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ワンポイント・コメント

■ 世界中で新型コロナウイルス感染症に対するワクチン開発が
進められている。もちろん、ワクチン開発を逸早く達成した
企業にとっては勿論、多大なメリットがあるが、それによっ
て感染症防止が直ちに進むと考えるのは早計である。

■ 一つはワクチンの生産能力の問題、もう一つは価格の問題で
ある。鶏卵などでウイルスを培養するタイプでは、ワクチン
の価格は10万円超になるという試算もあるようだ。つまり、
1千万人規模でワクチン接種を行うとなると1兆円が必要にな
る。発展途上国は勿論のこと、先進国でも国民全てにワクチ
ンを提供することは難しい。
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週間銘柄ピックアップ（5月25日～29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

5/25 サトーホールディングス 6287 2 ⇒ 2 4.31 62 2,336 1,461 -37%
マツダ 7261 2 ⇒ 2 -3.60 na 613 na na
朝日インテック 7747 2+ ⇒ 2+ 13.27 21 3,140 652 -79% ♪ R
ワールドホールディングス 2429 NR 21.29 -7 1,702 3,391 99%
物語コーポレーション 3097 NR 6.18 86 7,720 4,957 -36%
サンドラッグ 9989 NR 11.75 12 3,360 3,521 5%

5/26 日本光電 6849 2+ ⇒ 2+ 7.98 10 3,300 2,062 -38% ♪
三菱自動車 7211 2- ⇒ 2- -4.76 na 288 na na

5/27 SUBARU 7270 2 ⇒ 2 4.77 59 2,331.5 2,983 28%
カルビー 2229 NR 9.97 6 3,020 2,073 -31% ♪
ヤクルト本社 2267 NR 8.57 8 6,230 3,170 -49%
ダイフク 6383 NR 12.89 27 8,500 4,457 -48% ♪

5/28 イーグランド 3294 1 ⇒ 1 7.91 42 683 1,490 118% ♪
エムスリー 2413 NR 14.61 20 4,090 660 -84%
ユニ・チャーム 8113 NR 12.14 8 3,989 1,481 -63%
ケーズホールディングス 8282 NR 8.27 6 1,370 1,290 -6%

5/29 日本動物高度医療センター 6039 2+ ⇒ 2+ 14.36 15 2,029 1,945 -4% ♪
ジーエス・ユアサ　コーポレーション 6674 2 ⇒ 2+ 5.71 8 1,911 1,669 -13% ♪
カシオ計算機 6952 2 ⇒ 2 8.73 25 1,929 1,452 -25%
いすゞ自動車 7202 2 ⇒ 2+ 3.06 118 1,022 1,023 0% ♪ R
エレコム 6750 NR 15.82 8 4,860 4,005 -18% ♪

●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） 】

5月26日（火）
・週間銘柄ピックアップ
・コンセンサス
・ 『TIW モデルポートフォリオ』の銘柄入替について

【 銘柄サマリー 】

⚫ 朝日インテック（7747）【 2+→2+】

「来21/6期は急速な収益回復をTIWでは予想」

20/6期3Q（1-3月）後半に新型コロナの影響を一部受けたが限定的で、マイナス影響は4Q（4-6月）によ
り鮮明に出る見通しだ。海外を中心にメディカル事業は拡大基調を維持。来21/6期は代理店販売の欧
州・中近東やその他地域で症例数減少の影響が上期残ると考えられる。一方、延期された待機症例の大
半は治療が進展する可能性が高く、待機症例は来期段階的に戻り、売上の急回復が予想される。同社の
ビジネスは限界利益率が高く、売上は戻れば利益は大きく回復でき、TIWでは2～3割程度の増益は可能
とみている。

予想ROE：13.3％ PBR:11.5倍、来期予想PER:74.4倍、来期予想EPS成長率：21％

Fモデルによる理論株価：652円（5月25日by服部隆生）

⚫ 日本光電（6849）【 2+→2+】

「21/3期は1割程度の営業減益を予想。株価の見方は従来通り」

20/3期業績は計画に若干届かなかったものの、上期に増税前の駆け込み需要を背景に収益を拡大してい
たこともあり、通期で増収営業増益を確保した。自社製の人工呼吸器投入等もあり自社製品比率が上昇
し、粗利率も向上。新型コロナの影響は全体では概ね限定的だったといえる。今21/3期の国内は人工呼
吸器が新製品の寄与もあり伸びるとみられるが、病院の経営悪化から不要不急の機器購入を見送る傾向
が強まり、マイナスがプラス要素を上回り減収となると予想される。一方、海外では人工呼吸器や生体
情報モニタ等で特需の発生する可能性があり増収が見込める。

予想ROE：8.0％ PBR:2.4倍、来期予想PER:26.6倍、来期予想EPS成長率：10％

Fモデルによる理論株価：2,062円（5月26日by服部隆生）

⚫ イーグランド（3294）【 1→1】

「早期に在庫を増やせるかがポイント」

20/3期は大幅増益で着地したが、会社は21/3期は一転減収減益との予想をしている。減収減益予想の前
提はコロナウイルスの影響が2Qまで続く(3Qから前年並みに戻る)とみているからである。前年との(売
上)比較イメージでは1Qは8割強、2Qで9割前後である。物件価格イメージは年間で10%程度下落可能性が
あると同社はみている(7か月で在庫回転する為同社への影響はあっても5%強程度か)。

予想ROE：7.9％ PBR:0.6倍、来期予想PER:5.1倍、来期予想EPS成長率：42％

Fモデルによる理論株価：1,490円（5月28日by山方秀之）
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⚫ 日本動物高度医療センター(6039)【 2+→2+】

「収益力などに問題はなく、市場環境が落ち着けば値上がりを期待」

20/3期は、前年度比7％の増収、同8％の営業増益と、引き続き増収増益基調を堅持した。当初、ピーク
アウトが予想された東京病院の診療件数は前年度比30％以上も増えたようで、初診件数にも衰えは見ら
れない。21/3期については、期初から新型コロナウイルスの影響がどのように広がるのか、とくに、患
者動物の来院の自粛がどの程度になるのか不透明なため、会社側は、前年度比2％強の増収、同1％の営
業増益とほぼ横ばいを想定している。中長期的には、2021年秋に開業を計画している大阪病院(仮称)の
立ち上がりが焦点。

予想ROE：14.4％ PBR:2.3倍、来期予想PER:13.0倍、来期予想EPS成長率：15％

Fモデルによる理論株価：1,945円（5月29日by杉山勝彦）

⚫ ジーエス・ユアサ コーポレーション（6674）【 2→2+】

「補修用自動車電池販売堅調と産業電池電源事業好調が業績の下支えになろう」

20/3期の営業利益（のれん等償却前）は前期比4.8％減の239億円となった。営業微減益とはいえ、20/3
期着地は3Q累計決算（4-12月）決算公表時の予想を営業利益（のれん償却前）で19億円、営業利益で
16.7億円上回った。鉛価格が想定以上に下落し、新型コロナ影響に伴う物量の伸び悩みから期末に経費
が抑制されたことなどによる。投資評価は「2+」へ引き上げる。新型コロナ影響による業績の大幅悪化
は避けられると見られ、製造業の中では相対的に業績の落ち込みは小さいと見ること、中期的な成長見
通しに変化がないこと、株価指標面に割安感があること、などによる。

予想ROE：5.7％ PBR:0.9倍、来期予想PER:12.2倍、来期予想EPS成長率：8％

Fモデルによる理論株価：1,669円（5月29日by高田悟）

⚫ いすゞ自動車（7202）【 2→2+】

「21/3期は新型コロナ下で販売台数の大幅減少を前提に営業利益確保を目指す」

20/3期は事業環境が厳しさを増す中で2桁営業減益に留めたこと、他社の多くが業績予想公表を新型コ
ロナ影響により見合わせる中で、21/3期に大幅な台数減を前提としつつも、営業段階で利益確保を表明
したことなどがポジティブに評価できる。TIWでは厳しい環境下で20/3期は2桁減益に留めたことや21/3
期の業績予想を公表したことは、同社の収益力向上の証左と考える。収益体質向上に加え、タイからの
新型LCV輸出の本格化、保有ビジネスの着実な積み上げなどを踏まえると新型コロナにより一段と厳し
さを増す事業環境下でも、底堅い業績展開が見込めること、Volvoグループとの戦略的な提携が期待さ
れること、実績PBRで見れば株価指標面も割安感があることなどから投資評価は「2+」へ引き上げる。

予想ROE：3.1％ PBR:0.9倍、来期予想PER:11.4倍、来期予想EPS成長率：118％

Fモデルによる理論株価：1,023円（5月29日by高田悟）

⚫ カルビー（2229）【NR】

「20/3期、新型コロナの影響はプラス面とマイナス面があり、営業3％増益」

国内のスナックやシリアルが堅調だったほか、海外売り上げも新規連結2社の寄与もあって伸び、20年3
月期の売上高、営業利益はともに前期比3％増えた。前期にあった株式売却益24億円弱がなくなったほ
か、減損損失も増加し、純利益は10％減益に。国内事業(売上構成比82%)は、一般チャネルでのポテト
チップスやシリアルが伸びた半面、新型コロナの影響で「じゃがポックル」などの土産用商品や直販店
の売り上げが減少、売上高は1％増にとどまった。シリアルの国内消費は第3四半期までは横ばいだった
が、新型コロナによる巣ごもり需要で1～3月は23％も増えた。

予想ROE：10.0％ PBR：2.5倍、今期予想PER:23.1倍、今期予想EPS成長率：-1％（5月27日）
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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）。

⚫ ダイフク（6383）【NR】

「中期経営計画最終年度は売上未達設定も、受注残は過去最高でなお豊富」

20年3月期は売上4,437億円(前期比3.4%減)、営業利益405億円(同25.9%減)。一般製造業やEC向けは順調
も、米中貿易摩擦により中国や韓国での半導体・液晶業界の設備投資減少が響く。受注高も4.0%減。た
だ北米では自動車生産ラインで過去最大の大型案件を獲得した。利益面では液晶パネル工場の大型案件
で追加コストなどの計上が重く、粗利益率は22.0%→19.3%に。前年の株式売却益計上の反動などで最終
利益も29.1%減。現預金は前期比200億円減少も、有利子負債比率は14.3%と財務体質は安定的。

予想ROE：12.9％ PBR：4.6倍、今期予想PER:33.4倍、今期予想EPS成長率：14％（5月27日）

⚫ エレコム（6750）【NR】

「Windows10切り替え需要の次はテレワーク需要、GIGAスクール構想も追い風」

20年3月期は売上1,008億円(前期比1.5%増)、営業利益141億円(同11.4%増)。パソコン関連はWindows10
への切り替え需要強い。周辺機器はテレワークによるルーターなどの需要が伸びる。TV・AV関連はテレ
ワークに使用されるヘッドセットが好調。他方、iPhoneSEの発売延期などでスマホ関連は低調だった。
利益面では従業員に対してコロナ見舞金などの支払いで5億円弱人件費が増加。一方で営業の評価方法
を実売量に応じたものに変更し、返品率や廃棄率が低下したことなどで粗利率は37.7%→38.7%に。

予想ROE：15.8％ PBR：3.6倍、今期予想PER:21.7倍、今期予想EPS成長率：5％（5月29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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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。 

 


