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フィリップ証券株式会社

   2019 年 7 月 1 日号(2019/6/28 作成） 

Report type: ウィークリーストラテジー 

■主な企業決算 の予定
●7月1日（月）：ダイセキ、ダイセキ環境ソリューション、象印マホービン、日本フイルコン

●7月2日（火）：ライトオン

●7月3日（水）：ニトリホールディングス、サムティ、三光合成、マルカキカイ、TSIホールディングス、ア

スクル 

●7月4日（木）：トーセ、エービーシー・マート、セブン&アイ・ホールディングス、北恵、クスリのアオキ

ホールディングス、宝印刷、わらべや日洋ホールディングス、クリーク・アンド・リバー社、キユーピー、大

阪有機化学工業、不二越、キユーソー流通システム、乃村工藝社、マニー、イオンモール、ユナイテッ

ドスーパーマーケットホールディングス 

●7月5日（金）：トーセイ、ミタチ産業、キャリアリンク、薬王堂、ネクステージ、ウエルシアホールディン
グス、オンワードホールディングス、サンエー、イオンファンタジー、アークス、ミニストップ、フェリシモ、

日本BS放送、サーラコーポレーション、ジーフット、ファーストブラザーズ、ベルク、イオン、ワキタ、ヤマト

インターナショナル

■主要イベントの予定
●7月1日（月）

・企業短期経済観測調査（短観、6 月調査）

・路線価（2019 年分）、自動車販売台数（6月）、消費動向調査（6月）

・OPEC総会、共同閣僚監視委員会（JMMC）会合（ともにウィーン）

・夏季ダボス会議（中国・大連、3 日まで）

・香港市場は香港返還記念日の祝日で休場、民主派デモの計画

・米 ISM 製造業総合景況指数（6月）、米建設支出（5 月）

・米クラリダ FRB 副議長、講演（フィンランド・ヘルシンキ）

・ユーロ圏製造業 PMI（6 月）、ユーロ圏失業率（5月）、独失業率（6月）

・中国財新製造業 PMI（6 月）

●7月2日（火）

・マネタリーベース（6月）

・米ニューヨーク連銀総裁講演（チューリッヒ）、米クリーブランド連銀総裁講演（ロンドン）

・米、対中関税に関する公聴会後の意見公募期間終了

・米自動車販売（6月） 

・ユーロ圏PPI（5月）

●7月3日（水）

・布野日銀審議委員が広島市で講演（金融経済懇談会に出席）

・マークイット日本PMIコンポジット（6月）、マークイット日本PMIサービス業（6月） 

・米独立記念日の前日で米株式・債券市場は短縮取引

・米ADP雇用統計（6月）、米新規失業保険申請件数（6月29日終了週）

・米製造業受注（5月）、米耐久財受注（5月 改定値）、米貿易収支（5月）、

・米ISM非製造業総合景況指数（6月） 

・ユーロ圏総合PMI（6月）、ユーロ 圏サービス業PMI（6月）

・中国財新サービス業PMI（6月）、中国財新コ ンポジットPMI（6月）

●7月4日（木）

・参院選公示

・米独立記念日の祝日で米株式・債券市場は休場

・ユーロ圏小売売上高（5月）

●7月5日（金）

・フィードフォース、東証マザーズに新規上場

・家計調査（5月）、景気動向指数（5月）

・米雇用統計（6月） 

・独製造業受注（5月） 

●7月7日（日）

・ギリシャ総選挙

・中国外貨準備高（6月） 

（Bloombergをもとにフィリップ証券作成） 

■企業統治改革が鍵を握る日本株相場
 6/24週の日本株相場は、G20大阪サミットを前に様子見が強

まり、6/26まで東証1部の売買代金が2兆円未満の薄商いが続

いた。当ウィークリーでも以前より日経平均21,000円が中長期

的観点からも重要な節目と言及していたが、「閑散に売りなし」

の格言どおり、6/26に21,035円まで下げた後に反発に転じた。

 2018年の海外投資家による日本株売越し額が5.6兆円に達

し、リーマンショックの2008年を上回り、1987年以来の高水準

だったことを今一度思い起こしたい。外国人投資家の売越しは

2019/1-3も加速し、3ヵ月間で2.3兆円に達した。日銀のETF買

いや企業の自社株買いなどの買い主体にも支えられた需給

面、および加重平均ベースのPERが11倍台、同PBRが1.1倍以

下のファンダメンタルズ面の下支え要因があるとはいえ、大規

模な海外投資家の売りを吸収して日経平均が21,000円近辺に

あることは、日本株の底堅さを示すものとして評価したい。

 しかし、割安で下値が底堅いことが必ずしも株価上昇に繋が

るわけではない。日本株の上昇トレンドへの転換の鍵の一つと

しては、コーポレートガバナンス改革、特に「親子上場」を取り

挙げたい。親子上場については、親会社と子会社株主との利

益相反リスクのほかに、新規公開に伴う利得を親子で二重に

得ることが問題視されており、親会社株主から見れば株主資

本が過大になり、ROE（株主資本当期利益率）の引き下げ要因

になりやすい。また、子会社の稼いだ利益の一部が少数株主

持ち分利益として外部に流出することも問題視されている。

 上場子会社数上位3社の直近通期決算での ROE を見ると、

イオン（8267）が2.1％、LIZAP グループ（2928）が▲54.9%、

GMO インターネット（9449）が▲43.1％であり、株主から見れ

ば ROE の向上が望まれる。折しも、6/18に野村ホールディン

グス（8604）が野村総合研究所（4307）の株式を TOB に応じて

売却し、保有比率を引き下げた上で自社株買いを行うことを発

表した。グループ会社の経営独立性を高めた上で ROE を高

める狙いがあるものと考えられる。野村総合研究所の株主から

見ても、TOB を通じた自社株買いによって EPS が高まり、ROE

などの資本効率上昇も見込まれる。親子上場問題への対応と

して、今後同様の動きが出て来ることが期待されよう。（笹木）

 7/1号では、 京セラ（6971）、松田産業（7456）、壱番屋（7630）、

パルコ（8251）、イオンフィナンシャルサービス（8570）、上組

（9364）を取り上げた。
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日経平均株価指数（日足4本値、6ヵ月）円

※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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■金先物が5年9ヵ月ぶりの高値 
 イランの革命防衛隊がホルムズ海峡

近くで米軍のドローンを撃ち落としたと

報じられた6/20、CMX金先物は前日比

3.57％上昇し、5年9ヵ月ぶりの高値を

付けた。中東情勢の悪化を受け「有事

の金」が買われる格好となり、翌6/21に

は1,400ドル/オンスの大台を突破した。 

金はインカム・ゲインが生じないこと

から、金利低下局面で買われやすい資

産である。FRBをはじめ主要中銀は金融

緩和に転換していることから、もう一段

の上昇の可能性もあろう。ただ、金地金

や金連動型ETFは株式に比べボラティリ

ティーが小さい分、魅力的な水準のリタ

ーンは期待しづらい。一方、貴金属リサ

イクルを手掛ける松田産業（7456）など

関連銘柄は金価格上昇に対し、ビビッ

トに反応する可能性もあろう。（増渕） 

■2019 年上場の米国 IPO 銘柄 
2019年に米国市場に新規上場した

銘柄のうち、公開価格での時価総額が

10億USD以上の銘柄を見てみると、公

開価格から6/25までの騰落率がプラス

の銘柄のほうが多く、IT・バイオテクノロ

ジーから食品まで業種も多様である。 

最近の米国IPO銘柄の中にはサブス

クリプション継続課金モデルによる予測

可能な将来キャッシュフロー（CF）を武

器に積極的な先行投資型の財務戦略

を取るSaaS企業の躍進が目立つ。金利

低下のマクロ環境は成長重視の先行投

資に注力する新興企業にとって資金調

達面で借入コスト低下の追い風となりや

すい。ただし、「現金燃焼率」などCFの

動向には注意したい。日本株のIPO銘

柄でもSansan（4443）は米国型SaaS

企業に類似しており、要注目。（笹木） 

■フェイスブックの暗号資産（Libra） 
6/18、フェイスブックが「Libra」と呼ぶ

暗号資産のサービスを2020年に開始

することを発表し、ホワイトペーパーを

公表した。投機的な値動きになることを

避けるための「リザーブ」など、ビットコイ

ンよりも優れた特性を持っている。しか

も、ブロックチェーンによる暗号資産の

仕組みで成り立つことから、銀行預金シ

ステムの上に作られる「電子マネー」とも

異なり、金融システムの枠外の独自の

通貨圏を形成し得る。中央銀行による

金融政策への脅威となり得る面もあり、

規制の要否などの議論を呼びそうだ。 

日本株投資の観点では、今後の金

融ビジネスを担う主役が、既存の金融

機関からITテクノロジーに長けたプラット

フォーム企業に交替する予兆として見

ていく必要があるかも知れない。（笹木） 

【中東情勢の悪化で金先物が大幅上昇～関連銘柄は上昇のチャンスも！？】 

 

 
【2019 年上場の米国 IPO 銘柄～金利低下は新興企業にとって追い風】 

 

【フェイスブックの挑戦～「グローバルな通貨と金融インフラ」を目指す】 
■Ｌｉｂｒａホワイトペーパー概略 
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金（ゴールド）関連銘柄のパフォーマンス（1年、日足）

（※）2018/6/27を100として指数化
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金地金価格、金ETFと株価指数のパフォーマンス比較（5年、日足）

（※）2014/6/27を100として指数化

世界の金の需要量

（トン） 2017 2018

YoY
（%）

総需要 4,198.8 4,398.7 4.8

宝飾 2,236.9 2,241.8 0.2

工業用 332.6 334.8 0.7

投資用 1,252.3 1,165.3 -7.0 

延べ棒・コイン 1,046.0 1,096.0 4.8

ETFなど 206.3 69.3 -66.4 

中央銀行およびその他機関 377.0 656.9 74.2
（出所:  World Gold Councilをもとにフィリップ証券作成）

順位 銘柄名 業種 取引所
公開
価格

(USD）

6/25
終値

(USD）

公開価格
ベース時価
総額（百万

USD）

上場
初日

公開価格から
6/25終値まで

騰落率

1 ビヨンド・ミート 加工食品 NASDAQ 25 150.60 1,494 5/2 502.4%
2 Zoom Video Communications Inc インフラ・ソフトウエア NASDAQ 36 85.03 9,349 4/18 136.2%
3 Pagerduty Inc 通信機器 NYSE 24 47.52 1,799 4/11 98.0%
4 Crowdstrike Holdings Inc インフラ・ソフトウエア NASDAQ 34 61.52 6,687 6/12 80.9%
5 Tradeweb Markets Inc 機関投資家向け証券仲介 NASDAQ 27 41.09 6,101 4/4 52.2%
6 Chewy Inc Eコマース・・一般消費財 NYSE 22 31.80 1,023 6/14 44.6%
7 Grocery Outlet Holding Corp 食品卸売業 NASDAQ 22 30.69 1,885 6/20 39.5%
8 Gossamer Bio Inc バイオテクノロジー NASDAQ 16 22.12 1,054 2/8 38.3%
9 ピンタレスト インターネットメディア NYSE 19 26.14 10,058 4/18 37.6%
10 Parsons Corp ITサービス NYSE 27 36.75 2,685 5/8 36.1%
11 アバンター 生命科学設備 NYSE 14 18.70 8,349 5/17 33.6%
12 リーバイ・ストラウス 衣料･履物･装身具ﾃデザイン NYSE 17 20.75 6,554 3/21 22.1%
13 Rattler Midstream LP 石油･ガス・・パイプライン NASDAQ 17.5 19.29 2,652 5/23 10.2%
14 ウーバー・テクノロジーズ インターネットベース・サービス NYSE 45 43.09 75,714 5/10 -4.2%
15 Alector Inc 特殊医薬品 NASDAQ 19 17.82 1,308 2/7 -6.2%
16 NGM Biopharmaceuticals Inc バイオテクノロジー NASDAQ 16 14.42 1,054 4/4 -9.9%
17 リフト インターネットベース・サービス NASDAQ 72 64.04 20,583 3/29 -11.1%
18 Sciplay Corp アプリケーション・ソフトウエア NASDAQ 16 13.49 2,022 5/3 -15.7%

2019年に新規上場した米国株のうち公開価格から6/25終値までの上昇率ランキング
（公開価格での時価総額が10億USD以上の銘柄に限る。ただし、ダイレクト・リスティング銘柄は除く。）

（出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成）

多くの人々に力を与える、シンプルで国境のないグローバルな通貨と金融インフラに
なる。

既存のブロック チェーンや暗号資産は、価格の乱高下やスケーラビリティの欠如が妨げ
になり、現在のところ価値の保存手段や交換媒体として円滑に機能せず、市場での
利用が広まっていない。

・もっと多くの人が金融サービスや安価な資本を利用できるようにする必要がある。
・人には合法的な労働の成果を自分でコントロールする生まれながらの権利がある。
・グローバルに、オープンに、瞬時に、かつ低コストで資金を移動できるようになれば、世
界中で多大な経済機会が生まれ、商取引が増える。
・人びとは次第に分散型ガバナンスを信頼するようになる。
・グローバル通貨と金融インフラは公共財としてデザインされ統治されるべきである。
・私たちには全体として、金融包摂を推進し、倫理的な行為者を支援し、エコシステムを絶
え間なく擁護する責任がある。

１．はじめに
●ミッション

●背景にある問題

●Ｌｉｂｒａが生み出す機会

Libraは以下の3つのパートから なり、それらが互いに機能し合って、いっそうの金融包摂を
実現する。
①安全でスケーラブルで信頼性の高いブロックチェーンを基盤とする。
②実態価値を付与するための資産のリザーブを裏付けとする。
③エコシステムの発展を目指す独立したLibra協会がLibraを運営する。

既存の選択肢を評価する過程で、 私たちは以下の3つの要件に基づき新しいブロック
チェーンを開発することを決めた。

①数十億のアカウントに対応できるスケーラビリティ。特に、高い取引スループット、低遅延
性、効率的で容量の 大きいストレージシステムが必要。
②堅固なセキュリティ。資金や財務情報の安全を確保するため。
③柔軟性。Libraエコシステムのガバナンスを可能にすると共に、金融サービスのさらなるイ
ノベーションを可能にするため。

２．Libraについて

３．Libraブロックチェーン

（出所：Libra協会公式サイトをもとにフィリップ証券作成）

６．Libraの今後
　Libraに関する目標を概説するこのドキュメント、および協会とLibraに関するすべての情報
のホームとなる libra.org を公開する。これは今後数か月にわたって更新され続ける。また、 
Libraブロックチェーンのコード をオープンソース化し、Libraの初期テストネットを公開し
て、開発者が試用や開発を行えるようにする。

・Libraは、「Libraリザーブ」と呼ばれる実在の資産のリザーブによる十分な裏付けと、
Libraを売買する取引所の競争力のあるネットワークによるサポートを有する、安定性のあ
るデジタル暗号資産としてデザインされる。

・例えば国が発行する紙幣は、金などの物理的な資産と交換できることが保証されていた。
ただしLibraの場合は、金による裏付けではなく、安定性と信頼性のある中央銀行が発
行する通貨での銀行預金や短期国債など、価格変動率の低い資産の集合体により
裏付けられる。

・運営組織となるのが「Libra協会」。独立・非営利・メンバー制の組織で、スイスのジュネー
ブに本部を置く。スイスは歴史的に中立的でブロックチェーン技術にも寛容。協会は中立で
国際的な機関であることを目指しており、それゆえスイスでの登録を選択した。

・初期の評議会は 創立者によって形成され、ここには世界各地の企業、非営利組織、多国
間組織、学術機関が含まれる。決定事項はすべて評議会にかけられ、重大なポリシー
上の決定や技術的な決定には票数の3分の2の合意を必要とする。これはネットワーク
のBTF合意プロトコルで必要とされる圧倒的多数の条件にならうもの。

・協会のもうひとつの目標は、オープンなIDの規格を開発し、推進すること。私たちは、金融
包摂と競争の前提条件として、分散型でポータブルなデジタルIDが必要であると考える。

・Libra協会の重要な目的のひとつは、徐々に分散性強化に向けて移行すること。この分
散性により、ネットワークをベースにした開発とネットワーク利用の両方について参入のハー
ドルが下がり、Libraエコシステムの長期的な回復力が高まる。

４．Libra通貨とリザーブ

５．Libra協会
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 京セラ（6971）   7,035円（6/28終値） 
・1959年に京都セラミックとして創業。産業・自動車用部品、半導体関連部品、電子デバイス（電子

部品、プリンティングデバイス）、コミュニケーション（スマホ、タブレット）、ドキュメントソリューション、

生活・環境等の分野で製品を提供する。「京セラフィロソフィ」や「アメーバ経営」等を生み出した。 

・4/25発表の2019/3通期は、売上高が前期比3.0％増の1兆6,237.10億円、営業利益が同4.5％増

の948.232億円、当期利益が同30.4％増の1,032.10億円。スマホ向けセラミックコンデンサーや産

業機器向けプリンティングデバイスが伸びたほか、M&Aも寄与。一時的な税金費用の反動も出た。 

・2020/3通期会社計画は、売上高が前期比4.7％増の1兆7,000億円、営業利益が同47.6％増の

1,400億円、当期利益が同21.1％増の1,250億円。新聞報道によると、同社は従来より原材料費を3

割減らせる次世代型リチウムイオン電池を開発。早ければ2021/3期中に量産を開始する。（増渕） 

 松田産業（7456）   1,475円（6/28終値） 
・1951年設立。貴金属回収製錬、貴金属地金・電子材料の販売、産業廃棄物の収集・処理を行う

貴金属関連事業、食品加工原材料の販売を行う食品関連事業を展開。同社の貴金属地金は金・

銀・白金・パラジウムがTOCOMの受渡供用品に指定。LBMA、LPPMでもブランド登録されている。 

・5/13発表の2019/3通期は、売上高が前期比9.5％増の2,083.38億円、営業利益が同1.4％増の

49.48億円、当期利益が同2.0％減の33.91億円。貴金属製品の販売量および産業廃棄物処理の

取扱量が伸びた。パラジウム価格の上昇も寄与した。持分法による投資利益が減少し最終減益。 

・2020/3通期会社計画は、売上高が前期比4.0％増の2,000.00億円、営業利益が同1.0％増の

50.00億円、当期利益が同1.7％増の34.50億円。国内外の拠点強化や効率化、新規の需要開拓

により業容維持・拡大を図る。CMX金先物は5年9ヵ月ぶりの水準まで上昇。追い風となろう。（増渕） 

 壱番屋（7630）   4,790円（6/28終値） 
・1982年設立。カレー専門店「カレーハウスCoCo壱番屋」を中心に国内外で飲食店を展開。「パス

タ・デ・ココ」、「麺屋ここいち」、「にっくい亭」などの業態がある。店舗数は国内1,305店舗、海外172

店舗（2019/2）。カレーレストランチェーン店舗数世界一としてギネス世界記録に認定されている。 

・6/24発表の2020/2期1Q（3-5月）は、売上高が前年同期比3.9％増の127.56億円、営業利益が同

40.7％増の15.38億円、純利益が同27.4％増の10.67億円。価格改定の効果が出たほか海外が堅

調に推移。既存店売上高は同1.5％増。客数は前年水準をキープ。客単価が同1.6％増と伸びた。 

・2020/2通期会社計画は、売上高が前期比2.2％増の513.00億円、営業利益が同4.2％増の46.30

億円、当期利益が同9.0％増の30.40億円。日本最大級の宅配ポータルサイト「出前館」は、シェア

リングデリバリーによる同社のカレーデリバリーサービスの対応店舗を拡大すると発表した。（増渕） 

 パルコ（8251）   1,082円（6/28終値） 
・1953年設立。商業施設の開発・運営を行うショッピングセンター事業を中心に、総合空間事業、

専門店事業、エンタテインメント事業、Webコンサルティング事業を展開。全国主要都市に出店す

る「PARCO」や都心部に出店する「ZERO GATE」などの業態がある。J.フロントリテイリングGに属する。 

・6/24発表の2020/2期1Q（3-5月）は、売上高が前年同期比0.3％増の221.03億円、営業利益が同

23.9％増の34.08億円、純利益が同6.2％増の18.95億円。店舗のスクラップ&ビルドが進展。既存

店では顧客ニーズに沿った食・ビューティー関連テナントの導入を推進したことで客数が伸びた。 

・2020/2通期会社計画は、売上高が前期比29.2％増の1,160億円、営業利益が同2.3倍の127億

円、当期利益が同2.1倍の71億円。3月開業の錦糸町パルコに続き、サンエー浦添西海岸PARCO 

CITY、新生渋谷パルコ、川崎ゼロゲート（仮称）と業態の異なる4つの施設を開業する予定。（増渕） 

 イオンフィナンシャルサービス（8570）   1,735円（6/28終値） 
・1981年にジャスコ（現イオン（8267））の子会社として設立。イオングループの金融サービス事業を

行う。4/1の事業会社化（従来は銀行持株会社）に伴い、決算期を3月末日から2月末日へ変更。 

・5/10発表の2019/3通期は、経常収益が前期比7.6％増の4,390.01億円、経常利益が同6.7％増の

701.71億円。カードレス・QR決済・スマホアプリ導入などのデジタルシフトが貢献し、経常利益で国

内リテールが同22％増、中華圏が同18％増、メコン圏が同12％増、マレー圏が同36％増と好調。 

・2020/2通期会社計画（11ヵ月変則決算）は、営業収益（2019/3期の経常収益に相当）が4,300億

円、経常利益が700億円。12ヵ月換算では営業収益が前期比6.8％増、経常利益が同8.8％増と増

収・増益を見込む。国内最多の上場子会社を有するイオングループに対して、コーポレートガバナ

ンスおよび資本効率改善の観点から子会社事業再編の機運が高まることもあり得よう。（笹木） 

 上組（9364）   2,550円（6/28終値） 
・1867年に神戸港の上方に職場を持つ組として創業。国内物流事業（港湾運送、倉庫業、自動車

運送業など）および国際物流事業を主な事業とする。大阪夢洲に約4万平米の物流用地を保有。 

・5/10発表の2019/3通期は、営業収益が前期比5.2％増の2,748.93億円、営業利益が同1.5％増の

233.32億円。国内物流における中国向け自動車取扱い増およびコンテナ・飼料原料の取扱い増

が増収に貢献し、不動産賃貸業に係る前期の初期費用負担が解消されたことが増益に寄与した。 

・2020/3通期会社計画は、営業収益が前期比1.9％増の2,800億円、営業利益が同2.9％増の240

億円。北中米・インドネシア・ミャンマーを最重点地域とする海外事業の業績への貢献に期待。大

阪府市は2025万博前の IR（統合リゾート）開業を目指しているが、政府基本方針公表は参院選後

の見通し。夢洲は IR に加えて首都機能バックアップの観点からも今後注目度が高まろう。（笹木） 
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