
シー（SE）急落！ご心配
なく、むしろ買い場

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9月10日（金）現地9月8日（木）
チャンネル
登録！

資料ダウン
ロード可！



本日のトピックス
概況、

主要指数、セクターチェック、
ポートフォリオ銘柄
弊社の関連企画その他

ストボ（水曜日11時）9月15日、10月7日、21日
11月10日、17日、12月1日、15日

日経CNBC 9月7日（火）午前8時15分前後 済（改野さん）

川田重信のありがとうアメリカ株式



主要指数
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S&P500チャート
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マーケット概況



米国10年国債金利（過去1年）
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米国株式市場＝下落、ＦＲＢ緩和縮小開始の前倒し観測台頭

週間新規失業保険申請件数が約１年半ぶりの低水準となったことで、景気回復が減速しているとの懸念は払拭
されたものの、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のテーパリング（量的緩和の縮小）開始時期が前倒しされるとの
観測が高まった。

９月４日までの１週間の新規失業保険申請件数は３１万件と、前週から３万５０００件減少し、昨年３月中旬
以来の低水準となった。雇用の伸びの鈍化は労働需要の減退ではなく、人手不足が要因になっていることが改
めて確認された。

マイクロソフトとアマゾン・ドット・コムが約１％下落し、Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合を圧迫し
た。
Ｓ＆Ｐの主要セクターでは不動産とヘルスケアの下げがきつかった。金融、エネルギー、素材<.SPLRCM>は小
幅高。

カナダのスポーツ衣料大手ルルレモン・アスレティカは１０％高。通期の業績見通しを引き上げたことが好感
された。新型コロナウイルス関連規制が緩和される中でも同社のヨガウエアには根強い需要が見られている。

中国当局が若者のゲーム依存に歯止めを掛けるため、新たなオンラインゲームの承認を抑制したとの報道を
受け、米市場に上場するゲーム
関連株のアクティビジョン・ブリザード、エレクトロニック・アーツ、テイクツー・インタラクティブ・ソフ
トウエア
は１％超下落した。
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バイデン米大統領は９日、全ての連邦制政府の職員に新型コロナウイルスワクチン接種を義務付けると発表し
た。また、米労働省は従業員１００人以上を抱える企業に対し、ワクチン接種もしくは毎週のコロナ検査を受
けさせる規則を発表する計画。

政府高官によると、米労働者の約３分の２に相当する１億人が新たな措置の対象となる。

バイデン大統領は「われわれは厳しい状況にあり、しばらく続く可能性がある」とした上で、「新型コロナの
流れを変えることは可能だ」と呼び掛けた。

ワクチンor陰性証明

・バイデン大統領が米企業に要
請する計画・ワクチン証明か陰
性証明（最低週1回）を従業員
が働く条件に

・従わない雇用主には罰金も科
す

・宗教や医療上の事情がある場
合は例外

米モデルナ、新型コロナとインフルエンザの混合ワクチン開発着手
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（作成：My Big Apple NY） （作成：My Big Apple NY）

カーネギー・メロン大学とピッツバーグ大学が1月6日から5月31日に約500万人を
対象に実施した世論調査によれば、学歴別でワクチン接種に消極姿勢が真っ
二つに分かれました。「ワクチン接種にためらいを感じる」との回答は大学卒や
修士号取得者で低水準だった半面、高卒以下だけでなく博士号取得者で高
い割合を占めていたのです。チャート：博士号取得者は5月時点で23.8％、高
卒以下が20.8％に対し、大卒（学士）と修士号取得者は低水準となり、U字
型を形成

バイデン氏の発言通り、労働参加率の伸び悩みはデルタ株の感染拡大と考えられま
す。全米の新型コロナウイルス感染者動向は9月3日時点で約15万人と、7ヵ月ぶり
の高水準近くで推移。入院患者数は8月28日週に1,165人とこちらも2月後半以来の
レベルへ増加しました。一方で、ワクチン接種率は足元で上昇、全人口での完全接
種率は53.0％へじわりと上昇しています。

しかし、人種別での接種動向をみると黒人は8月16日時点で40％と引き続き最低と
でした。
チャート：黒人の接種率は引き続き低調
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S&P 500が最後に5%以上の下落をしてから307暦日が経過。
この期間中、S&P 500は38.75%上昇。

2016年6月27日から2018年1月26日まで578暦日続き、S&Pは43.6%上昇

S&Pの歴史上、5%以上の下落がない500日以上の連勝が他に3回。

最も長い連続記録：1957年12月から1959年8月までの593日間。
この期間中、S&Pは54.16%上昇。

他の2つの500日以上の連続記録
1963年11月から1965年5月まで（538日）
1994年12月から1996年5月まで（533日）

現在、5%以上の下落を伴わない連続日数は307日で、過去13番目の長さ

https://www.bespokepremium.com/interactive/posts/think-big-blog/sp-5-rallies-and-declines

https://www.bespokepremium.com/interactive/posts/think-big-blog/sp-5-rallies-and-declines


1963年11月から1965年5月まで（538日） 1994年12月から1996年5月まで（533日）



12

2016年6月27日から2018年1月26日まで578暦日続き、S&Pは43.6%上昇

S&P 500が最後に5%以上の下落をしてから307暦日が経過。
この期間中、S&P 500は38.75%上昇。
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主要指数＋半導体過去5日間
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過去1カ月
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主要指数＋半導体 年初来
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過去1年
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過去5日間
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過去1カ月



19

年初来
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■ 今週の予定
9月6日（月）
・レーバーデーの祝日で米国の株式・債券市場は休場。

9月7日（火）
・コンビニエンスストアのケーシーズ・ゼネラル・ストアーズ＜CASY＞、経営管理用ソフトウエアを手がけるクーパ・ソフトウェ
ア＜COUP＞が決算発表。

9月8日（水）
・インターネットオークション運営のコパート＜CPRT＞、ゲームソフト小売り大手ゲームストップ＜GME＞、スポーツウエアメーカ
ーのルルレモン・アスレティカ＜LULU＞が四半期決算発表。
・半導体メーカーのアナログ・デバイセズ＜ADI＞がコンファレンスコールを開催し、資金の配分計画の説明および2021年度見通し
のアップデートを行う。同社は先日、210億ドルで同業のマキシム・インテグレーテッド・プロダクツの買収を完了している。
・決済処理サービス大手のグローバル・ペイメンツ＜GPN＞、自動車部品・セキュリティーシステム大手のジョンソン・コントロー
ルズ＜JCI＞、医療機器製造・ソフトウエア会社のレスメド＜RMD＞がバーチャルで投資家向け説明会を開催。
・7月の求人離職統計（JOLTS）発表。エコノミスト予想では、7月末時点の求人件数は1000万件。6月月末時点の求人件数は1010万
件と、4ヶ月連続で過去最高を記録している。
・米連邦準備制度理事会（FRB）が7月の消費者信用残高を発表。6月には377億ドル増と過去最大の伸び幅を記録し、残高は4兆3200
億ドルとなった。第2四半期の同残高は、需要の回復を反映して、季節調整済み年率換算で8.8％上昇した。
・米連邦準備制度理事会（FRB）が、2021年6回目となるベージュブック（地区連銀景況報告）を発表。ベージュブックとは、12の
地区連銀が各地区の経済状況をまとめて年8回出す報告書。
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今週の予定

9月9日（木）
・ホームセンターチェーン大手のホーム・デポ＜HD＞がコンファレンスコールを開催し、最高サステナビリティー責任者のロン・
ジャービス氏がESG（環境・社会・企業統治）戦略について説明を行う。
・医薬品メーカーのモデルナ＜MRNA＞が第5回年次研究開発（R&D）説明会を開催し、パイプラインにあるワクチンについて説明を
行う。ステファン・バンセル最高経営責任者（CEO）も登壇の予定。
・計測装置および医療機器メーカーのダナハー＜DHR＞が、レイナー・ブレアCEO主催で、投資家およびアナリスト向け説明会を行
う。
・紙・包装材メーカーのインターナショナル・ペーパー＜IP＞、金融持ち株会社シンクロニー・ファイナンシャル＜SYF＞、コンサ
ルティング会社ウィリス・タワーズ・ワトソン＜WLTW＞が投資家向け説明会を行う。
・欧州中央銀行（ECB）が金融政策を発表。短期政策金利はマイナス0.5％に据え置きの予想。
・9月4日までの週の新規失業保険申請件数発表。8月の週間平均申請件数は35万5000件と、新型コロナウイルスのパンデミック（世
界的大流行）以降では最低。週300ドルの失業給付上乗せが実施されていたが、9月6日に失効する。

9月10日（金）
・8月の卸売物価指数（PPI）発表。コンセンサス予想は前月比0.6％上昇（7月は1％上昇）。食品とエネルギーを除くコア指数は
0.5％上昇（7月は1％上昇）。
・スーパーマーケット・チェーン大手のクローガー＜KR＞が決算コンファレンスコールを開催。
・特殊化学品製造のアルベマール＜ALB＞とバイオテクネ＜TECH＞が投資家向け説明会を開催。



収録 2021年9月7日（火）済



プレミアム
会員限定

質問
NASDAQ総合の押し目買いを準備。9月と10月に押し目買いのチャンス？
どちらの押し目の方が価格が安くなる可能性？
予想が難しい場合は2回に分散して買ったほうがよいのでしょうか？
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マーケットコメント

NASDAQ100

2021年 6月 14日

X 月XX 日に注意。XXに波乱の示唆。

p.26



マーケットコメント 2021年 6月 21日

【Sp500】6月 25日-7月 20日ころまでサマーラリーも視野。

自動車生産再開の動きが活発化してくれば、マクロ指標に加え、個別企業にも影響を与える。しばし POISSON 上昇継続じり高、株

価加速傾向を示 唆する可能性も。ただ、SCS低下の 22日、24 日は突込み買いか？その後、SCSの波状的な往来（16-25）＆

POISSON 上昇などの動きから、7 月 X日を経て、13日に注意し、20日ころまでのサマーラリー発生か？ 7 月 28 日頃から連騰が続

いていれば 8 月初旬は高値疲れとなりいったん一休 み。お盆より反転の動きでも、8月下旬にはよく調査し、相場のチェックを。や

はり、雇用統計発表日 7 月 2 日、8月 6 日、9 月 3 日に向けて、やや乱調

相場を示唆、引き続き月初は警戒か。潮目 9 月 20 日以降は上げ下げを繰り返しながらも強含みで推移する可能性がある。

p.27



マーケットコメント 2021年 6月 21日

SOXX ：NASDAQ総合とはやや動きが異なりそう 中期的には、2021年 10 月から 11 月頃に高値か？

6 月 21 日―24日に調整後に数日で反転、POISSONが横ばいで SCSの低下がみられる 7 月初旬に失速。7月 26 日以降持ち直しの
動きでも、8

月初旬に失速し 8 月ｘｘ日、X日に潮目を形成し、反発するも 8月 26 日高値をつけるか。9月に入ると底値潮目が複数発生＆

POISSON 横ばい のため外部環境の影響を受けやすくなり底値探しとなり、9月 9 日、21日は候補日となる。半導体の不足も充足し

始め、秋口には業績修正の可能性 も。ただ 9 月 24 日過ぎには株価の値動きに注意し、崩落の可能性を吟味する期間であり注意が必

要である。

p.28



マーケットコメント 2021年 7月 12日
米実質金利は、ゾーンで推移し

ている 米 10 年債

目先は保合、そして 7月月末にかけて上昇に転じる。POISSONの水準が低いので、10月 19 日前後は大きな崩落はな

いと思われる。 基本押し目買いと推察される。

p.29



【プレミアム会員向け｜個別潮目テキスト版】

【個別銘柄潮目】
個別銘柄潮目チャートを原則として毎週2回（火・木曜日の夜に）
配信します。都合により配信スケジュールが変更となることもあり
ますのでご了承ください。

今週
メルク(MRK)
マイクロソフト(MSFT)
本資料は資産運用に関する情報提供を目的として作成したものであり、個別商品の勧誘を目的としたものではありま
せん。当資料は、当社が信頼できると判断した資料データ等により作成しましたが、その正確性および完全性につい
て保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境を保証するものではありません。投資決定にあた
っては、投資家ご自身の判断でなされますようお願い致します。出典:NPMWEB版潮目ファインダー（SHIOME 
Finder）提供:株式会社フィナンシャルテクノロジー＆リサーチ（FTR）

コメント

チャート

コメント

チャート

コメント



【プレミアム会員向
け
個別潮目テキスト
版】

原則 週二回 ダウ
工業株30種平均銘柄
をアルファベット
（ティッカー）順に
掲載



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 9月9日(木)



ナスダック100上位銘柄株価 9月9日(木)



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 9月9日(木)



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 9月7日(火)



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%）
9月9日(木)
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昨年12月は公募後10%下げて、公募後最安値180ドルになったが、結局2倍の360ドルまで上昇。

発行数538Mに対して11M株の増資と2.5Bドルの転換社債なので希薄化率は低いですね。社債
含めて4%。

公募終了後Seaの手持ち現金は最大130億ドルになり、戦略的投資や買収を含む一般的な企業
目的のために使用することを計画中と発表。
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シンガポールを拠点とする電子商取引とゲーム会社のSeaは、株式と転換社債の販売で63億ドルの調達を目指している。
これは、東南アジアからの資本調達としては過去最大のものとなる。
パンデミック時の旺盛な需要を背景に、2020年に約5倍に跳ね上がったシー社の株式は、今年72.72％も上昇している。

63億ドルの資金を調達しようとしています。これは、新市場の可能性を試すことでグローバル展開の規模を拡大しようとして
いる1,850億ドル規模の企業にとって、1年足らずで2回目の大規模な資金調達であり、東南アジアでの一連の取引の中でも最新。

電子商取引プラットフォーム「Shopee」で知られるシーは、1,100万枚の米国預託証券の販売を検討しており、グリーンシュー
オプションと呼ばれる165万枚の追加発行が可能であることを、シンガポールに本社を置く同社が木曜日に提出した規制当局の
報告書で明らかにしました。また、3億7500万ドルのグリーンシューが付いた転換社債で25億ドルを調達します。

水曜日のニューヨークでのシー社の株価終値343.8ドルでは、この株式売却で最大38億ドルの資金を調達することができます。

この取引を合わせれば、東南アジアの企業の資本調達としては過去最大。

Seaは「実際には現金を使い切っていない」と述べ、今回の資金調達は「会社が必要としているものではなく、日和見的に見え
る」と付け加えました。上半期末時点でSea社のバランスシートには70億ドル近くの現金があったことを考えると、今回の買収
で130億ドル近くまで増加

東南アジアの全企業の中で時価総額が最大のシー社は、今回の資金を戦略的投資や買収を含む一般的な企業目的に使用する予
定です。シー社のショッピーは、ヨーロッパやインドへの進出を計画しているとロイターは報じています。また、昨年末、Sea
社はシンガポールで完全なデジタルバンクライセンスを取得しました。
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過去5日間
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過去1カ月
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年初来
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過去1年
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過去1年
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過去3カ月


