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マカオ・レジェンドへの出資と 14.3期 1Qの概況について(Long継続) 

福永大悟, Analyst 

 

株価 14.72香港ドル(7/30、186円相当) 時価総額 1,382億円相当 

為替レート(7/30)：12.64円/香港ドル 

予想 PER：14.3期：ARJ予想 7.8倍 

     15.3期：ARJ予想 7.4倍 

     16.3期：ARJ予想 6.5倍 

実績 PBR：13.3期：1.11倍 

配当利回り：14.3期：ARJ予想 7.0％ 

実績ネットキャッシュ：13.3期末：358億円 

 

●株価の考え 

 直近の重要ニュースは以下の 2つ。 

①マカオのカジノ運営会社マカオ・レジェンドが香港市場に上場、当社は約 35億円を出資 

②14.3期 1Qにおける貸玉収入および遊技業収入(店舗粗利、PL上の売上高)を開示 

 

 このうち①は 7月の株価の急騰要因となった一方、25日に発表された②はややネガティブ材料視された印象である。

しかし②について ARJでは、足元の数字の弱さよりも、ゆったり館業態の新店舗の立ち上がりが想定以上に強い点を

よりポジティブに捉えている。株価は一時の過熱感が消えて再び割安感が強くなってきた。投資判断はロング継続と

する。 

 

●マカオ・レジェンドへの出資 

 マカオのカジノ大手であるマカオ・レジェンドが 7月、香港市場に上場したが、当社は 2％弱を出資している(約 35

億円)。この出資は当社にとってはカジノビジネスに参入していく上での橋頭保的な意味合いが強く、キャピタルゲイ

ンを目的としたものではない。出資比率が低いため、業績に影響を及ぼすのは売却の際の損益のみだが、短期的にそ

の動きが発生する可能性は低い。 

 

 しかし、当社はこれを契機に他のカジノ運営会社への出資も検討していくものと思われる。また、カジノ解禁後が

期待される日本での事業展開も視野に入れていると見られる。ただし、当社のカジノ関連ビジネスがどの程度の収益

貢献をもたらすかを現時点で業績予想に織り込むことは難しい。時間軸も 2～3年というより 5年程度のスパンで考え

たほうがいいだろう。ただし、その最初の一歩を踏み出すことができたという意味で、決して小さいニュースではな

い。株価の反応はやや過剰だった印象ではあるが、長期的な期待値が当社のバリュエーションの修正要因として作用

したと捉えている。 

 

 

 



 

2 
 

 
  
 

ﾀﾞｲﾅﾑｼﾞｬﾊﾟﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(HK06889) 
ARJ ANALYST REPORT 

July 31, 2013 ADVANCED RESEARCH JAPAN 

FLASH 

●14.3期 1Qの概況 

貸玉収入：+0.3％ 

 うち既存ダイナム店：-6.8％、ゆったり館：+37.5％ 

遊技業収入(店舗粗利)：-1.3％ 

 うち既存ダイナム店：-6.1％、ゆったり館：+15.4％ 

 

 総店舗数が増えている(7店舗増)にも関わらず、遊技業収入(店舗粗利)は微減となった。収益性の高い 4円パチンコ

を主体とする既存ダイナム店の苦戦を 1円パチンコ業態であるゆったり館の好調ではカバーできなかったためである。

また、ゆったり館における貸玉収入と店舗粗利のギャップを見ると、客足は好調で賑わっていたものの、出玉を緩く

して店舗粗利を犠牲にした結果だったことも伺える。こうした点が投資家にはネガティブ材料と映ったのかもしれな

い。 

 

 ただし、単純計算で店舗あたりの遊技業収入(店舗粗利)を見ると、既存ダイナム店：-5.1％(2店舗減)、ゆったり館：

+1.1％(19店舗増)。ゆったり館については、特に年度末に新規出店や業態変更で店舗数が急増したという状況を考え

ると、新店舗の立ち上がりは非常に順調と言える。ゆったり館業態が当社の中長期的な成長戦略のカギであるため、

この点で ARJとしてはポジティブに受けとめている。 

 

 また、利益面は開示されていないものの、機械費用や店舗運営費の抑制はできており、店舗粗利が若干弱くても利

益は前年並みの水準が確保できている模様。加えて、香港ドル円の為替レートが 3月末に比べても円安に振れている

ため、現状であれば 13.3期のように為替差益がその他収入として発生していると推測される。前年に 6億円ほど発生

した上場関連費用も消えることを考えると、利益面での懸念は小さいと言えるだろう。 
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レポートの内容についてのお問い合わせは、下記セールスチームまでよろしくお願いいた

します。 

 

東京   メールアドレス   電話番号 

大熊敏夫  toshio-ohkuma@ar-j.jp  03-5649-8322 
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アナリストによる証明 

 

本レポート表紙に記載されたアナリストは、本レポートで述べられている内容が、分析対

象銘柄の発行企業及びその証券に関するアナリスト個人の見解を正確に反映したものであ

ることをここに証明いたします。また、当該アナリストは、過去・現在・将来にわたり、

本レポート内で特定の判断もしくは見解を表明する見返りとして、直接又は間接的に報酬

を一切受領しておらず、受領する予定もないことをここに証明いたします。 

 

利益相反に関する開示事項 

 

株式会社 ARJ インベストメンツ（以下「ARJ」）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 ARJ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 ARJと本レポートの対象会社との間には、重大な利益相反の関係は

ありません。 

 

免責事項 

 

当社の発行するレポート等はお客様への情報提供のみを目的としています。これらレポー

ト等は信頼できると思われる現在の公開情報に基づいて作成されていますが、当社はその

正確性、完全性に関する責任を負いません。当社はレポート等の情報を合理的な範囲で更

新していますが、変則的な間隔を置いて発行しているため、最新の情報と乖離している場

合があります。 

 

当社の発行するレポート等は、有価証券の売却もしくは購入を勧めるものではありません。

また、これらレポート等は、特定の投資目的、財務状況、もしくは要望を考慮したもので

もありません。配信される情報や分析、報道に関しては綿密な取材、調査に基づいたもの

であるものの、その正確性、信頼性、迅速性を当社が保証するものではありません。誤字、

脱字などによる単純な表記ミスなどの理由による場合も含め、何らかの理由により誤りで

ある可能性もあります。当社及び当社の発行するレポートを提供する如何なる関係者も、

視聴者及び利用者の有価証券及び金融商品の売買により生じた如何なる損失、費用の責任

を負わず、損害賠償に応じません。十分ご注意いただくようお願いいたします。 

レーティングシステム 

 

個別銘柄に対する株価判断（レーティング）の定義 

 

新規 Long：  新規に買いを推奨 

新規 Short:  新規に売りを推奨 

継続 Long： 新規の買いで推奨中、継続して買いを推奨 

継続 Short： 新規の売りで推奨中、継続して売りを推奨 

ポジション・クローズ（Long/Short）： 

買いの推奨、又は、売りの推奨に対する反対売買の推奨   

印象ポジティブ：  

印象はポジティブだが、直ちに買いの推奨をするものではない 

印象ネガティブ： 

印象はネガティブだが、直ちに売りの推奨をするものではない 

投資判断見送り：  

レポート発行時点においては、買い、又は、売りの推奨をしない  

 

 

目標株価が記載されている場合、対象レポートの種類により、下記の投資対象期間を想定

し、目標株価を設定しています。 

 

Research Report： ６～１２カ月 

Sales Note：  ６カ月以内 

ARJ Daily：  ６ヶ月以内 

 

尚、相場環境の変化、及び対象事業会社の動向を考慮し、株価の変動要素となりうる事象

が上記投資対象期間に含まれないと思われる場合には、別途、レポート本文中に、その旨

を明記する。  

 

発行人: 103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-7-10 DOLL-3 8F  

株式会社 ARJインベストメンツ 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 1028 号 

当社の発行するレポート等はお客様への情報提供のみを目的としています。これらレポート等は信頼でき

ると思われる現在の公開情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性に関する責任を

負いません。当社はレポート等の情報を合理的な範囲で更新していますが、変則的な間隔を置いて発行し

ているため、最新の情報と乖離している場合があります。 

 

当社の発行するレポート等は、有価証券の売却もしくは購入を勧めるものではありません。また、これら

レポート等は、機関投資家向けに発行されるもので、特定の投資目的、財務状況、もしくは要望を考慮し

たものでもありません。配信される情報や分析、報道に関しては綿密な取材、調査に基づいたものである

ものの、その正確性、信頼性、迅速性を当社が保証するものではありません。誤字、脱字などによる単純

な表記ミスなどの理由による場合も含め、何らかの理由により誤りである可能性もあります。当社及び当

社の発行するレポートを提供する如何なる関係者も、視聴者及び利用者の有価証券及び金融商品の売買に

より生じた如何なる損失、費用の責任を負わず、損害賠償に応じません。十分ご注意いただくようお願い

いたします。 

 

本レポートの作成者は本レポートの対象会社と重大な利益相反の関係にはありません。 

 

発行人: 103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-7-10 DOLL-3 8F  

株式会社 ARJ インベストメンツ 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 1028 号 

 

This report is for information purpose only and is based on current public information that we consider 

reliable, but we do not represent it is accurate or complete, and it should not be relied on as such. 

Although we seek to update our research as appropriate, the contents may be different from the most 

recent fact as the report is published at irregular intervals as appropriate.  

 

This research is not an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security in any jurisdiction 

where such an offer or solicitation would be illegal. It does not constitute a personal recommendation or 

take into account the particular investment objectives, financial situations, or needs of individual clients. 

The price and value of investments referred to in this research and the income from them may fluctuate. 

Past performance is not a guide to future performance, future returns are not guaranteed, and a loss of 

original capital may occur.  

 

The author of this report is not in relation of serious conflict of interest with the reported company. 

 

Issuer:  

ARJ Investments Co., Ltd.   

8F DOLL-3 3-7-10 Nihonbashi Ningyo-cho Chuo-ku Tokyo Japan 103-0013  

Financial instruments firm 

the Director General of the Kanto Regional Financial Bureau(Financial Instruments and Exchange Act) 

No.1028 

 

U.K. and European Economic Area (EEA): Unless specified to the contrary, issued and approved for 

distribution in the U.K. and the EEA by ARJ (Europe) Limited. Investment research issued by ARJ 

(Europe) Limited has been prepared in accordance with ARJ (Europe) Limited’s policies for managing 

conflicts of interest arising as a result of publication and distribution of investment research. This report 

has been issued in the U.K. only to persons of a kind described in Article 19 (5), 38, 47 and 49 of the 

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (all such persons being 

referred to as "relevant persons"). This document must not be acted on or relied on by persons who are 

not relevant persons. Any investment or investment activity to which this document relates is only 

available to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. In other EEA countries, 

the report has been issued to persons regarded as professional investors (or equivalent) in their home 

jurisdiction.  

ARJ Sales Contact 

 

TOKYO       

Toshio Ohkuma  toshio-ohkuma@ar-j.jp  +81-3-5649-8322 

Ikuhiro Yamada  iyamada@ar-j.jp   +81-3-5649-8322 

Shusaku Saito  ssaito@ar-j.jp   +81-3-5649-8322 

Yoshie Nakao  yoshie.nakao@ar-j.jp  +81-3-5649-8322 

 

LONDON 

Yumi Yamamoto  yumi.yamamoto@ar-j.jp  +44-20-7268-3361 

 

NEW YORK 

Chris Dodson  cdodson@agco.com  +1-212-453-3541 

 

 

 

レポートの内容についてのお問い合わせは、下記セールスチームまでよろしくお願いいた

します。 

 

東京   メールアドレス   電話番号 

大熊敏夫  toshio-ohkuma@ar-j.jp  03-5649-8322 

山田育弘  iyamada@ar-j.jp   03-5649-8322 

斎藤宗作  ssaito@ar-j.jp   03-5649-8322 

中尾佳枝  yoshie.nakao@ar-j.jp  03-5649-8322 

 

ロンドン 

山本由美  yumi.yamamoto@ar-j.jp  +44-20-7268-3361 

 

ニューヨーク 

クリス・ドドソン chris.dodson@ar-j.jp  +1-212-453-3541 



アナリストによる証明 

 

本レポート表紙に記載されたアナリストは、本レポートで述べられている内容が、分析対

象銘柄の発行企業及びその証券に関するアナリスト個人の見解を正確に反映したものであ

ることをここに証明いたします。また、当該アナリストは、過去・現在・将来にわたり、

本レポート内で特定の判断もしくは見解を表明する見返りとして、直接又は間接的に報酬

を一切受領しておらず、受領する予定もないことをここに証明いたします。 

 

利益相反に関する開示事項 

 

株式会社 ARJ インベストメンツ（以下「ARJ」）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 ARJ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 ARJと本レポートの対象会社との間には、重大な利益相反の関係は

ありません。 

 

免責事項 

 

当社の発行するレポート等はお客様への情報提供のみを目的としています。これらレポー

ト等は信頼できると思われる現在の公開情報に基づいて作成されていますが、当社はその

正確性、完全性に関する責任を負いません。当社はレポート等の情報を合理的な範囲で更

新していますが、変則的な間隔を置いて発行しているため、最新の情報と乖離している場

合があります。 

 

当社の発行するレポート等は、有価証券の売却もしくは購入を勧めるものではありません。

また、これらレポート等は、特定の投資目的、財務状況、もしくは要望を考慮したもので

もありません。配信される情報や分析、報道に関しては綿密な取材、調査に基づいたもの

であるものの、その正確性、信頼性、迅速性を当社が保証するものではありません。誤字、

脱字などによる単純な表記ミスなどの理由による場合も含め、何らかの理由により誤りで

ある可能性もあります。当社及び当社の発行するレポートを提供する如何なる関係者も、

視聴者及び利用者の有価証券及び金融商品の売買により生じた如何なる損失、費用の責任

を負わず、損害賠償に応じません。十分ご注意いただくようお願いいたします。 

レーティングシステム 

 

個別銘柄に対する株価判断（レーティング）の定義 

 

新規 Long：  新規に買いを推奨 

新規 Short:  新規に売りを推奨 

継続 Long： 新規の買いで推奨中、継続して買いを推奨 

継続 Short： 新規の売りで推奨中、継続して売りを推奨 

ポジション・クローズ（Long/Short）： 

買いの推奨、又は、売りの推奨に対する反対売買の推奨   

印象ポジティブ：  

印象はポジティブだが、直ちに買いの推奨をするものではない 

印象ネガティブ： 

印象はネガティブだが、直ちに売りの推奨をするものではない 

投資判断見送り：  

レポート発行時点においては、買い、又は、売りの推奨をしない  

 

 

目標株価が記載されている場合、対象レポートの種類により、下記の投資対象期間を想定

し、目標株価を設定しています。 

 

Research Report： ６～１２カ月 

Sales Note：  ６カ月以内 

ARJ Daily：  ６ヶ月以内 

 

尚、相場環境の変化、及び対象事業会社の動向を考慮し、株価の変動要素となりうる事象

が上記投資対象期間に含まれないと思われる場合には、別途、レポート本文中に、その旨

を明記する。  

 

発行人: 103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-7-10 DOLL-3 8F  

株式会社 ARJインベストメンツ 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 1028 号 

当社の発行するレポート等はお客様への情報提供のみを目的としています。これらレポート等は信頼でき

ると思われる現在の公開情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性に関する責任を

負いません。当社はレポート等の情報を合理的な範囲で更新していますが、変則的な間隔を置いて発行し

ているため、最新の情報と乖離している場合があります。 

 

当社の発行するレポート等は、有価証券の売却もしくは購入を勧めるものではありません。また、これら

レポート等は、機関投資家向けに発行されるもので、特定の投資目的、財務状況、もしくは要望を考慮し

たものでもありません。配信される情報や分析、報道に関しては綿密な取材、調査に基づいたものである

ものの、その正確性、信頼性、迅速性を当社が保証するものではありません。誤字、脱字などによる単純

な表記ミスなどの理由による場合も含め、何らかの理由により誤りである可能性もあります。当社及び当

社の発行するレポートを提供する如何なる関係者も、視聴者及び利用者の有価証券及び金融商品の売買に

より生じた如何なる損失、費用の責任を負わず、損害賠償に応じません。十分ご注意いただくようお願い
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