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掲載されている情報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的としたもので

あり、投資の勧誘を目的としたものではありません。また、紹介する個別銘柄の売買を勧誘・推

奨するものではありません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でなさるように

お願いいたします。このレポートの一部または全部を事前の承諾なしに引用、複製すること、及

び形態の如何、加工の有無に問わず、第三者に提供することを禁じます。 

 

【プレミアムコンテンツ】 

櫻井英明袋とじ 超プレミアム版 10月 23 日号 

稼 足 銘 柄 
 

ディスクレーマー（免責条項） 

本資料に記載された内容は、資料作成時点において作成されたものであり、予告なく変更す

る場合があります。本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は、株式会社アイロゴス

(以下「アイロゴス」という)帰属し、事前にアイロゴスへの書面による承諾を得ることなく本資料

およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複

製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。アイロゴスが提供する

投資情報は、あくまで情報提供を目的としたものであり、投資その他の行動を勧誘するもの

ではありません。本資料に掲載される株式、投資信託、債券、為替および商品等金融商品は、

企業の活動内容、経済政策や世界情勢などの影響により、その価値を増大または減少する

事もあり、価値を失う場合があります。本資料は、本資料により投資された資金がその価値を

維持または増大する事を保証するものではなく、本資料に基づいて投資を行った結果、お客

様に何らかの損害が発生した場合でも、アイロゴスは、理由の如何を問わず、責任を負いま

せん。投資対象および銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自

身の判断でなさるようにお願いいたします。以上の点をご了承の上、ご利用ください。 
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稼足銘柄について 

 

企業取材を日々行っているがそれに基づいて市況観測をする時間軸は個人的には概ね３ヵ

月から半年程度。しかし、機関投資家などの運用軸は何年にも渡っている一方で市場が求め

ている時間軸は今日か明日かせいぜい１週間程度。このギャップはなかなか埋まりそうない。

「明日動く銘柄」、「今動く銘柄」なんてものが望まれる状況で３ヵ月はおろか、３年後に動いて

いる銘柄なんて陳腐だろう。 

逆に３年後、５年後のパフォーマンスを求めているのに今日や明日の騒音はそれこそ邪魔。

同床異夢のマネーが同じ市場で戦っている以上は仕方がないのかも知れない。 

 

「戦略の失敗は戦術では補えず、戦術の失敗は作戦では補えない」。 

ある先輩の言葉である。 

つまり現状認識に基づいた明確な目標が投資にも必要ということ。 

曖昧模糊とした投資では儲からないということだろう。 

あるいは「戦略を描く上で、最初から偶然性頼りの大儲けは構想すべきではない。 

まずは、手堅く利益を積み重ねることを考える。 

そして、最初に描いた構想がどうしても無理ならば、自分の稼げる範囲内の勝負を考える。  

それもまた無理な場合には最終手段として大儲けを考える、という順序になる。 

戦略は自分の置かれた状況に合わせ描くべきものである」。 

かなり深い。 

そもそも・・・。 

相場の方向を当てることはかなり難しいもの。 

だからといって相場の方向を外すことも同様に難しい。 

「当たらない」のと一緒で「外れない」。 

かならず外れるものならば話は簡単なのだろうが・・・。 

 

残念ながら株式市場のバトルにおいては全員が勝者になることはありません。 

誰かが儲けて誰かが損をする、その組み合わせの連続です。 

敗者にならないように心掛けても、全体の動きに押し流されていつの間にか敗者のなることも

しばしば。 

それだったら、せめて勝者でいられる間はその感激を噛みしめることも大切でしょう。  

 

兜町カタリスト 櫻井 英明 
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アバント(3836)東証１部 

公式 HP： http://www.avantcorp.com/ 

 

■株式データ 

株価 1,495円（10月 22日終値）  

単元株数 100株 

時価総額 約 280億円 

 

■会社概要 

連結会計ソフトを開発。損益計算書などの作成支援。ライセンス販売、導入サービスも。 

連結会計システム会社で、自社開発の「DivaSystem」を販売。累計 800社超の導入実績があ

り国内シェアトップを誇る。連結会計システム、計画・予算策定システム、経営情報活用シス

テムを提供するほか、コンサルティング・サービス（導入支援・業務支援、IT技術を利用した業

務課題の改善と効率化）も手掛ける。 

 

■業績動向 

8 月 3 日に決算を発表。18 年 6 月期の連結経常利益は前の期比 24.8％増の 16.3 億円にな

り、19 年 6 月期も前期比 1.3％増の 16.5 億円に伸びを見込み、4 期連続で過去最高益を更

新する見通しとなった。9期連続増収、4期連続増益になる。 

 

同時に、今期の年間配当は前期比 3円増の 15円に増配する方針とした。 

 

直近 3ヵ月の実績である 4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比 67.0％増の 4.9億円に

拡大し、売上営業利益率は前年同期の 10.5％→14.9％に大幅上昇した。 

 

■決算発表予定日  2018/10/31 

 

■ポイント 

国内トップシェアの連結会計システム「DivaSystem」等を手掛ける。DivaSystem は継続利用

率高い。受注堅調。 

連結会計関連事業は売上好調。大型案件受注でコンサルティング・サービス等が伸びる。 

 

連結決算業務のアウトソーシングサービスは、同社の事業の中で近年最も大きく成長してい

る分野であり、潜在的なニーズも大きい模様。 

 

 

http://www.avantcorp.com/
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チャート 

 

最新情報はチャートをクリックしてください。 
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キャピタル・アセット・プランニング(3965)東証２部 

公式 HP： http://www2.cap-net.co.jp/ 

 

■株式データ 

株価 3,920円（10月 22日終値）  

単元株数 100株 

時価総額 約 111億円 

 

■会社概要 

金融機関向け資産管理プラットフォームの提供。保守運用・コンサルティング事業。 

金融フロントエンドシステムのパイオニア。主に生保など金融機関向けシステムを開発し、フ

ロントエンドシステムに強み。コンサル立案から導入まで一貫したサービスを提供。資産管理

プラットフォームシステムが好評。 

 

■業績動向 

8 月 10 日に決算を発表。18 年 9 月期第 3 四半期累計(17 年 10 月-18 年 6 月)の経常利益

(非連結)は前年同期比 8.4倍の 3億 7700万円に急拡大し、通期計画の 4億 6000万円に対

する進捗率は 82.0％に達し、さらに前年同期の 13.8％も上回った。 

 

会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいく試算では、7-9月

期(4Q)の経常利益は前年同期比 70.6％減の 8300万円に大きく落ち込む計算になる。 

 

直近 3ヵ月の実績である 4-6月期(3Q)の経常損益は4000万円の赤字(前年同一期間は 6600

万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同一期間の-4.3％→-2.4％に改善

した。 

 

■決算発表予定日  2018/11/09 

 

■ポイント 

ブティック型システムインテグレーター。金融フロントエンドシステムに強みを持つ。 

受託案件は増加。生命保険契約ペーパーレスシステム等の販売を強化。18.9期通期は 2桁

増収増益を見込む。 

総合資産形成アドバイスシステムは、銀行や証券会社、生命保険会社をはじめとした金融機

関向けのシステム。顧客の資産情報を自動家計簿サービス「マネーフォワード」を通じて連携

することで、正確なライフプランシミュレーションを実現し、顧客に最適な金融・保険商品を提

案することができる。なお、サービス開始は 18年 12月末を予定している。 

http://www2.cap-net.co.jp/


EIMEI．TV 
 

掲載されている情報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的としたもので

あり、投資の勧誘を目的としたものではありません。また、紹介する個別銘柄の売買を勧誘・推

奨するものではありません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でなさるように

お願いいたします。このレポートの一部または全部を事前の承諾なしに引用、複製すること、及

び形態の如何、加工の有無に問わず、第三者に提供することを禁じます。 

チャート 

 

最新情報はチャートをクリックしてください。 
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オプティム(3694)東証１部 

公式 HP： https://www.optim.co.jp/ 

 

■株式データ 

株価 4,135円（10月 22日終値） 

単元株数 100株 

時価総額 約 569億円 

 

■会社概要 

情報端末管理ソフトをクラウドで提供。遠隔操作のソフトに強み。保有特許多数。 

主力商品はスマホなど多数の端末の一元管理機能、遠隔操作機能などを備えた端末管理

（MDM）ソフトで、この MDM の分野で国内シェア 2 割を誇る最大手。雑誌のバックナンバーが

読み放題のタブレット・スマホ向け電子書籍配信サービスも手掛ける。 

 

■業績動向 

8月 13日に決算を発表。19年 3月期第 1四半期(4-6月)の経常損益(非連結)は 1.9億円の

赤字(前年同期は 1.3億円の黒字)に転落した。 

 

近 3 ヵ月の実績である 4-6 月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の 15.6％→-18.6％に急

悪化した。 

 

■決算発表予定日  2018/11/14 

 

■ポイント 

農林水産省が公募した「ドローン等を活用した農地・作物情報の広域収集・可視化及び利活

用技術の開発」に採択され、佐賀市を含める 7団体と共同で取り組んでいると発表した。 

 

同事業では、ドローンが撮影した情報を元に、AIが作付確認を行った結果を台帳に反映させ

る調査資料の作成支援や、複数の圃場を統合・分割する際に境界を復元するための測量を

現地で簡易に行えるソフトウェアを研究開発する。 
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システムズ・デザイン(3766)東証 JASDAQ 

公式 HP：http://www.sdcj.co.jp/  

 

■株式データ 

株価 1,411円（10月 22日終値） 

単元株数 100株 

時価総額 約 55億円 

 

■会社概要 

システム開発、データ入力などアウトソーシング、CD ソフトのプレスの 3 事業。AI 活用に強

み。 

独立系のシステムインテグレーター。特定のメーカー・製品に依存することなく、自由な発想で

サービスを展開し顧客に最適なソリューションを提供。主力のシステム開発事業では、製造・

流通・通信・金融・医療・文教など様々な業種向けシステム開発を行っている。また、情報処

理サービス事業、アッセンブリー事業も手掛ける。 

 

■業績動向 

8 月 2 日に決算を発表。19 年 3 月期第 1 四半期(4-6 月)の連結経常損益は 1900 万円の黒

字(前年同期は 5400 万円の赤字)に浮上し、通期計画の 3 億 1800 万円に対する進捗率は

6.0％となった。 

 

直近 3 ヵ月の実績である 4-6 月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-3.5％→0.7％に大

幅改善した。 

 

■決算発表予定日  2018/11/12 

 

■ポイント 

17日に 1480円の戻り高値をつけた後、いったん調整を入れたものの上値指向が強く、前週

末１９日に下ヒゲ陽線を形成し切り返しに転じている。 

ＩＢＭの「ワトソン」を利用したコールセンター業務のサービスをソフトバンクグループ<9984>と

協業で展開している。 

 

また、ＩＤカードの受託発行などを手掛けるフォー（東京都調布市）を完全子会社化しており、Ｉ

Ｄカード分野への事業領域拡大およびフェリカ・カード発行技術の新たな活用分野創出を図っ

ている。18年 3月期に営業 55％増益と急回復、19年 3月期も２ケタ増収見通しで４７％営

業増益を見込むなど収益の大幅な伸びが続く予定。 

http://www.sdcj.co.jp/
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クレオ(9698)東証 JASDAQ 

公式 HP：http://www.creo.co.jp/ 

 

■株式データ 

株価 1,085円（10月 22日終値）  

単元株数 100株 

時価総額 約 100億円 

 

■会社概要 

ソフト開発中堅。受託開発と ERP販売が柱。「筆まめ」売却。法人向けに特化 

法人向けシステム開発受託と ERP販売を展開するが、同分野で培ったノウハウを RPA ソリ

ューションにも生かしている。クレオマーケティング事業は、ZeeM/CBMS製品等の基幹系・情

報系業務ソリューションから、組み込み系ソフトウェアまで、トータル情報通信技術(ICT)ソリュ

ーションの開発・提供に従事する。クレオソリューション事業は、システムやネットワークの構

築から、各種業務アプリケーションの開発を行う。クレオネットワークス事業は、ICT基盤サー

ビスプラットフォームとメディアプラットフォームの提供を行う。クリエイトラボ事業はヘルプデス

クなどを中心としたサポート･サービスを行う。 

 

■業績動向 

7月 31日に決算を発表。19年 3月期第 1四半期(4-6月)の連結経常損益は 700万円の黒

字(前年同期は 1億 1100万円の赤字)に浮上し、4-9月期(上期)計画の 5000万円に対する

進捗率は 14.0％となった。 

 

直近 3 ヵ月の実績である 4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-4.5％→0.1％に大

幅改善した。 

 

■決算発表予定日  2018/10/30 

 

■ポイント 

同社は法人向けに特化したシステム開発受託を手掛け、ＥＲＰソフトの販売のほか、ここ急速

に市場が拡大するＲＰＡ分野にも注力している。 

ＲＰＡテクノロジーズの「ＢｉｚＲｏｂｏ！」を活用したＲＰＡサービスを展開し市場開拓を進めてい

る。１９年３月期営業利益は前期比 4割増の 5億 7000万円予想だがさらなる上方修正の可

能性がある。 
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ショーケース・ティービー(3909)東証１部 

公式 HP： http://www.showcase-tv.com/ 

 

■株式データ 

株価 1,100円（10月 22日終値）  

単元株数 100株 

時価総額 約 74億円 

 

■会社概要 

ウエブサイトをスマートフォン向けに最適化するクラウドサービス「ナビキャスト」を手掛ける。 

企業運営のウエブサイトに対してクラウド型のサイト最適化ツールを提供する。」主力サービ

ス「ナビキャスト」シリーズは、独自の特許技術によって顧客企業のサイトをスマホ向けに最

適化し、利用者をサイト訪問から商品購入や資料請求などの成果に至るまでスムーズに誘

導する。 

 

■業績動向 

8月 14日に決算を発表。18年 12月期第 2四半期累計(1-6月)の連結最終損益は 7500万

円の赤字(前年同期は 6700万円の黒字)に転落した。 

 

会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づく試算では、7-12月期(下期)の連

結最終損益は 2億 9500万円の黒字(前年同期は 5500万円の赤字)に浮上する計算にな

る。 

 

直近 3 ヵ月の実績である 4-6月期(2Q)の連結最終損益は 4400万円の赤字(前年同期は

2400万円の黒字)に転落し、売上営業利益率は前年同期の 18.6％→1.7％に急低下した。 

 

■決算発表予定日  2018/11/14 

 

■ポイント 

スマートフォン向けにウェブサイトを最適化するクラウドサービスを展開しており、自社開発の

クラウドサービス「ナビキャスト」が金融業界向けなど中心に旺盛な需要を取り込んでいる。 

NTTデータ<9613>の業界トップシェアのＲＰＡソフト「ＷｉｎＡｃｔｏｒ（ウィンアクター）」と連携した

業務効率化や業務改善を行うサービスの提供も行っており、市場の注目度が高まっている。

18年 12月期営業利益は前期比 2.6倍の 5億円予想と急拡大を予想している。 

 

 

http://www.showcase-tv.com/
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アドバンスト・メディア(3773)東証マザーズ 

公式 HP： http://www.advanced-media.co.jp/ 

 

■株式データ 

株価 2,349円（10月 22日終値）  

単元株数 100株 

時価総額 約 429億円 

 

■会社概要 

音声認識技術を活かした各種ソフトを開発。文字起こしサービスに参入。 

音声認識ソフト開発会社で、音声認識技術「AmiVoice」を核としたビジネスを展開。音声認識

ソリューションの企画・設計・開発、同技術を組み込んだアプリケーションの商品提供、企業へ

のライセンス提供などを手掛ける。コールセンター、製造、物流、教育、モバイル、医療、議事

録など様々な分野に浸透しつつある。 

 

■業績動向 

8 月 3 日に決算を発表。19 年 3 月期第 1 四半期(4-6 月)の連結経常損益は 1.3 億円の黒字

(前年同期は 1.1 億円の赤字)に浮上し、通期計画の 6.8 億円に対する進捗率は 19.4％となっ

た。 

 

直近 3 ヵ月の実績である 4-6 月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-20.9％→5.6％に急

改善した。 

 

■ポイント 

医療向けの AI音声認識ワークシェアリングサービス「AmiVoice iNote（アミボイス アイノート）」

を販売開始したと発表している。 

石川記念会 HITO病院（愛媛県四国中央市）と共同開発した。アプリから入力した各種情報を

各診療部署や管理部門、代行入力者らと素早く簡単に連携できるという。今後も医療現場で

の音声入力普及を目指すとしており、成長を期待。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.advanced-media.co.jp/
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フィックスターズ(3687)東証１部 

公式 HP： https://www.fixstars.com/ja/ 

 

■株式データ 

株価 1,478円（10月 22日終値）  

単元株数 100株 

時価総額 約 496億円 

 

■会社概要 

ソフト開発会社。システムの高速化で業務支援。関連ハードウエア販売も。 

マルチコアプロセッサ関連を手掛けるソフト開発会社。高性能マルチコアプロセッサや分散ク

ラスを利用した並列処理技術を活用して、大量の計算処理をより短時間で実現するアプリケ

ーションへの最適化を行うプロフェッショナルサービスを提供。ストレージ関連のソフトウェア

開発サービスにも注力している。 

 

■業績動向 

8月 3日に決算を発表。18年 9月期第 3四半期累計(17年 10月-18年 6月)の連結経常利

益は前年同期比35.6％増の 7.5億円に拡大し、通期計画の 10億円に対する進捗率は 75.1％

に達したものの、4年平均の 79.9％を下回った。 

会社側が発表した第 3 四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づく試算では、7-9 月

期(4Q)の連結経常利益は前年同期比 3.9％減の 2.4億円に減る計算になる。 

直近 3ヵ月の実績である 4-6月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比 37.1％増の 2.6億円に

拡大し、売上営業利益率は前年同期の 17.3％→19.3％に上昇した。 

 

■決算発表予定日  2018/11/07 

 

■ポイント 

同社らを開発共同提案者としたグループが、新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）

が実施するプロジェクト「高効率・高速処理を可能とするＡＩチップ・次世代コンピューティング

の技術開発」の研究開発項目の１つである「次世代コンピューティング技術の開発」に採択さ

れたと発表。 

採択件名は「イジングマシン共通ソフトウェア基盤の研究開発」で、早稲田大学を代表事業者

（研究開発責任者理工学術院戸川望教授）とし、東京工業大学、国立情報学研究所（ＮＩＩ）、

産業総合技術研究所（産総研）、豊田通商<8015>および同社の６機関が参画。事業期間は

18 年度から 22 年度までで、早稲田大学の共同実施先としてＮＥＣ<6701>もプロジェクトに参

画するとしている。 

https://www.fixstars.com/ja/
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