう。（増渕）
■TPP 発効国からの牛肉輸入急増
財務省が2/27に発表した1月の品目
別の貿易統計では、TPP発効国からの
牛肉輸入が大幅に拡大。オーストラリ
ア、カナダ、ニュージーランド、メキシコ
の4ヵ国からの輸入数量が、それぞれ前
年同月比40.4％増、同5.3倍、同3.0倍、
同43.7％増となった。12/30にTPP11が
発効し、牛肉の輸入関税が38.5％から
27.5％に下がったことが背景。TPPから
離脱した米国も同21.3％増と伸びたが
シェアは数量ベースで6ppt低下した。
TPP11や日欧EPAの発効による関税
引き下げにより、食品などでの輸入コス
ト低下が期待される。個人消費の伸び
悩みや原材料費の高騰を背景に食品
株や外食株は低迷が目立つが、関税
低下による利益率向上が確認されれば
評価が変わる可能性もあろう。（増渕）
■医薬品の条件付き早期承認制度
2019/10/20より医薬品の条件付き早
期承認制度の運用が開始されている
が、アンジェス（4563）のように当制度に
よって条件及び期限付製造販売が承
認される事例が出てきている。当制度
が適用された医薬品はP3（臨床第3相）
試験を行わなくても済むため短期間で
申請にこぎ着けられ、優先審査により承
認までの期間を短縮できる。
生命に重大な影響がある疾患に対し
て有用性の高い医薬品の早期実用化
に繋がると期待されるが、企業の投資コ
スト回収期間も短縮されることで投資採
算が向上し、より多くの投資資金を国内
外から引き寄せる効果を期待できる。政
府の成長戦略および日本株にとって
も、再生医療関連企業の重要性は今後
高まっていくものと考えられる。（笹木）

【FRB は辛抱強いアプローチ～利上げ再開では意見の割れるボードメンバー】
FOMCとFRBの利上げ確率予想（2019/2/26時点）
現状のFF金利誘導目標 ： 2 . 2 5 - 2 . 5 0 （ ％）
FOMC会合の日時
2019年3月20日
2019年5月1日
2019年6月19日
2019年7月31日
2019年9月18日
2019年10月30日
2019年12月11日
2020年1月29日

利上げ確率
1.7%
1.6%
1.5%
1.5%
1.4%
1.4%
1.3%
1.1%

利下げ確率
1.0%
2.0%
8.4%
9.6%
14.5%
15.7%
23.2%
33.8%

1.50-1.75
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.1%
0.4%

1.75-2.00%
0.0%
0.0%
0.1%
0.2%
0.7%
0.9%
2.2%
4.8%

2.00-2.25%
0.0%
2.0%
8.3%
9.3%
13.7%
14.8%
20.9%
28.6%

2.25-2.5%
98.3%
96.3%
90.1%
88.9%
84.1%
82.9%
75.6%
65.1%

2.50-2.75
1.7%
1.6%
1.5%
1.5%
1.4%
1.4%
1.3%
1.1%

（出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成）

ニューヨーク連銀
ジョン・ウィリアムズ総裁
（FRB副議長）

クリーブランド連銀
ロレッタ・メスター総裁

「経済が私の想定通りなら、政
策金利を現状より少し高くすべ
きかもしれない」 （2/19）
「経済全体はかなり健全だ（景
気後退期入りは見込んでいな
い）」（2/13）

「中長期のインフレ期待の指標が低
下するという憂慮すべき兆候が、こ
こ数年に幾つか見られるようになっ
た」 （2/22）
「経済状況が悪くなれば、（資産規模
の縮小ペースも含め）私は政策見通
しを必要に応じ 調整する」（2/18）

（出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成、写真はBloombergより引用）

【1 月は TPP 発効国からの牛肉輸入が急増～輸入費用低下で利益率改善か】
輸入元国別の1月の牛肉輸入実績（生鮮・冷蔵肉、冷凍肉の合計）
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（出所：財務省のデータをもとにフィリップ証券作成）

牛肉の関税水準とセーフガード発動時の税率
■最終税率は9％。
■16年目までの長期の関税削減期間。
■関税削減期間中は、輸入急増に対するセーフガードがある。
※16年目以降のセーフガード発動時の税率
・毎年1%ずつ削減（セーフガードが発動されれば、次の年は削
減しない）。
・4年間発動がなければ終了。
【注】日豪EPAの税率の方が低い場合には、TPP各国に上記税
率ではなく日豪EPAによる税率が適用される。
（出所：農林水産省の資料をもとにフィリップ証券作成）

【医薬品の条件付き早期承認制度～審査期間短縮で投資採算改善へ】
アンジェス株式会社が重症虚血肢を対象とし
たHGF遺伝子治療薬について、厚生労働省に
て審議され、条件及び期限付製造販売承認が
了承された件についてのまとめ（今後、正式に
承認を得られれば国内初の遺伝子治療用製品
となる。）
今回の条件及び期限付き承認では5年以内を
期限に
① 重症化した慢性動脈性動脈閉塞症に関す
る十分な知識・治療経験を持つ医師のもと
で、創傷管理を複数診療科で連携して実
施している施設で本品を使用すること。
② 条件及び期限付承認後に改めて行う本品
の製造販売承認申請までの期間中は、本
品を使用する症例全例を対象として製造
販売後承認条件評価を行うこと。
が承認の条件となっている。
また、今回の申請は、安静時疼痛及び潰瘍
の改善を目的としていたが、潰瘍の改善が効
能、効果又は性能として条件期限付で承認が
了承された。安静時疼痛の改善については、今
後臨床試験等を実施していくことを予定してい
る。
出所：厚生労働省平成29年11月15日第3回医薬品医療機器制度部会 資料2
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（出所：アンジェス社プレスリリースを
元にフィリップ証券作成）
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4,450円（3/1終値）

ビーイング（4734）

906円（3/1終値）

エイチ・アイ・エス（9603）

4,380円（3/1終値）

・1980年にインターナショナルツアーズとして創業。旅行事業、ホテル事業、運輸事業などを行うほ
か、傘下にハウステンボスグループ、九州産交グループを持つ。「変なホテル」は、世界で初めてロ
ボットがスタッフとして働いたホテルとしてギネスが認定。世界71ヵ国、305都市に556拠点を展開。
・2/28発表の2019/10期1Q（2018/11-2019/1）は、売上高が前年同期比13.8％増の1,872.76億円、
営業利益が同46.7％増の59.81億円、純利益が同80.9％増の23.56億円。売上高、営業利益は過
去最高。日本人出国者数の伸びや訪日客数回復などで旅行事業が好調。新規連結会社も寄与。
・通期計画は、売上高が前期比7.9％増の7,860億円、営業利益が同10.6％増の200億円、純利益
が同0.6％減の110億円。2/28には子会社のハウステンボスおよびハウステンボス・技術センターが
東証への上場準備を開始したと発表。知名度や従業員のモチベーションの向上が狙い。（増渕）

エイチ・アイ・エス（9603）52週株価・日足

18/3

オービックビジネスコンサルタント（4733）

・1984年設立。業務用パッケージソフトウェアの企画・開発、それに伴うコンサルティングサービス及
びネットワーク関連サービスを提供。土木工事積算システムの建設業向けアプリケーションなどの
建設関連事業および設備業者向け CAD ソフトウエアの設備関連事業から構成される。
・2/7発表の2019/3期3Q（4-12月）は、売上高が前年同期比21.2％増の42.60億円、営業利益が同
7.5倍の4.55億円、純利益が同6.8倍の4.76億円。セグメント利益は建設関連事業が10月に投入し
た新製品の効果で同4.1倍。設備関連事業はコスト削減で同▲0.1億円から1.15億円に改善した。
・通期計画は、売上高が前期比14.2％増の580億円、営業利益が同81.7％増の5.8億円、当期利
益が同3.9倍の4億円。政府が推進する「国土強靭化」では老朽化した橋梁やトンネルなどの整備
が見込まれ、同社の土木積算システムに対しての堅調な需要が続くことが期待される。（笹木）

ビーイング（4734）52週株価・日足

400

2,658円（3/1終値）

・1980年に設立したソフトウェアメーカー。企業で必要な基幹業務システムの開発・販売を行う。ま
た、基幹システムの範囲を超える業務を補う業務サービスも多数提供している。「奉行シリーズ」と
「業務サービス」を展開。日経コンピュータ顧客満足度調査のERPパッケージ部門で4年連続1位。
・1/29発表の2019/3期3Q（4‐12月）は、売上高が前年同期比25.0％増の212.44億円、営業利益が
同43.7％増の94.00億円、純利益が同43.5％増の78.85億円。消費税改正や軽減税率など制度改
正を活用したビジネス施策が寄与。10月には新たに販売管理システム「商奉行クラウド」をリリース。
・2/22に通期計画を上方修正。売上高を前期比25.5％増の295億円（従来計画275億円）、営業利
益を同38.6％増の135億円（115億円）、当期利益を同27.8％増の103.60億円（92.30億円）とした。
「奉行 VERP」など中堅企業向けネットワーク対応製品や保守契約に係る売上高が伸びた。（増渕）

円 ｵｰﾋﾞｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（4733）52週株価・日足
5,300

2,800

パーク24（4666）

・1971年創業。駐車場の運営・管理、自動車の貸付・売買などを行う。土地所有者から遊休地等を
賃借するサブリース契約や管理受託契約、自社保有により時間貸・月極の駐車場サービスを提供
する。また、全国のレンタカー店舗でレンタカーサービスやカーシェアリングサービスも提供する。
・2/28発表の2019/10期1Q（2018/11-2019/1）は、売上高が前年同期比9.0％増の790.62億円、営
業利益が同9.6％増の54.93億円、純利益が同13.1％増の36.78億円。法人会員用の売掛決済カ
ードの拡大や利用促進に注力。クレジットカード決済サービス「Times Pay」の拡充にも取り組んだ。
・通期計画は、売上高が前期比7.2％増の3,200億円、営業利益が同0.3％増の226億円、当期利
益が同7.6％減の128億円。本社移転やブランド変更など特殊要因により減益見通し。1月にカーシ
ェアリングとレンタカーを組み合わせた新サービス「タイムズカー」のトライアルを開始した。（増渕）

パーク２４（4666）52週株価・日足

2,200

2,408円（3/1終値）

・1900年設立。2001/7に全事業を分社し持株会社化。小麦粉の製造・販売を主な事業とし、加工
食品、中食・惣菜、酵母・バイオ、ペットフード、健康食品、エンジニアリング、メッシュクロスなどの
事業を加えた企業グループ。傘下には日清製粉、日清フーズ、オリエンタル酵母工業などがある。
・1/30発表の2019/3期3Q（4-12月）は、売上高が前年同期比6.7％増の4,294.72億円、営業利益が
同3.7％増の226.81億円、純利益が同0.2％増の181.17億円。国内製粉事業での小麦粉価格改定
やエンジニアリング事業での大型工事進捗により増益。全社を挙げたコストダウン施策も寄与した。
・通期計画は、売上高が前期比4.6％増の5,650億円、営業利益が同1.1％増の275億円、当期利
益が同3.1％増の220億円。2/27、豪州の製粉会社Allied Pinnacleの買収を発表。同社は豪州の小
麦粉市場でシェアトップ。小麦主産国の豪州での事業展開は、原料調達力強化にも寄与。（増渕）

円 日清製粉グループ本社（2002）52週株価・日足
2,600

1,900

日清製粉グループ本社（2002）

東映（9605）

14,530円（3/1終値）

・1949年設立。映画・ビデオ・テレビ・コンテンツの4事業から成る映像関連事業、直営劇場やシネ
コンの経営を行う興行関連事業、キャラクターショーや東映太秦映画村などの運営を行う催事関連
事業、観光不動産事業、建設内装事業、その他事業から構成される。
・2/13発表の2019/3期3Q（4‐12月）は、売上高が前年同期比8.3％増の999.15億円、営業利益が
同27.0％増の172.53億円、純利益が同7.4％減の83.07億円。国内外で「ドラゴンボール」シリーズ
のゲーム化権販売が好調の映像関連事業は、売上高が同12.2％増、営業利益が同18.4％増。
・通期計画は、売上高が前期比2.0％減の1,218億円、営業利益が同1.5％減の172億円、当期利
益が同17.8％減の88億円。同社が版権を持つ人気アニメ・キャラクターの世界的拡がりで、北米や
中国で映像配信権販売が好調。同社のIP資産価値に着目すればPBR水準は割安と見る。（笹木）
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金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第127号

Member of PhillipCapital Group

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

【留意事項】
○ 上場有価証券等のお取引の手数料は、国内株式の場合は約定代金に対して上限1.242％（消費税込）（ただし、最
低手数料2,160円（消費税込）、外国取引の場合は円換算後の現地約定代金（円換算後の現地約定代金とは、現地に
おける約定代金を当社が定める適用為替レートにより円に換算した金額をいいます。）の最大1.08％（消費税込）（ただ
し、対面販売の場合、3,240円に満たない場合は3,240円、コールセンターの場合、1,944円に満たない場合は1,944円）と
なります。
○ 上場有価証券等は、株式相場、金利水準等の変動による市場リスク、発行者等の業務や財産の状況等に変化が
生じた場合の信用リスク、外国証券である場合には為替変動リスク等により損失が生じるおそれがあります。また新株
予約権等が付された金融商品については、これらの権利を行使できる期間の制限等があります。
○ 国内金融商品取引所もしくは店頭市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない 外
国 株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。
○ 金融商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や
目論見書又はお客様向け資料をよくお読みください。
【免責事項】
● この資料は、フィリップ証券株式会社（以下、「フィリップ証券」といいます。）が作成したものです。
● 実際の投資にあたっては、お客様ご自身の責任と判断においてお願いいたします。
● この資料に記載する情報は、フィリップ証券の内部で作成したか、フィリップ証券が正確且つ信頼しうると判断した情
報源から入手しておりますが、その正確性又は完全性を保証したものではありません。当該情報は作成時点のもので
あり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。この資料に記載する内容は将来の運用成
果等を保証もしくは示唆するものではありません。
● この資料を入手された方は、フィリップ証券の事前の同意なく、全体または一部を複製したり、他に配布したりしない
ようお願いいたします。
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