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ストックボイス 

『バロンズ拾い読み』2017 年 4 月 3 日号 

2017 年 4 月 4 日（火）午後 10 時 13 分ごろから（スタジオ/電話) 

 

エグゼトラスト株式会社 

『バロンズ拾い読み』編集人 

川田重信 

  原稿要旨 

 

村田 

＊先週、月間、1Q 四半期のパフォーマンス振り返り  

＊先週と昨日(月曜日)： 

先週：すべての主要指数がプラス。オバマケア代替法案が事実上廃案に追い込まれたことを受けて 3

月 21日（火）にマーケットは大きく下落したが、その後は通常通りに極めて小幅の値動きに終始。 

昨日は日中の下げを縮小するも主要指数は小幅に下落で終了。 

＊3月月間： 

ナスダック総合を除けば、ダウ、S&P500指数 そして小型株のラッセル 2000はマイナス。 

＊年初来 

S&P500指数 が 5.53%の上昇、ナスダック総合は 9.82%。「トランプ相場の終焉！」はネガティブに

聞こえるが、第一四半期のパフォーマンスは極めて良好。とりわけナスダック総合やナスダック 100

のパフォーマンスが良好。 

 

3月 31日終了時点 
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4月 3日（月）現在 

 

トピックス 

＊トランプ相場終了？ただし年初来の株価パフォーマンスは全体的に良好。 

＊4月は年間で最も良好なパフォーマンスが期待できる時期 

＊トランプの政策もそれほど極端なものは期待できない、すなわち通常の相場環境が期待できる＝

企業業績と金利水準でぬるま湯（ゴルディロックス）相場？ 

＊世界経済の回復基調を背景に米国のグローバル企業への資金流入が続く？ 

＊『バロンズ拾い読み』：アンダーアーマー（UAA スポーツ用品）、カーマックス（KMX 中古車販

売）、ロウズ（LOW  ホームセンター）あたりの消費財関連の記事が目立つ。 

 

日経夕刊 4 月 1 日（土曜日）トランプ相場、息切れ ３月のＮＹ株、５カ月ぶり下落  

「トランプ相場」の息切れが鮮明。３月月間のダウ工業株 30 種平均は 149 ドル安と５カ月ぶりに下落。

昨年 11 月にトランプ氏が大統領に当選してから初めて月間でマイナス。 
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＊市場の期待 

リパトリエーション（リパトリ）税の導入。恩恵はハイテク株。 

ＩＴ企業の海外留保資金は時価総額の 10％超。金融を除いた米主要企業の５％強より多く、還流した資

金は自社株買いなどの原資。 

 

＊アップルは現金の約９割にあたる 2000 億ドル（約 22 兆 3000 億円）超を海外で保有し「2012 年以降

は年 300 億～400 億ドルの自社株買いを実施してきたが、リパトリ税で５％近い上振れが期待」 

 

『バロンズ拾い読み』4 月 3 日号 

5. The Trader トランプ銘柄は不調だったが、ハイテクが好調 【米国株式市場】 

第 1 四半期はトランプ相場の終わりとなったものの、世界経済の拡大が下支え  

■ けん引役の交替 

＊ダウ工業株 30 種平均は先週 0.3％高の 2 万 663 ドル 22 セント、四半期ベースでは 6 期連続の上昇と

なる 4.6％高。 

＊S&P500 指数は先週 0.8％上昇して 2362.72 となり、四半期では 5.5％の上昇。 

 

＊ナスダック総合指数は週間で 1.4％高、四半期ベースでは2013年以降で最高となる9.8％高の5911.74。 

 

＊11 月の大統領選挙以降に上昇した銘柄は、第 1 四半期の指数の上昇に貢献せず。 

資本財・サービスセクター（インフラ）は第 1 四半期の上昇率が 4％ 

金融セクター（規制緩和）は 2.1％。 

エネルギーは 7.3％下落。 

V.ハイテク株は 12％高、 

 

■ 投資家心理 

全米個人投資家協会（AAII）：強気比率 30.2％となり、年初から 16 ポイント低下。一方で弱気の比率は

37.4％と年初から 12.2 ポイント上昇。 

 

＊ヘルスケア法案が可決されない見通し→大きな下落がなかったのはなぜ？ 

＝3 月 21 日に S&P500 指数を 1.2％下落のみ。この 1.2％の値動きは、上下どちらであっても第 1 四半
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期に 1％以上動いた唯一の日であり、この少なさは 1995 年以来の出来事。 

 

相場を押し上げたのは 

＊市場へのトランプ大統領の影響力が減退、同時に世界経済の改善指標。先週発表の昨年 10-12 月期の

国内総生産（GDP）の成長率は 2.1％（予想 2％） 

 

コンファレンス・ボードが発表した消費者信頼感指数は 2000 年以来の高水準。世界の 84％の国で製造

業が拡大傾向にあり、これは 2014 年以来のこと。同氏は「世界経済の同時的な成長が、米大統領選挙の

勝者以上に影響を持ち始めた」と述べる。トランプ相場は終了したが、上昇基調は続きそうだ。 

 

『バロンズ拾い読み』4 月 3 日号 

7. The Market Lull That Refreshes 強気相場は小休止 【株式市場展望】 

3 月に強気相場は一服。強気派、弱気派にそれぞれの理由  

強気派、弱気派のそれぞれに理由 

＊S&P500 指数は 3 月 1 日の高値（2395）から下げ幅は 1.4％、6 四半期連続の上昇。落ち着き度合いは

1967 年以来で、指数の 1 日の変動幅は平均で 0.32％。 

＊ダウ工業株 30 種平均は 8 営業日連続で下落、その間の下げ幅は 1.9％＝調整？ではない。 

 

＊トランプ・トレードは減速も、大手ハイテクの株価上昇し、ナスダック総合指数は 2017 年で 21 回目

となる終値ベースでの高値更新。世界は同時的な景気回復を享受。 

 

■ 強気相場が長期化しても厳しい環境は続く 

「米国の労働者は製造業の雇用減少を貿易ではなく技術革新」。利用者が 5000 万人に達するのに要した

期間は、電話は 75 年だったが、フェイスブック（FB）はわずか 3.5 年。ハイテク企業大手が雇用する人

数は少ない。従業員 1 人当たりの時価総額は、フェイスブックが約 2180 万ドル（＝25 億円）、アップル

（AAPL）が 540 万ドル（6 億円）、フォード・モーター（F）はわずか 24 万 8000 ドル（3000 万円弱）

で FB の 90 分の１、アップルの 20 分の１。 

 

 

S&P500 指数セクター別パフォーマンス検証 （１Q 終了） 

年初来：S&P500 指数の 11 業種のセクター別パフォーマンスではハイテクセクターがトップ。2 番

目が一般消費財・サービスで 3 番目がヘルスケアで 4 番目が生活必要品。最下位の 11 番目はエネル

ギーで、その次に悪いのが電話・通信サービス。 

金融は年初来ではまだプラス（＋2.08%）だが、ここ 1 か月では一番下落率が大きい（マイナス 2.9%） 

先週 1 週間ではエネルギーが反発（＋2.21%）で下げたのは公益。 
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https://eresearch.fidelity.com/eresearch/markets_sectors/sectors/si_performance.jhtml?tab=siper

formance 

第一四半期のセクターパフォーマンス 

ハイテクのパフォーマンスは S&P500 指数 の 2 倍良好。 

https://eresearch.fidelity.com/eresearch/markets_sectors/sectors/si_performance.jhtml?tab=siperformance
https://eresearch.fidelity.com/eresearch/markets_sectors/sectors/si_performance.jhtml?tab=siperformance


 6 

 

ダウ銘柄のパフォーマンス： 

年初来の値上がり上位：アップルのトップは変わらずだが、次ビザ（＋13.91）。ボーイング、シス

コ。値上がりトップはエクソンでマイナス 9.14%。年初来でマイナスの銘柄は 6 銘柄でインテルも

 

Bespoke  

以下、参考情報 
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マイナス圏に。 

4 月 3 日（月）終了現在 年初来の下落銘柄が 8 銘柄になった 
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ゴールドマン・サックスは調整終了か？キャタピラーも横ばい 

 

  

バルカン・マテリアルズ（Vulcan Materials Company）建築骨材メーカー。主要製品は骨材、アス

ファルト混合物、コンクリート、セメント。→調整はいったん終了？ 
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4 月の季節性 

過去を振り返ると 3 月、4 月のパフォーマンスが良好。例えばダウは過去 20 年では平均 2.64％

上昇し、その上昇確率は 80％と 12 か月では上昇率も上昇確率も 1 年で 1 番高い。 

 

 

 

 



 10 

■ 今週の予定 

■ 今週の予定 

4 月 3 日（月） 

・ ニューヨーク連銀のダドリー総裁が同連銀主催のパネルディスカッションに参加。家計の借り入

れ、学生ローンの動向、持ち家比率について討論する。 

・ フィラデルフィア連銀のハーカー総裁がフィンテックについて講演。 

・ リッチモンド連銀のラッカー総裁が「『真正手形』から『大き過ぎてつぶせない』へ」と題した講

義を実施。 

 

4 月 4 日（火） 

・ FRB のタルーロ理事がプリンストン大学で講演。 

・ 中国、香港、インド、台湾の市場は休場。 

 

4 月 5 日（水） 

・ 3 月 ISM 非製造業景況指数発表。 

・ アトランタ連銀のロックハート前総裁が自身の在任期間に関するディスカッションを主催。 

・ 3 月連邦公開市場委員会（FOMC）の議事要旨が発表される。 

 

4 月 6 日（木） 

・ 中国の習近平国家主席がトランプ大統領とフロリダ州で会合。 

 

4 月 7 日（金） 

・ 3 月雇用統計発表。 

・ 連邦最高裁判事に指名されているニール・ゴーサッチ氏の承認投票が実施される。 

 

決算発表 

来週あたりから銀行の決算が始まり決算シーズンが本格化
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今週の個別銘柄 
1. Under Armour Stock Is Ready to Rebound リバウンドなるか 【アンダーアーマー】 

S&P500 指数構成企業最低のパフォーマンス、今後 1 年で 30％の上昇はあり得るか？  

2017/04/03  13:16  トムソンロイター  米アンダーアーマー株、今年 30％超上昇も＝

バロンズ  

 

［ニューヨーク ２日 ロイター］ - ２日付の米投資週刊紙バロンズは、米スポーツ衣料品大手

アンダーアーマー<UAA.N>の売上高が今後数年間で２桁台の伸びを示し、株価は今年３０％超上

昇する可能性があるとの見方を示した。  

同社が百貨店のコールズ<KSS.N>と１１００以上の店舗での販売提携を結んだことについて、販

売拡大の始まりになると指摘。ナイキ<NKE.N>、アディダス<ADSGn.DE>などの大手と異なり、

海外市場で売り上げを伸ばす余地が大きいと分析した。  

アンダーアーマーの売上高は過去６年以上、四半期平均が２０％のペースで急増している。しか

し北米における売り上げの減速と過剰在庫が嫌われ、株価はここ数カ月低迷している。  

バロンズは、同社株のバリュエーションが近い将来に過去の水準に戻ることはないが、市場の平

均並みに上昇するだけでも株価は３０％以上も上昇することになる、と指摘した。  

アンダーアーマー株の３１日終値は１９．７８ドルで、年初から３２％近く下落している。 

 

2017/04/03  13:01  トムソンロイター  米ロウズ、好業績見通しで株価は最低 20％上

昇も＝バロンズ  

 

■ 製品の人気が高いにもかかわらず、株式が嫌われるのはなぜか？ 
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全米大学体育協会（NCAA）の

男子バスケットボール・トーナ

メントの 4 強となったサウス

カロライナ大学のチームがフ

ァイナル・フォーで初めてスポ

ーツアパレルメーカーのアン

ダーアーマー（UAA）のユニ

フォームで登場する予定だ。こ

のような契約は一般の買い物

客にも好感を与え、消費者の人

気は高い。ところが、アンダー

アーマーの株価は、過去 1 年間

で 55％下落し、S&P500 指数

で最低のパフォーマンスだ。株

価のピークは 18 カ月前の 1 株

当たり 53 ドルで、最近は約 20

ドルになっている。上場は 2005 年の 11 月で、それ以降時価総額は 5 倍に、売上高は 17 倍になった。

一体なぜ、株式がこれほど嫌われているのだろうか。成長に伴う痛み、失策、小売り段階での混乱など

の理由はあるが、これまで割高過ぎたのが最大の理由だろう。 

 

過去 5 年間の予想株価収益率（PER）の平均は 50 倍以上

だった。実は、PER ベースでは現在もさほど割安になって

いるわけではない。というのも 1 年で利益予想が約半分に

減少したためだ。しかし売上高ベースで見ると、予想株価

売上高倍率（PSR）は約 1.6 倍で、これは過去 5 年間の平

均の半分程度で、ナイキ（NKE）に比べ 35％以上も割安だ。 

 

アンダーアーマーの売上高は、未開拓の市場が多く残され

ているため、2 桁台で伸びると見込まれる。逆張りで今株

を買うと、1 年で 30％上昇もあり得る。しかし、用心も必

要だ。30 年前のナイキも似たような不調に見舞われた。も

ちろん回復し、長期保有者には素晴らしい利益をもたらし

た。しかし、何年間も不調が継続した後のことだ。 

 

■ アンダーアーマーにはまだまだ伸び代がある 

創業者で最高経営責任者（CEO）のケビン・プランク氏は

自身がフットボールの選手で、汗を吸い込んで重くなる綿

の T シャツを何とかしたいと思っていた。アンダーアーマ

ーは、同氏のこの思いから始まった会社だ。祖母所有のタ

ウンハウスを事務所とし、化繊生地を仕入れて湿気を逃す

デザインのシャツを仕立屋に作らせて、大学のスポーツ選

手に配ったりしていた。最初の年の売上高は 1 万 7000 ド

ルだったが、3 年後には 100 万ドルを超えた。会社拡大の資金は、事業パートナーに出資を求めるので

はなく売上高と信用を利用し、会社に対する自身の支配力を維持している。1 年前に議決権なしの新株
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を発行したが、依然としてプランク氏の議決権ベースの出資比率は 65％だ。 

 

アンダーアーマーの売上高は約 50 億ドル、対するナイキは 340 億ドル、アディダス（ADS.ドイツ）は

210 億ドルだが、アンダーアーマーには伸び代が豊富にある。靴は売上高の 21％を占めるが、ナイキは

61％、アディダスは 21％だ。海外の売上高は 16％だが、ナイキは約半分、アディダスは 80％だ。また、

婦人服や、いわゆるライフスタイルアパレルでも比較的規模が小さい。 

 

デザインの失敗もあった。バスケットボールのゴールデンステート・ウォリアーズのステフェン・カリ

ー選手にちなんだ白の「カリー2」のスニーカーは、ツイッターやテレビのトークショーであざ笑いの対

象となった。そういえ

ば、2007 年のナイキの

バスケットボールシュ

ーズ「レブロン 5」が、

登山靴のようだとあざ

けられ、2001 年のアデ

ィダスの「コービー2」

は最高に醜いと言われ

たこともあった。 

 

カリー2 はさておき、ア

ンダーアーマーの靴の

売上高は 1 年で 36％増

加した。海外での売上

高も低いベースからだ

が 55％増加した。しか

し、これらは米国での

アパレルの伸びの鈍化

を埋め合わせるには不

十分だった。 

 

■ 強気派の意見 

ジェフリーズのアナリ

スト、ランダル・コー

ニック氏は最近アンダ

ーアーマーの投資判断

を買いに、目標株価を

27 ドルに引き上げた。

ジェフリーズの消費者

調査によるブランドの

人気は高い。昨年の株

価下落の理由は、アデ

ィダスのシェア拡大だ

と同氏はみており、こ

の傾向のピークは過ぎ、

アンダーアーマーが今
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後成長を加速させる態勢にあるという。ところが、市場のセンチメントは極めてネガティブで、売買可

能株式の約 4 分の 1 の空売り残高があり、S&P500 指数構成銘柄で最悪の割合となっている。 

 

また、スポーツオーソリティやスポーツ・シャレーの破たんなど大手スポーツ用品チェーン店の破たん

も株価下落の要因だ。アマゾン・ドット・コム（AMZN）やディックス・スポーティング・グッズ（DKS）

での売り上げは増えたものの全て回復したわけではなく、メーカー在庫も増えた。 

 

CEO のプランク氏は 2 月のテレビインタビューで、トランプ大統領を「米国の真の資産」と呼び、カリ

ー選手などのビジネスの協力者の反感を招いた。この発言を受けて、投資判断を引き下げたアナリスト

もいる。サスケハナ・フィナンシャル・グループのサム・ポーザー氏だ。「このような異論を呼ぶ発言は、

クールで都会的なライフスタイルブランドを構築するのを困難にする」という理由だった。プランク氏

はその後 USA トゥデー紙に、移民、権利の平等などを支持するという旨の全面広告を載せた。 

 

■ 懸念材料 

ポーザー氏は、デパートチェーンのコール

ズ（KSS）での品ぞろえがディックスと予

想以上に重なっており、コールズで最近ア

ンダーアーマーの製品を 25％値引き販売

していることを懸念する。古くからのパー

トナーとの関係のためにも、商品のセグメ

ント化にはもっと気を配る必要があるだ

ろう。また、今年の報告書にはこれまでな

かった靴の返品が計上されており、商品の

取り扱いに不慣れな様子がうかがえる。 

 

野村ホールディングス傘下のインスティ

ネットのシメオン・シーゲルズ氏も弱気派

だ。スポーツ用品メーカーはスポンサー契

約でも競争が激しい。アンダーアーマーの

支援するチームがファイナル・フォーに勝

ち進んだ理由の一つは、68 チーム中 12 チ

ームのスポンサーになっているからでも

ある。サウスカロライナ大学との 10 年契約は 7150 万ドルだったが、今年の利益が 1 億 8800 万ドルの

企業にはかなりの金額だ。それでも、昨年、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）と結んだ 15

年で 2 億 8000 万ドルよりは安い。投資家は、急成長のための旺盛な支出をいつまでも快くは思ってい

ないようだ。 

 

明るい点は、ナイキのような回復の例があることだ。ナイキを 30 年間保有した投資家は、年平均 21.2％

のリターンを得た（S&P500 指数は 9.9％）。1980 年代半ばには、今日のアンダーアーマーのようにな

っていた時もある。回復までには 4 年かかったが、その後靴の急成長やアパレルでの成長継続、海外市

場の拡大などが実現した。 

 

プランク氏には、ナイキという手本がある点が有利に働く。急速に拡大した大企業を切り盛りできれば、

ナイキよりも早く回復する可能性はある。リスクは、低調な決算の時期が長引くことだ。また、過去の

ような PSR にすぐに戻るわけではないが、売上高が 2018 年予想の 61 億ドルに近付き、市場と同水準
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の PSR になるだけでも 1 年で 30％の上昇はあり得る。 

 

■ クラス C 株式を推奨 

株式を購入したい投資家のためには、1 株につき議決権が 1 票付いているクラス A（UAA）と、議決権

なしのクラス C（UA）の 2 種類がある。クラス B もあるが、これは 1 株につき議決権が 10 票で、プラ

ンク氏が保有している。クラス C は、最近はクラス A に比べて約 1.5 ドルのディスカウントだが、議決

権がないだけで、経済的受益に違いはない。ちなみにティッカーは昨年 12 月に UA.C から UA に変更

された。プランク氏は従業員のインセンティブにクラス C を使用する計画のため、2 種類の株式の間の

価格差を縮めたいと思っている。プランク氏が議決権ベースでの支配力を堅持しているため、たとえ議

決権が付いていても、もともと株主に大きな発言力はない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amazon.com Inc. (AMZN) Dick's Sporting Goods Inc. (DKS)  
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By JACK HOUGH 

 (Source: Dow Jones) 

 

4. Lowe’s Shares Could Rise 20% or More 株価に 20％以上の上昇余地 【ロウズ】 

好調な見通しのホームセンター大手 2 社、ロウズに期待大  

 

■ アマゾン・ドット・コムの攻勢に負けないホームセンター業界 

米国ホームセンター業界を実質的に支配するホーム・デポ（HD）とロウ

ズ（LOW）の見通しは、アマゾン・ドット・コム（AMZN）の攻勢を受

けて低迷する小売部門の中で、例外的に明るいものとなっている。 

 

2 社とも魅力的だが、選ぶならより株価収益率（PER）が低く、今期の利

益成長見通しが高く、利益率を改善する余地も大きいロウズの方だろう。

同社の直近の株価は 82 ドル、2018 年 1 月期の予想 PER は 18 倍弱とな

っている。一方ホーム・デポの株価は 147 ドル、予想 PER は 20.4 倍だ。

ロウズの株価は過去 3 年にわたってホーム・デポをアンダーパフォーム

している。 

 

「アマゾンが進出する商品カテゴリーのリストの中で、ホームセンター

の優先順位は低い」と、ロウズを保有するヘッジファンドのインクライ

ン・グローバル・マネジメントで最高経営責任者（CEO）兼ポー

トフォリオマネジャーを務めるジェフ・リグネッリ氏は述べる。

同氏はロウズの株価が今後 1 年で 100 ドルに達し得ると考えている。 

 

ロウズやホーム・デポが販売する商品は、建材、工具、カーペット、塗料、園芸用品などで、かさばる

ため送料を安く抑えるのが難しいものが多い。ロウズの売上高の 3 割、ホーム・デポの売上高の推定 4

割をもたらす専門の請負業者は、必要なものを店舗ですぐ入手することを好む。一方、DIY 目的の消費

者は購入前にアドバイスを受け、商品を実際に手に取って確認したいと考える傾向がある。オンライン

［ニューヨーク ２日 ロイター］ - 米ホームセンター大手ロウズ<LOW.N>は、今年の予想利

益の伸びが上向いていることや、利益率の改善余地が広がっていることから、株価が２０％ない

しそれ以上の幅で上昇する可能性がある──。２日付の米金融専門紙バロンズがこうした見方を

示した。  

バロンズによると、ロウズと同業のホーム・デポ<HD.N>は、経済全般の堅調さに加え、米国の

大半の地域で不動産市況が持ち直し、住宅所有者が改修に積極的になっていることで先行きが明

るい。さらに住宅改修用品は、アマゾン・ドット・コム<AMZN.O>による脅威も受けにくいとい

う。  

またロウズとホーム・デポを比べると、ロウズの方が株価収益率（ＰＥＲ）が低い分だけより投

資妙味が大きい、とバロンズは指摘した。  

ロウズのＰＥＲは約１８倍で足元の株価は８２ドル、ホーム・デポはＰＥＲが２０．４倍、株価

は１４７ドルとなっている。 
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販売がロウズの売上高に占める割合はわずか 4％で、その 6 割では店舗で商品が受け渡されている。 

 

ロウズにとってのプラス要因として、リグネッリ氏は好調な経済環境と住宅市場、利益率の改善、アマ

ゾンの攻勢に耐えられるビジネスモデル、そして積極的な自社株買いプログラムを挙げる。ロウズは発

行済み株式数を過去 6 年で 3 分の 1 以上削減しており、今年度中には配当と自社株買いを合わせて純利

益の 100％超が株主に還元される予定だ。同社の配当利回りは 1.7％となっている。 

 

■ 利益率の上昇余地 

ロウズの経営陣は、既存店売上高の年間 3～3.5％増、1 株当たり利益（EPS）の年間 15％増、配当と自

社株買いを合わせた 140 億ドルの株主還元（直近の時価総額 720 億ドルの約 2 割に相当する）、そして

営業利益率を 1.5％ポイント引き上げて 11.2％にするという強気の 3 年計画を発表した。今期の売上高

はロウズで 680 億ドル、ホーム・デポで 1000 億ドルと予想されている。ロウズの時価総額は米国の小

売業界で 7 番目となっている。 

 

ロウズの利益率はホーム・デポよりも低い。大きな要因として、都市部に近い店舗立地の良さや売上高

に専門業者が占める割合の大きさを反映し、ホーム・デポの 1 店舗当たり売上高がロウズを上回ってい

るという点がある。ロウズの既存店売上高の成長率は過去 2 年間ホーム・デポを下回っている。第 4 四

半期のロウズの既存店売上高成長率も 5.1％と、ホーム・デポの 5.8％を下回った。 

 

RBC キャピタル・マーケッツでアナリストを務めるスコット・チッカレッリ氏によると、1 店舗当たり

の平均年間売上高はホーム・デポで 4160 万ドル、ロウズで 3410 万ドルだった。ホーム・デポは 1 店舗

当たりの売上高が大きいことで店舗運営コス

トの比率が下がる分、利益率が高くなっている。 

 

■ ホーム・デポとの差を縮める機会 

ロウズは在庫拡充による業者へのサービス向

上、取り扱いブランドの改善、信用供与を含む

特別サービス、業者向けセグメントに注力する

経営幹部の指名により、ホーム・デポとの差を

縮めようとしている。リフォームをプロの業者

に発注する傾向が強まる中、業者向けビジネス

は DIY 用途よりも急速に成長している。 

 

市場環境も良好だ。「住宅の在庫水準は比較的

低く、住宅価格の上昇を下支えしている。住宅

価格が上がる局面では、人々が自宅にかけよう

と思う資金も増える。2 社はこのような状況を

活かす最善の投資対象だ」とチッカレッリ氏は

述べる。住宅価格は昨年 6％上昇した。築年数

が 30 年超の住宅の割合が 1995 年の 47％から

現在は約 65％に上昇していることも好材料だ。

チッカレッリ氏はロウズのレーティングをア

ウトパフォーム、目標株価を 90 ドルとしてい

る。 
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ロウズは小売部門でも最も好調な業界の一つ

へのエクスポージャー、年間 15％の利益成長の

可能性、株主にとって魅力的な経営方針という

魅力的な要素の組み合わせを提供していると

いえるだろう。 

 

 

Home Depot Inc. (HD) Lowe's Cos. (LOW) Amazon.com Inc. (AMZN) 

   
チャートは 3 年 

By ANDREW BARY 

 (Source: Dow Jones) 


