
2016年は日銀のマイナス金利、EUにおけるブレクジット、アメリカのトランプ大統領誕生と
波乱の多い年となりました。不安定な世界情勢が続く中、想定外の出来事というのは、私たちが
考える以上に起こり得るという事を学びました。今年も不安定な世界情勢は続くものと思われ
ますが、それは大きな時代の転換点に立っていることの現れなのかもしれません。日本国内では、
過重労働や粉飾など大手企業の不祥事が目立ち、日本企業を含め社会全体が抱える構造そのもの
が時代変化について行けず劣化を起こし苦しんでいるように見えます。
しかし、そうした混迷の時にも、目を凝らせば次世代へと繋がる希望の種も多く見つけられる
はずです。変化する事を恐れず、また、日本人が本来持つはずの、利他的で長期的な視点に
立って世界を見渡せば、大きな未来が切り開かれると思います。そして、この現代で私たちは
投資活動を通じて、どのような行動がとれるでしょうか。
そこで、一つの方法を提案してみようと思います。AI による投資や高速取引など人間がとても
及ばないような手法が市場に広がっていますが、今こそ投資の原点に立ち返ってみてはどうで
しょうか。長期、割安バリュー株への投資です。時価総額が正味流動資産割れしている銘柄から、
安定したインカムゲインを確保しつつ、中長期的なキャピタルゲインの成長も見込める企業を
ピックアップし、架空のファンドを組成しました。
まず 1 つ目に、今後数年大規模な設備更新が続き、需要の拡大を見込む公益関連事業を行う
オリジナル設計選びました。安全性、成長性を考え最も組入比率を大きく取っています。２つ目
には業績もここ 10 年安定していて、株価の変動が少ないエーワン精密を組み込んでいます。
万が一リーマンショック級の金融危機が起こっても、長期的に耐えることができる財務基盤
を持っており、配当も安定継続される事と思われます。3 つ目は、SECカーボンです。この銘柄は
循環資源株で、アルミ価格の動向次第ですが、トランプ氏の当選以降アルミ価格の急激な上昇が
みられます。ひょっとすると１０数年振りの転換期なのかもしれません。現在は赤字幅を拡大
している為にリスクが最も大きいと考えられ、他の２銘柄よりは少し比率を少なめにしています
が、上昇気流に乗ると最も値幅が出る銘柄だと思われます。

SMALL CAP STABLE VALUE FOUND
スモールキャップ・ステイアブルバリュー・ファンド

組み入れ銘柄
オリジナル設計　900 株 　38%
エーワン精密　     200 株 　35%
SEC カーボン     　1000 株    25%
現    金                                   　2%

＊このファンドの銘柄選定にあたって、下記の書籍を参考にしました。
　「賢明なる投資家 / ベンジャミン・グレアム」(パンローリング )
　「バフェットの銘柄選択術 / メアリー・バフェット , デビッド・クラーク」
　         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(日本経済新聞出版社 )　「株の法則 / ピーター・リンチ」 ( ダイヤモンド社 )

買 付 単 位　     1 口 100 万円 年間配当額　 27,200 円
配当利回り 　2.72%



株価情報
　株価 /424 円　　配当 /8 円 　　利回り /1.9%
　10 年平均 PER　18.56 倍
　今期予想 PER　8.59 倍
　株価 /NCAV 比率　79.36%

主な事業内容
　・上下水道、工業用水、農業用水、雨水に関する調査、設計、施工監理
　・建築物、構造物及び地域の省エネルギー並びに風力・太陽光等の代替エネルギー事業化に関する
　　コンサルティング業務
　・上下水道・工業用水施設維持管理に関する支援業務並びにそのコンピュータソフトウェア・ハードウェア
　 の販売及びリース
　・浄化機能水、酵素製剤の販売及びコンサルティング業務

財務分析
　直近の四半期決算によると、流動資産49億 5千万円のうち現金及び預金が39億 8千万円が計上されています。
　一方流動負債は 10 億 8 千万円が計上されています。29 億円のキャッシュが手元に残る計算で、期中平均の
　株式数 6668 万株で割ると、一株あたりの余剰現金は 433 円程度となります。現在足元の株価は 420 円前後
　と、負債を差し引いた余剰現金を、5%ほど割り込んだ水準となっています。また、流動資産から負債合計を
　差し引いた正味流動資産も 35 億 7 千万円と時価総額の 33 億 2 千万円を大きく上回っています。固い財務
　基盤、厚い資本状況から見ると現在の株価水準はかなり割安だと判断されると思います。

業績分析
　業績の推移を見ると、2006 年 12 月期に 11 億円 (EPS-149.44 円 ) の最終赤字を計上して底をつけると、毎年
　少しずつ赤字幅を縮小、2012 年には大幅な経営陣の刷新もあり 2013 年 12 月期より黒字転換しています。
　2015 年 12 月期まで 5 年連続で増収を記録しています。2017 年 2 月に発表予定の、2016 年 12 月期の本決算
　では 6 年連続となる増収が見込まれているものの、人件費や法人税等の支払いの増加の為、営業利益、
　経常利益、当期利益いずれも減益の予想となっています。(* 詳細追記 1)

外部動向
　内閣府は国内におよそ 130 兆円の上下水道の資産があるとしています。現在では上下水道とも既に高い
　普及率の為に新設需要は減少傾向ですが、高度成長期に急速に整備された上下水道施設は、毎年大量に更新
　していく必要があります。(* 詳細追記 2)

目標株価
　短期的には 2014 年につけた高値である 625 円、さらに資産の増加状況、キャッシュフローの成長率を見て
　中長期 5 年～10 年では 900 円をターゲットと考えます。

　*詳細追記 1 … 2012 年の経営陣の刷新により、20%台前半だった粗利率は 30%台になり、販管費率も 20%台後半から
　　20%台前半へと大幅に経営効率が改善されています。これらの改革により現在は営業利益率も 10%前後と同業他社
　　( NJS 7%) と比較しても安定した経営が行われています。

　*詳細追記 2 … 政府は地方自治体が手掛ける水道事業への企業の参入を促すため、2017 年に水道法を改正します。
　 民間の新規参入も含めて市場が活性化されるものと思われます。長年の実績と、小規模の企業の強みを活かした小回
　 りの効いたサービスを提供する事で、今後も順調に事業を拡大するものと思われます。

オリジナル設計
本社 / 東京都渋谷区　設立 / 昭和 37 年　コード　4642

https : // www.oec-solution.co.jp/



株価情報
　株価 /1769 円　　配当 /50 円　　利回り /2.84%
　10 年平均 PER　13.44 倍
　今期予想 PER　10.98 倍
　株価 /NCAV 比率　85.14%

主な営業品目
　・各種コレットチャック・ガイドブッシュ
　・各種切削工具再研磨・特殊工具製作
　・各種専用機及び自動旋盤用カム

財務分析
　直近の四半期決算によると、流動資産 55 億 9 千万円のうち現金及び預金が 49 億 7 千万円が計上されています。
　一方 6 億 1 千万円が負債総額として計上されています。43 億 6 千万円のキャッシュと 23 億円分の固定資産
　がまるまる手元に残る計算です。期中平均の株式数 240 万株で割ると、一株あたり 1816 円の余剰現金と
　958 円分の固定資産を保有している事になります。現在の株価水準は資産の面から大幅に割安だと言えます。

業績分析
　業績の推移を見ると、2007 年に過去最高の売り上げを記録した後、リーマンショックにより売り上げを落と
　しましたが、2009 年以降は順調に業績を拡大しています。前期は投資有価証券の売却益があったために、
　今期は純利益は前期比で 30% ほどの減益となっていますが、本業は順調で固定費などの削減もされていて、
　経常利益、営業利益、売上高いずれも増額を予想しています。特筆すべきは、利益率の高さで直近では 27%
　を超える営業利益率となっています。ROIC も 10% 超えていて、投下資本に対して着実に売り上げをあげて
　いる事が伺えます。

その他
　エーワン精密は、業界でも高シェアを誇っていて、短納期の受注も多く受けており、高付加価値で利益率の
　高い事業で安定した業績を継続しています。在庫も少なく、理想的な経営と言えるのではないでしょうか。
　余剰資金を使った、先行投資をもう少し行っても良いと思われます。その辺りの資金の使用先など今後も
　注視したいと思います。会社の決算説明資料でも細かい分析が行われています。分かりやすく、とても親切
　な資料で個人投資家にも有益な情報が多く掲載されています。

目標株価
　業績の安定性、資産の増加率などをみて、今後 10 年内の目標株価を 3000 円としたいと思います。
　BPS が 1 倍程度まで評価されれば 4000 円前後までは射程範囲内だと思われます。

エーワン精密
本社 / 東京都府中市　設立 / 昭和 40 年　コード /6156

http : // www.a-one-seimitsu.co. jp /



株価情報
　株価 /260 円　　配当 /10 円　　利回り /3.85%
　10 年平均 PER　15.03 倍
　今期予想 PER　- 倍
　株価 /NCAV 比率　90.49%

主な営業品目
　・アルミニウム製錬用カソードブロック SK-B
　・人造黒鉛電極
　・特殊炭素製品
　・ファインパウダー

財務分析
　直近の四半期決算によると、流動資産 169 億 5 千万円が計上されています。一方 51 億 6 千万円が負債総額
　で計上されています。これは 117 億 9 千万円が正味流動資産になる計算です。一株あたり 287 円の正味流動
　資産を保有していることを考えると、現在の株価水準は割安だと言えます。

業績分析
　過去 10 年の業績の推移を見ると、2008 年以降は右肩下がりとなっていて、2016 年 3 月期には赤字に転落
　し、今期はさらに赤字幅の拡大が見込まれています。ところが、アメリカの著名投資家ピーター・リンチは
　資源などの循環株についてこのように言及しています。「アルミ、鉄鋼、製紙、自動車、化学、空運といった
　セクターの株価が景気の変動に伴って上下することはよく知られており、季節の巡りと同じくらい確実な現象
　でもあるからだ。  ～中略～  株式投資では、PER が低いことは良いことだと見なされるケースがほとんどだが、
　循環株はそうではない。逆に、PER が高いことは悪いことだと見なされるケースがほとんどだが、循環株では
　これが朗報かもしれない。高 PER は業績の低迷期が終わりつつあり程なく改善に向かうことが多いのだ。」

外部環境
　アルミを精錬する為の電極用炭素材では、世界シェア 4 割超を誇ります。アルミ価格の変動が業績を大きく
　左右します。この 10 年アルミ相場は、中国の生産増加の影響を受けて下落傾向にあります。手元に記録の
　ある1984年以降だと、アルミ相場とSECカーボンの株価は概ね連動した動きとなっています。(＊別紙グラフ1 )
　昨年 11 月末に公開された住友商事グローバルリサーチによると、中国のアルミ市場に変化が見られるとの事
　で、トランプ氏当選以降の LME・アルミ価格も急上昇を見せています。(＊別紙グラフ 2) また、アルミの
　精錬に必要な石炭価格も昨年半ばまでには概ね大底を打ったという見解が示されています。
　また、リチウムイオン電池を超えるエネルギーとしてアルミニウム電池もにわかに注目を集めています。
　排ガスの浄化向けや次世代電池用の特殊炭素製品の開発も進められていて、今後市場の注目を集める機会が
　あるかもしれません。

目標株価
　アルミ相場次第だと思われますが、このままアルミ価格が上昇を続けると、5 年以内に 2000 円という大相場
　もあるかもしれません。

SEC カーボン株式会社
本社 / 兵庫県尼崎市　設立 / 昭和 9 年　コード / 5304

http://sec-carbon.com/
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グラフ１　アルミニウム価格の推移

グラフ２　SEC カーボンとアルミ価格


