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最近の経済指標 

             笹木 義次 

2021 年 6 月の鉱工業指数が発表されました。こ

れまで減少していた在庫指数が増加に転じた事

に注目しています。6 月の在庫指数は 95.9 とな

り、前月比で 2.3％の増加となりました。在庫指

数の 3 ヵ月移動平均の前月比でも 0.4％の増加

となりました。在庫指数は減少から増加に転じ

た可能性があると見ています。基調を示す移動

平均が増加に転じたからです。 

 

生産指数の増加が基調として一服となった事に

も注目しています。鉱工業の生産指数は 2020 年

5 月を底に 2021 年 4 月まで増加基調でした。し

かし、5 月は前月比 6.5％の減少に、6 月は前月

比 6.2％増加となりました。均してみると回復一

服と見ることが出来ます。7 月、8 月の生産計画

を見ると、7 月は前月比で 1.1％減少、8 月は前

月比 1.7％の増加となっています。やはり、7 月

と８月を均してみると緩やかな増加となってい

ます。 

 

生産指数は 4 月までの増加基調から、足元では

増加一服となっています。景気回復基調にやや一

服感が出てくる可能性があります。 
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(注意)2021年７月と8月は生産計画によります。
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不動産収益モデルの寄与を評価 

バルニバービはレストランやカフェの運営を

行っています。飲食店の立地に適していない

立地でも、出店した土地やその周辺の不動産

価値が向上するなど、店舗が持っている高い

集客力が特徴です。こうした特徴を活かして、

食を通じた地方創生プロジェクトを推進して

います。 

 

飲食業にとっては厳しい事業環境となってい

ます。こうした事業環境下でもバルニバービ

は、飲食業収益モデルに加えて、地方創生プロ

ジェクトに関連した不動産収益モデルを構築

しています。こうした事は、バルニバービの成

長に寄与する事から評価しています。 

 

淡路島で地方創生プロジェクトを展開 

バルニバービは、淡路島で「Frogs FARM」プ

ロジェクトを展開しています。食を通じた地

方創生プロジェクトという位置づけになって

います。現在は、第 3 弾のプロジェクトが進

行しています。 

 

バルニバービでは、淡路島エリアの不動産開

発を目的とした不動産目的会社を NEC キャ

ピタルソリューションと共同で設立していま

す。不動産目的会社を活用した収益モデルの

構築にも取り組んでいます。設立したのはエ

ナビーとエナビードゥーエの２社です。この

２社は淡路島「Frogs FARM」プロジェクトで、

施設を建設し所有する役割を担っています。 

島根でも地方創生事業をプロデュース 

また、バルニバービは 2021 年４月に SBI ホ

ールディングスと島根銀行との間で、島根県

内での地方創生事業に関する基本合意を締結

しました。バルニバービは総合的なプロデュ

ースの役割を果たすことが期待されています。

バルニバービにとって成長機会となり、バル

ニバービに対する成長期待を高める事になる

と評価しています。  

 

来期は営業黒字化を予測 

バルニバービでは 2021 年７月期の業績は、売

上高が 102 億円と前年比で 8.1％の増収を、

営業利益は 0 億円を、当期純利益は 10 億円と

計画しています。第 3 四半期累計決算後でも

期初計画を据え置いています。 

 

筆者はバルニバービの 2022 年 7 月期の業績

は、飲食業の収益に加えて、地方創生事業に関

連した不動産関連収益が計上されると推測し

ています。2022 年７月期の業績は、売上高が

100 億円を、営業利益は 4 億円と黒字化する

と予測しています。 

 

　
株価指標
株価 (2021/7/30) 円
売買単位
市場
時価総額 97

1,112.0
100株

マザーズ
億円

＜業績の推移＞
連結

決算期 売上 営業利益 経常利益 純利益 1株利益 1株配当

2019/7 11,512 508 504 303 35.1 7.5
2020/7 9,433 -893 -841 -920 -106.9 7.5
2021/7計 10,200 0 0 1,000 116.1 7.5
単位：百万円　（1株利益、1株配当は円）　計画は会社計画によります。
(注意）2019年２月１日で1株を2株に株式分割しています。1株当利益と
1株配当は過去遡及しています。
＜投資指標＞
連結

今期予想ＰＥＲ 9.6 倍
ＰＢＲ 3.91 倍
予想配当利回り 0.67 ％

出所：AstraManager よりアイザワ証券作成 
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識学 （7049) 
 

笹木 義次 

 

投資対象として評価 

識学は企業経営者に対して独自メソッド「識

学」に基づいて組織改善のためのコンサルテ

ィングサービスを提供しています。組織改善

を行う事で企業の競争力を高めて、成長でき

る企業になる事を目指しています。 

 

識学を投資対象として評価しています。「識学」

の有用性の証明と識学の業績が好循環に入り

つつあると見ているからです。 

 

「識学基本サービス」に注力 

識学の主力の事業セグメントは、組織コンサ

ルティング事業です。組織コンサルティング

事業はマネジメントコンサルティングサービ

スとプラットフォームサービスの 2 つのサブ

セグメントに分かれています。マネジメント

コンサルティングサービスでは、講師が経営

者に対してマンツーマン面談形式で行います。

プラットフォームサービスは「識学基本サー

ビス」として、「識学」による組織運営の定着

や浸透を目的として継続的な運用サービスを

提供しています。 

 

識学では「識学」の有用性の証明に取組んでい

ます。その中で「識学基本サービス」は重要な

意味を持っています。「識学」による組織運営

を行うためには、コンサルティングサービス

に加えて、「識学」を浸透させ定着させる事が

必要だからです。 

 

  

好循環を期待 

2022 年 2 月期第 1 四半期には、「識学基本サ

ービス」が含まれるプラットフォームサービ

スの売上高は 2 億 20 百万円となり、前年同期

比で 3.1 倍の増収となりました。「識学基本サ

ービス」が伸びることで、「識学」の有用性の

証明につながると見ています。こうした事か

ら「識学」の有用性の証明と業績の好循環に入

りつつあると考えています。 

 

今期業績上方修正見込む 

識学では、2022 年 2 月期の業績計画として、

売上高は 37 億 98 百万円と前年比で 51.6％の

増収を、営業利益は 4 億円と前年比で 2.9 倍

の増益を見込んでいます。2022 年 2 月期第 1

四半期の業績は、会社計画を上回りました。し

かし、通期業績は据置いています。 

 

筆者は識学の 2022 年 2 月期の業績は、売上高

が 40 億 50 百万円と前年比で 61.6％の増収

を、営業利益は 4 億 30 百万円と前年比で 3.1

倍の増益を予測しています。採用等費用の増

加を吸収し、増益が見込める局面になってい

ると考えているからです。 

 

　
株価指標
株価 (2021/7/30) 円
売買単位
市場
時価総額 107

1,401.0
100株

マザーズ
億円

＜業績の推移＞
連結

決算期 売上 営業利益 経常利益 純利益 1株利益 1株配当

2020/2 1,720 283 282 178 24.0 0.0
2021/2 2,506 137 199 -41 -5.6 0.0
2022/2計 3,798 400 353 153 20.3 0.0
単位：百万円　（1株利益、1株配当は円）　計画は会社計画によります。

＜投資指標＞
連結

今期予想ＰＥＲ 69.4 倍
ＰＢＲ 10.42 倍
予想配当利回り 0.00 ％

出所：AstraManager よりアイザワ証券作成 
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金融商品取引法に基づく表示事項 

本資料は証券投資の参考となる情報の提供を目的とし

たものです。投資に関する最終決定は、お客様ご自身に

よる判断でお決めください。本資料は企業取材等に基づ

き作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保

証するものではありません。結論は作成時点での執筆者

による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応

じて予告なく変更することがあります。執筆担当者また

はアイザワ証券と本レポートの対象企業との間には、重

大な利益相反の関係はありません。このレポートの権利

は弊社に帰属しており、いかなる目的であれ、無断で複

製または転送等を行わないようにお願いいたします。 

 

株式は株価の変動等により、損失が生じるおそれがあります。お取引の際は、 

契約締結前交付書面をよくお読み下さい。 

■ 本資料をお客様にご提供する金融商品取引業者名等 

商 号 等： 藍澤證券株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 6 号 

 

加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 

当社が契約する特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関 

： 特定非営利活動法人  

証券・金融商品あっせん相談センター（略称：FINMAC） 

お客様にご負担いただく手数料等について 
 

取引口座に応じて以下の委託手数料（税込）をいただきます。 
 

・対面口座：約定代金に対し、最大 1.265％を乗じた額 

（ただし最大 149,875 円、2,750 円に満たない場合は 2,750 円） 
 

・インターネット口座「ブルートレード」 

インターネット発注：最大 1,650 円、 

コールセンター発注：約定代金が 55 万円以下の場合は 1,650 円、 

約定代金が 55 万円超 3,000 万円以下の場合は 3,300 円。 

コンサルネット発注：約定代金に対し、最大 1.265% 

（最大 149,875 円、2,750 円に満たない場合は 2,750 円） 
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