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川田重信のありがとうアメリカ株式

マーケット概況
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米国株式市場＝Ｓ＆Ｐ上昇、ディフェンシブ
銘柄が主導
米国株式市場はＳ＆Ｐ総合５００種<.SPX>が小幅高で取引を終了。ディフェンシブ銘柄が上

げを主導した。米議会でトランプ大統領の弾劾訴追に向けた審議が行われる中、追加財政刺
激策の詳細が待たれている。

このところ上昇していた米国債利回りが低下し、公益事業<.SPlRCU>や不動産といった金

利動向に敏感なディフェンシブセクターが上昇。一方、景気動向に敏感なシクリカル（景気
循環）銘柄はアンダ
ーパフォームした。

個別銘柄では半導体大手インテルが急伸。同社はボブ・スワン最高経営責任者（ＣＥＯ）

に代わり、クラウドコンピューティング会社ＶＭウェアのパット・ゲルシンガーＣＥＯが来
月就任する
と発表した。

下院で、先週の支持者による議会乱入を受けたトランプ氏弾劾に向けた審議が行われる中、
一部の投資家は弾劾によって刺激策などのバイデン次期大統領の政策に遅れが出る可能性を
懸念している。

Ｓ＆Ｐの主要１１セクターでは公益事業と不動産が大きく上昇する一方、景気敏感セクター
の素材や工業の下げがきつかった。
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アナリスト・コール
水曜日最大のアナリストコール

1. テルシーはファイブビロウ(FIVE)をマーケットパフォーム
からアウトパフォームに格上げ

2. JPMorganは、エクソン(XOM)を中立からオーバーウェイト
に格上げ

3. ドイツ銀行は、スリーエム(MMM)に触媒コール買いのア
イデアを追加

4. Rothはアンバレラ(AMBA)を中立から買いに格上げ
5. MKMはツイッター(TWTR)を中立から買いに格上げ
6. シティはパランティア(PLTR)を中立から売りに格下げ
7. 野村インスティネットはゼネラル・モーターズ(GM)を中

立から買いに格上げ
8. グッゲンハイムはホーム・デポ(HD)を中立から買いに格

上げ
9. ジェフリーズは、ビザ(V)とマスターカード(MA)を保留か

ら買いに格上げ
10. コーウェンはボストン・ビール(SAM)をアウトパフォーム

からマーケットパフォームに格下げ
11. ウェルズファーゴはアップル(AAPL)の価格目標を140ドル

から155ドルに引き上げた。
12. BMOは、アルバートソンズ(ACI)をアウトパフォームから

マーケットパフォームに格下げ
13. Wedbushは、KBホーム(KBH)を中立からアウトパフォーム

に格上げ

Here are Wednesday’s biggest analyst calls of the day: 
Apple, GM, Exxon, Twitter & more

1. Telsey upgraded Five Below to outperform from 
market perform.

2. JPMorgan upgraded Exxon to overweight from 
neutral.

3. Deutsche Bank added a catalyst call buy idea on 3M.
4. Roth upgraded Ambarella to buy from neutral.
5. MKM upgraded Twitter to buy from neutral.
6. Citi downgraded Palantir to sell from neutral.
7. Nomura Instinet upgraded General Motors to buy 

from neutral.
8. Guggenheim upgraded Home Depot to buy from 

neutral.
9. Jefferies upgraded Visa and Mastercard to buy from 

hold.
10. Cowen downgraded Boston Beer to market perform 

from outperform.
11. Wells Fargo raised its price target on Apple to $155 

from $140.
12. BMO downgraded Albertsons to market perform 

from outperform.
13. Wedbush upgraded KB Home to outperform from 

neutral.

川田重信のありがとうアメリカ株式
出所： https://www.cnbc.com/2021/01/13/wednesdays-stock-nalyst-calls-apple-general-motors-exxon-twitter.html?&qsearchterm=analyst%20calls

https://www.cnbc.com/2021/01/13/wednesdays-stock-nalyst-calls-apple-general-motors-exxon-twitter.html?&qsearchterm=analyst%20calls
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チェック：株価と
ポートフォリオ
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ダウ工業株30銘柄
左1月12日（火）、右13日（水）

川田重信のありがとうアメリカ株式



ナスダック100上位銘柄株価
左1月12日（火）、右13日（水）

川田重信のありがとうアメリカ株式



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%）
左1月12日（火）、右13日（水）

川田重信のありがとうアメリカ株式



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%）
左1月12日（火）、右13日（水）

川田重信のありがとうアメリカ株式
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弊社関連
企画
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資産分類（個人最終形態版）

EagleCapital株式会社資料を基にエグゼトラスト作成

国内債券の利回りが著しく低い状況で、本当に国内債券を組み入れる必要
があるのか？

→長期投資では無意味 ➡ 円現金で代替してもよい

つまり持つべき資産クラスは米国株式（S&P500）と円現金の２種類だけ！

資産クラス

国・地域 円現金 アメリカ株式



有料会員のみなさまへ

1/23（土）14時より、渡辺研究員の

「潮目チャート解説」質問お待ち
しています！：主要指数の潮目、リクエスト個別
銘柄の潮目

【開催日時】1/23（土）14時～15時15分

14時00分～14時45分 「潮目チャート解説」（渡辺）

14時45分～15時15分 質問コーナー

【登場人物】渡辺宏一郎、川田重信

【定員】制限無し

【参加方法】YouTubeライブ

※有料会員様には当日の午前中までにYouTubeのリンクをお送ります。

※録画した動画は後日Youtubeに限定公開でアップいたします。

現在無料会員でご参加希望の場合は、下記より有料会員登録をお願いします。

http://www.kawataamekabu.com/members/purchase/



有料会員のみなさまへ

1/30（土）14時より、川田の「今年

のマーケットとポートフォリオの
考え方」

【開催日時】1/23（土）14時～15時15分

14時00分～14時45分「今年のマーケットと

ポートフォリオの考え方」

14時45分～15時15分 質問コーナー

【登場人物】川田重信、渡辺宏一郎

【定員】制限無し

【参加方法】YouTubeライブ

※有料会員様には当日の午前中までにYouTubeのリンクをお送ります。

※録画した動画は後日Youtubeに限定公開でアップいたします。

現在無料会員でご参加希望の場合は、下記より有料会員登録をお願いします。

http://www.kawataamekabu.com/members/purchase/



投資のヒント

物色対象の変化
バリュー・グロース/

大型・小型

エグゼトラスト株式会社 川田重信
『バロンズ・ダイジェスト』編集人

ブログ：「川田重信のありがとうアメリカ株式」
https://www.kawataamekabu.com/

2021年1月
大型動画企画 全
3回収録完了！
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✓ 株式で長期の資産形成をしている、したい

✓ ポートフォリオ運用をしている（＝個別銘柄
の単純売買だけではない）

✓ コア・サテライト方式で運用している

✓ 運用手法や銘柄の選択は自分でできる

こういう方の参考に



話しの流れ
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⚫主要指数のパフォーマンス
⚫バリューとグロース過去40年
⚫私のポートフォリオの変遷
⚫機関投資家的アプローチ（ラッセル指数と運用スタイル）
⚫物色対象は時代と共に変わる
⚫バリュー対グロースの関係
⚫超長期ではバリューに軍配
⚫そうはいっても時代は変わる
⚫迷うならS&P500
⚫で、私のポートフォリオどうしましょう？
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過去40年のグロース対バリュー

https://www.hwcm.com/2020/12/09/the-revival-of-value-investing/

1980年から2019年ま
での10年物国債利回
りがオレンジ色。

ラッセル1000 バリュ
ーとラッセル1000 グ
ロースの40年の相対
的なパフォーマンス。

それぞれの年代で

金利が低下しており、
各年代の絶対水準
はそれ以前のものよ
りも低くなっています。

それでも、グロースと
バリューのパフォー
マンスは10年ごとに
交代



有料会員向け 対談企画
1/12（火）レポートも今日あたり
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渡辺が箱田社長に訊いた


