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注目度表示について

♪ 面白い
♪ ♪ かなり面白い
♪ ♪ ♪ 極めて面白い
R リスクが高い
LC 適合性低い
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ワンポイント・コメント

■ 本日の日本経済新聞（朝刊：6面）に翻訳掲載された「米中
対立が促すオープン化」という英エコノミスト誌の記事は是
非、読んでおきたい。

■ 「オープンソース」のソフトウエアとして無償OSのリナック
スはご存知だと思うが、半導体チップにもこうしたビジネス
モデルが広がりつつある。米カルフォルニア大学で開発され
た「RISC-V」に注目が集まりつつある。半導体は米インテル
と英アームによる寡占化市場であるが、1）経済的理由（ク
ローズドソースよりライセンス料が掛からないので安く出来
る）、および、2）地政学的理由（米中対立に象徴されるよ
うに特定の国家・勢力の覇権争いを免れると同時に、ソース
コードが開示されているためにブラックボックスを回避でき
る）。

■ 中国企業はもとより多くのIT企業が今後「オープンソース」
に参入することが期待される。

■ ここには日本企業にとってもチャンスがあるが、英アームを
傘下に持つソフトバンクG（9984）にはデメリットであるこ
とには留意したい。
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週間銘柄ピックアップ（9月30日～10月4日）

～TIW企業レポートからのサマリー抜粋と「Ｆモデル」による妥当株価水準の推計 ～

注目銘柄のサマリーは２頁目以降をご覧下さい

◆前週に発行されたTIW企業レポート及びウオッチノートの「Fモデル」によるバリ

ュエーションを一覧で掲載しております。

◆「Ｆモデル」による参考妥当PBRと実績PBRの比較に加えて、藤根靖晃による注目

度（♪マーク）を表示しております。

※「Ｆモデル」の詳細に関しては、後ろから2ページ目の「Ｆモデル」についてをご

参照下さい。

レポート 企業名 コード 予想ROE 予想EPS 藤根の リスク

発行日 成長率 レポート発行 F-Model 現株価 注目度 及び

前回 今回 （今期、％） （％） 時点の株価 による理論値 との乖離率 適合性

9/30 ジャパンエレベーターサービスHD 6544 1 ⇒ 1 33.24 28 2,779 513 -82% ♪ R

SUBARU 7270 2+ ⇒ 2+ 12.63 14 3,105 5,003 61% ♪ R

10/1 スギホールディングス 7649 NR 10.73 4 5,850 5,335 -9% ♪

10/2 クスリのアオキホールディングス 3549 NR 18.44 13 7,470 4,801 -36% ♪

10/3 パーク２４ 4666 2+ ⇒ 2+ 13.06 32 2,502 1,166 -53% ♪

10/4 フロイント産業 6312 2+ ⇒ 2+ 5.21 20 748 874 17% ♪ R

トランザクション 7818 1 ⇒ 1 15.82 23 1,046 851 -19% ♪

●割引率（市場の平均期待リターン） ●ネット負債コスト 2.00%

アナリストによる 株価

投資評価

7.25%

注：予想ROE、予想EPS成長率について、投資評価のある銘柄は担当アナリストの数値を使用、投資評価がない場合（NR）は市場予想平均（アナリスト・コンセンサス）の数
値を利用
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【 先週の発行レポート（銘柄レポート以外） 】

10月1日（火）
・週間銘柄ピックアップ
・コンセンス
・『TIWモデルポートフォリオ』の月間レポート(9月）
・米国の経常収支赤字を誰も問題視しない理由

10月4日（金）
・米国新車販売と自動車株

【 銘柄サマリー 】

⚫ ジャパンエレベーターサービスホールディングス（6544）【 1→1】

「保守・保全、リュニューアルともに大きく売上を伸ばす」

投資評価は「1」を維持する。20/3期1Q(4-6月）が大幅増収、大幅営業増益の好決算となった。1Qの良
好な計画遂行から20/3期は同社期初計画上振れの確度が高まったとみる。今後、計画上方修正の可能性
もあろう。目標株価は前回の3,250円を維持。年初来高値（2,963円、8月19日）を目指し、上回る株価
展開を先ずは予想。年初来高値の同社予想に対するPERは88.4倍。従い、TIW20/3期予想PERで90倍程度
の株価は許容可能かつ到達可能とみる。

予想ROE：33.2％ PBR:30.4倍、来期予想PER:59.8倍、来期予想EPS成長率：28％

Fモデルによる理論株価：513円（9月30日by高田悟）

⚫ SUBARU（7270）【 2+→2+】

「トヨタと新たな業務資本提携に合意」

27日、同社はトヨタ自動車と新たな資本提携に合意したと発表。トヨタから同社への出資比率を
16.83％→20％まで引き上げるとともに、トヨタによる同社株式の取得に要した金額と同額（800億円を
上限とする）に相当するトヨタ株式を同社が取得する。また、競争当局の承認が得られ次第取得予定で
あるとした。今回の合意で同社はトヨタの持分法適用会社になる。1）これまでのトヨタ、同社を超え
る、もっといいクルマづくりの追求、2）100年に一度の変革期を生き残るための協業拡大が今回合意の
業務提携内容であるとした。競合が他業界へも広がる中、特に、2）で具体的に掲げたコネクティッド
領域での協調や自動運転分野での技術連携が資本関係強化により進むことの意義が同社にとり大きいと
TIWはみている。

予想ROE：12.6％ PBR:1.4倍、来期予想PER:10.0倍、来期予想EPS成長率：14％

Fモデルによる理論株価：5,003円（9月30日by高田悟）

⚫ パーク24（4666）【 2+→2+】

「3Qに失速も、国内駐車場事業は堅調、カーシェアリングは好調を維持」

19/10期3Q（5-7月）の業績が失速し、19/10期は上期（11-4月）までは営業段階増益で推移も3Q累計
（11-7月）で減益に転じた点がネガティブである。ただし、3Q減速とはいえ、中核の駐車場事業国内は
堅調で、成長事業であるカーシェアリングの好調が台当たり利益の向上などに継続していることが評価
できる。19/10期は主に、特殊要因（本社移転や東京2020関連などで費用が嵩む）から業績は伸び悩む
が、20/10期は消費増税に伴う国内での値上げ浸透、モビリティ事業の好調持続、駐車場事業海外の収
益改善などにより増益となる公算が大きく、営業過去最高益更新が見込まれるため評価は「2+」を維持。

予想ROE：13.1％ PBR:4.4倍、来期予想PER:23.5倍、来期予想EPS成長率：32％

Fモデルによる理論株価：1,166円（10月3日by高田悟）
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「投資評価」は、取材・調査・分析活動を通じた業界動向や企業業績見通し、財務状況、PER、PBR、
配当利回り、TIW標準モデルによる理論株価、株式流動性、マーケット環境を勘案した上で各アナリ
ストが株価の市場平均に対する見通しについて最終判断を行っております。1：Buy（買い）、1S：
Speculative Buy（投機的買い）、2＋：Outperform（市場平均を上回る）、2：Neutral（中立）、2
－：Underperform（市場平均を下回る）、3：Sell（売り）。

⚫ フロイント産業（6312）【 2+→2+】

「20/2期2Qは、3ヵ月（6-8月）は前年同期比で12％営業増益」

20/2期2Q決算（10/1発表）は、売上高6,817百万円（前年同期比▲25.2％）、営業利益3百万円（同
▲99.4％）であったが、3ヵ月（6-8月）で見るならば、前年同期比で12％の営業増益であった。株価は
厳しい現状の業績を既に織り込んでいると考えられることから、投資評価を「2+」(Outperform）を継続
する。2Q末の受注残高から見ると、通期売上計画の達成はやや微妙な印象が残る。しかし、業績計画の
達成度も重要だが、連続生産機など新分野の受注獲得を前向きに評価したい。

予想ROE：5.2％ PBR:1.1倍、来期予想PER:16.4倍、来期予想EPS成長率：20％

Fモデルによる理論株価：874円（10月4日by藤根靖昊）

⚫ トランザクション（7818）【 1→1】

「19/8期利益を上方修正 1株15円→16円に増配も発表」

10月3日に同社は19/8期業績予想を利益面で上方修正した。売上高（16,530→16,451百万円）、営業利益
（1,910→2,046百万円）、経常利益（1,928→2,072百万円）、当期利益（1,278→1,287百万円）。主力
のエコバック、タンブラー・サーモボトルの好調に加えて、エンタテインメント業界における顧客拡大、
トラベル雑貨やペットウエア・関連製品の好調が牽引した。ただし、次世代タバコの低価格化の進行に
より、実店舗「vape studio」の採算が悪化しており、減損損失を計上した（4店舗・他：152百万円）。
TIWは、引き続き投資評価「1」を継続する。株価ターゲットは20/8期予想PER 30倍の1,610円とする。

予想ROE：15.8％ PBR:3.7倍、来期予想PER:19.4倍、来期予想EPS成長率：23％

Fモデルによる理論株価：851円（10月4日by藤根靖昊）

⚫ スギホールディングス（7649）【NR】

「3～8月期、既存店が客数増で堅調、出店による店舗増もあり、営業15％増益」

既存店がスギ薬局中心に客数の増加で堅調に推移したほか、前期からの積極出店による店舗増もあり、
第2四半期(3～8月期累計)の売上高は前年同期比8％増えた。利益面では、粗利率の高い調剤部門が伸び
たほか、カウンセリングの強化で化粧品や一般医薬品も伸び、売上高総利益率が0.8ポイントアップ。人
件費の上昇や出店費用の増加で販管費比率が0.5ポイント悪化したものの、営業利益は15％増えた。売上
高、利益ともに上期の計画を上回り、同期間として過去最高を更新した。

予想ROE：10.7％ PBR：2.1倍、今期予想PER:19.5倍、今期予想EPS成長率：4％（10月1日）

⚫ クスリのアオキホールディングス（3549）【NR】

「6～8月期、店舗増と既存店の好調で17％増収も、粗利率の悪化で営業4％減益」

前期からの積極出店による店舗増効果に加え、既存店も好調に推移し、第1四半期(6～8月期)の売上高は
前年同期比17％増えた。一方、利益面では、出店に伴う人件費の増加などは増収で吸収したものの、天
候不順による影響で粗利率の高い季節商品の販売が低調だったほか、値引き販売の強化もあって売上総
利益率が1.1ポイント悪化。営業利益は前年同期比4％減少した。純利益は税負担の減少で1％増益を確保
した。既存店は、食品など生活必需品を中心にした価格訴求戦略で客数が増えたほか、買い上げ点数の
増加で客単価も前年比プラスを維持した。

予想ROE：18.4％ PBR：4.3倍、今期予想PER:21.6倍、今期予想EPS成長率：3％（10月2日）
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利益相反に関する開示事項
TIWは、契約に基づき、アナリスト・レポートの提供を継続的に行うことに対する対価を契約先証券会社より包括
的に得ておりますが、本レポートに対して個別に対価を得ているものではありません。レポート対象企業の選定
はTIWが独自の判断に基づき行っているものであり、契約先証券会社を含む第三者からの指定は一切受けておりま
せん。担当アナリスト並びにTIWと本レポートの対象会社との間には、利益相反の関係はありません。

アナリストによる宣言
私、藤根靖昊は本調査レポートに表明された見解が、対象企業と証券に対する私個人の見解を正確に反映してい
ることをここに証明します。また私は過去・現在・未来において、本レポートで特定の推奨を行うことに対して
直接または間接に報酬を受けていないことを証明します。

「Ｆモデル」について

「Ｆモデル」（Fertilize Fundamental Framework ）は、藤根靖晃が考案した妥当株価水準を推計する上で
の簡便法である。「理論上では株価は、自己資本配当率（ROEと配当性向の積）、EPS成長率、無リスク
証券の利回り（＝国債利回り）、リスクプレミアムの4要素で決定される」という考え方を土台に、ROE値と
成長性を一定の数値（インプライドの要求リターン）で割引き財務価値を加減することによって妥当PBR
水準を算出するものである。具体的には下記の算式によって求める。

妥当PBR＝〔 今期予想ROE×（１＋来期EPS成長率）÷割引率〕－ﾈｯﾄD/Eﾚｼｵ×（負債ｺｽﾄ÷割引率）

割引率は、来期ベースの日経平均の要求リターン（10年国債利回り＋インプライド・リスクプレミアム）を
一律用いている。負債ｺｽﾄは暫定的に2％を適用する。ネットＤ/Ｅレシオがマイナスの場合（実質無借
金）は、（負債コスト÷割引率）は1を適用する。

「Ｆモデル」に有用性があると考えるのは次の点である。
◇要求リターンに対するROE水準を測ることを基本にしており、単純且つ理解しやすい構造にあること
◇単純な構造であることからバリュエーション作成者の恣意性が排除できること

注意事項をご理解いただいた上で、あくまでも参考指標として利用いただきますようお願いします。

【注意事項】
1）「Ｆモデル」の妥当性に関しては、過去1年以上にわたってＴＩＷ企業レポートを用いて行ってきた結果、
適応する事例が適応しない事例を大きく上回った。しかしながら、以下のようなケースには不適応である
か、または、（修正を加えない限り）単純に適応できない。
・下地となるアナリストの業績予想の確からしさが低い場合
・金融、不動産、公益など資産に対する捉え方が通常の企業と大きく異なる業種
・子会社等でファイナンス事業を営んでいる企業 ・ＢＳ上には表れない含み資産等の影響が強い企業
・設備投資に対する回収期間が極めて長期である産業
・割引率を大きく上回る成長率が再来期以降も継続する企業

2）一定の割引率（インプライドの要求リターン）を用いるのは、①現状のマーケットの投資家のリスク許
容度を反映させること、②株価ベータを用いた一般的な資本コストは過去の実績であり将来価値を測る
には妥当でないという考え方、に基づく。しかしながら、本来的には割引率には企業の事業の継続性・
安定性や株式流動性（流動性プレミアム）などを織り込むべきであることは言うまでもない。単純に算出
された結果を利用するのではなく、理論値と実績値の乖離について考察することが肝要である。
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藤根靖昊（ふじね やすあき）プロフィール

立命館大学経済学部卒。東京理科大学総合科学技術経営研究科修了。国内証券、Dan＆Bradstreet (Japan）を
経て、スミスバーニー証券入社。その後、日興ソロモン・スミスバーニー証券においてコンピュータ・ソフト
ウエアのアナリストとして活躍。2000年3月、株式会社ティー・アイ・ダヴリュを起業、代表取締役就任。定説
が確立されていないビジネスの分析と転換点の発見を得意とする。
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本レポートについて  

                   

1）本レポートは、「TIW」が、投資家への情報提供を目的としてのみ作成され

たものであり、証券売買の勧誘を目的としたものではありません。有価証券

その他の取引等に関する最終決定は投資家様ご自身の判断と責任でなさ

れるようお願いいたします。 

 

2）本レポートは、「TIW」が信頼できると判断した情報源から入手した情報に

基づいて作成しておりますが、これらの情報の正確性と、完全性、適時性を

保証するものではありません。情報が不完全または要約されている場合もあ

ります。本レポートに記載する価格、数値等は、過去の実績値、概算値ある

いは将来の予測値であり、実際とは異なる場合があります。また、本レポート

に記載された見解や予測は、本レポート発行時における「TIW」の判断であ

り、予告なしに変更されることがあります。 

 

3）本レポートは将来の結果をお約束するものではございませんし、レポート

にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客様の判断

と責任において使用されるものであります。本レポートにおいて提供されるい

かなる情報もしくは分析に、投資家様が依拠した結果として被る可能性のあ

る直接的、間接的、その他の損害に関して、「TIW」が責任を負うものではあ

りません。 

 

4）本レポートに掲載されている内容の著作権は、原則として「TIW」に帰属致

します。本レポートにおいて提供される情報に関して、「TIW」の承諾を得ず

に当該情報の複製、販売、表示、配布、公表、修正、翻訳、頒布または営利

目的での利用を行う権利を有しません。 

 


