
「潮目？週半ば」と
いってたが、、

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29日（水）現地9月28日（火）
木）チャンネル
登録！

資料ダウン
ロード可！



原則月曜日ただし
来週は9月28日
（火）20時スタート

次回10月4日
（月）午後8時～





©2021 Prudent Japan Financial Service All Right Reserved.

4

プルーデントジャパングル
ープ

投信・債券・株式等活用した
資産運用のコンサルティング

プルーデント・ジャパン
ファイナンシャル・サービス

保険サービス

プルーデント・
ファイナンシャル・パートナーズ

ＩＦＡ

2000年2月設立
従業員様向け

継続教育セミナー
ＦＰ派遣個別相談

プルーデント・ジャパン
確定拠出年金

金融全般のお客様窓口
ファイナンシャルプランニング

マネーセミナー



略歴

保有資格

好きな事 カープ観戦、プロレス観戦、読書、魚釣り、サウナ

座右の銘 成功の反対は失敗ではなくやらないこと

生年月日
昭和５８年３月

３８歳
Ａ型 おひつじ座

大手不動産会社在籍時に大手保険会社からスカウトを受け転
職。保険会社在籍時に自社の商品しか販売できないことに疑
問を感じ、独立系のファイナンシャルプランナーとしてお客
様の立場に立って総合的にお客様の資産運用、リスクヘッジ
のご提案が出来るプルーデント・ジャパン・グループへ入社。
現在は広島オフィスの支社長として資産運用や保険のコンサ
ルティング活動を行っており年間200件以上の相談を受け、
多くの方にアドバイスを行っています。
また、企業向けに確定拠出年金の講師としても活動しており、
多くの企業で従業員向けのセミナーや相談業務を行っていま
す。

かぎやま たかし

➢ ２級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）

➢ 二種外務員資格（日本証券業協会）

➢ ＤＣコンシェルジュ（NPO法人確定拠出年金総合研究所）

➢ 生命保険募集人資格（生命保険協会）

➢ 損害保険募集資格（日本損害保険協会）

➢ 2021年度MDRT成績資格会員 Court of the Table

（MDRT日本会・米国本部）

プロフィール

鍵山 崇司
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予告
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
米国株式投資の真実を伝える
川田重信の「メディアで鍛える米国株式講座」
［Vol.12］2021年9月27日配信
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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1.マーケット振り返り
2.今週のズバリ！
3.今週のピックアップ記事
4.投資のヒント
5.活動情報
6.質問コーナー
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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）10月6日、20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
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米国株式市場は大幅安。インフレの高止まりや米債務上限引き上げを巡る懸念が深まる中、米債利回り
の上昇に反応し、幅広い銘柄に売りが広がった。

Ｓ＆Ｐ総合５００種は５月以来、ナスダック総合は３月以来の大幅な下落率となった。
「債務上限や歳出法案、増税を巡る与野党の攻防が全体的に投資家心理の重しになり、かなりの規模の
売りになった」

イエレン米財務長官は、２０２１年末のインフレ率が４％前後になるとの見通しを示した。また、議会
指導部に宛てた書簡で、債務上限の引き上げ、もしくは上限適用の凍結が決定されなければ経済に「深
刻な被害」

上院共和党は、現行２８兆４０００億ドルの連邦政府債務上限を２２年末まで適用停止とする法案の採
決を阻止。

コンファレンス・ボード（ＣＢ）が発表した９月の米消費者信頼感指数は２月以来の水準に低下。新型
コロナウイルスの感染が拡大し、短期的な経済の先行きに対する懸念が強まった。

Ｓ＆Ｐグロース指数は７月以来の低水準。下落率は２月以来の大きさ。
フォード・モーターは１．１％高。同社は２７日、提携相手の韓国ＳＫイノベーション096770.KSと共
同で１１４億ドルを投資し、米国に電動ピックアップトラック「Ｆ─１５０ライトニング」の組立工場
と、３つの電池工場を新設すると発表した。
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パウエル氏は「危険」
ウォーレン上院議員は、パウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の再任を支持しない意向を表明。
同議長の金融規制に関する実績を理由に挙げた。ウォーレン議員はパウエル氏について「米国の銀行シ
ステムの安全性を低下させる行動を取っているため、金融当局を率いる人物としては危険」だと述べた。

空前の人員削減も
ソフトウエア開発者の台頭に伴い、バンカーが銀行業界を支配する時代は終わるとの見方を、マイク・
メイヨー氏らウェルズ・ファーゴのアナリストが示した。ソフト開発者がもたらすテクノロジーの改善
および自動化により、銀行業界では向こう５年間で10万人の雇用削減が可能になるとアナリストらは予
想している。



米国10年国債金利（過去1年）
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今年の相場を考える
S&P500、過去20年の平均リターン

Source: Prepared by ExeTrust based on data from Equity Clock.



S&P500と10年債利回り2021年
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S&P500指数 、10年債利回り、●ジャクソンホール
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S&P500と10年債利回り2020年
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S&P500指数

10年債利回り

●ジャクソンホール
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S&P500指数、ナスダック100日時株価9月1日～12月21日
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S&P500指数 9月のパフォーマンス 2020年と2021年

2020年 青
2021年 赤



S&P500と10年債利回り2018年
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S&P500指数 、10年債利回り、●ジャクソンホール
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S&P500と10年債利回り2013年
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S&P500指数

10年債利回り

●ジャクソンホール

13年5月22日、バーナンキ氏声明文で「QE（量的緩和）縮小は時期尚早」議員との質疑応答で事態は一変。
「マクロ経済環境次第だが、次回または次々回（in the next few meetings）の米連邦公開市場委員会
（FOMC）で資産購入縮小もありうる」第2波は同6月19日FOMC後の記者会見でバーナンキ氏は「これはシ
ナリオであり、政策決定ではない」と断ったうえで「later this year（今年後半）には資産購入ペースを減速
させ、慎重にだが段階的に来年前半は資産購入減額を継続して、来年半ばごろに終了」
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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
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年初来
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マイクロン、9─11月売上高見通し低調 半導体部品不足が重し
２８日に発表した第１・四半期（９─１１月）の売上高見通しは、市場予
想を下回った。半導体部品不足が重し
マイクロンは９─１１月の売上高は７６億５０００万ドルの上下２億ドル
と予想。アナリスト予想平均は８５億７０００万ドル。
第４・四半期（９月２日まで）の売上高は３６．４％増の８２億７０００
万ドル。調整後の１株当たり利益は２．４２ドルと、アナリスト予想平均
の２．３３ドルを上回った。
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■ 今週の予定

9月27日（月）
・エネルギー大手トタルエナジーズ＜TOT＞が2日間にわたる投資家向け説明会を開催し、エネルギーおよび戦略についての見通し
について説明を行う。同社はクリーンエネルギーへのシフトを推し進めて二酸化炭素排出量を2050年までにネットゼロとする目標
を掲げており、それに伴い先日、「トタル」から「トタルエナジーズ」に社名変更を行っている。
・8月の耐久財受注発表。耐久財受注額のコンセンサス予想は、季節調整済み前月比0.6％増の2587億ドル（7月は同0.1％減）。輸
送用機器を除く予想は同0.5％増（7月は同0.8％増）。

9月28日（火）
・英調査会社IHSマークイット＜INFO＞と半導体大手マイクロン・テクノロジー＜MU＞が決算発表。
・イエレン財務長官が、第63回全米企業エコノミスト協会の年次総会で基調講演を行う。9月26日〜28日に開催される総会のテーマ
は『衝撃、変化、そして新たな経済展望』。
・9月のコンファレンス・ボード消費者信頼感指数発表。エコノミスト予想は114.5で、8月とほぼ同じ。
・7月のS&Pケース・シラー住宅価格指数発表。エコノミスト予想は、前年同月比20％の上昇で、4カ月連続で統計開始以来最大の上
昇率を記録することになる。

9月29日（水）
・ユニフォームメーカーのシンタス＜CTAS＞が2022年度第1四半期決算発表。
・発電機メーカーのジェネラック・ホールディングス＜GNRC＞がバーチャルで2021年度投資家向け説明会を開催。アーロン・ジェ
グドフェルド最高経営責任者（CEO）をはじめとする経営陣が、成長戦略について説明を行う。
・米不動産業者協会（NAR）が8月の中古住宅販売保留指数を発表。コンセンサス予想は前月比1％上昇（7月は同1.8％低下）。
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今週の予定

9月30日（木）
・中古車販売大手カーマックス＜KMX＞、金融会社ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ＜JEF＞、調味料大手のマコーミッ
ク＜MKC＞、中小企業向けアウトソーシング・サービスのペイチェックス＜PAYX＞が決算発表。
・ソフトウエア関連企業イントゥイット＜INTU＞がバーチャルで2021年度投資家向け説明会を開催。
・スイスの大手医薬品・バイオテクノロジー企業ノバルティス＜NVS＞が投資家向けイベントを開催し、ESG（環境・社会・企業統
治）戦略について説明を行う。
・9月のシカゴ購買部協会景況指数（シカゴPMI）発表。エコノミスト予想は64.7と、8月を約2ポイント下回る。

10月1日（金）
・米商務省経済分析局が8月の個人所得・消費支出を公表。個人所得のコンセンサス予想は、前月比0.3％増（7月は1.1％増）、個
人消費支出（PCE）も同0.7％増（7月は同0.3％増）。
・8月の建設支出発表。コンセンサス予想は前月比0.4％増、季節調整済み年率換算で1兆5800億ドル。



原則月曜日ただし
来週は9月28日
（火）20時スタート

次回10月4日
（月）午後8時～





マーケットコメント 2021年 9月 27日

【国内 PC 8 月は、急減。】

2021年 8 月のパソコン（PC）の国内出荷台数が前年同月比 44%減の 49万 7 千台。政府が小中学生に 1 人 1 台の端末を配布する「
GIGA スク

ール構想」の政策などで 20 年の夏ごろから拡大したオンライン教育向けの需要急増の反動。メーカー各社は今後、在宅勤務向けを中
心とした高機能品に

注力する。20年 8 月のモバイル型のノート PC の出荷台数は前年同月比約 3 倍の 45 万 1 千台と急拡大していた。

[千台]

p.38



マーケットコメント 2021年 9月 27日
【August Equipment Market Data Subscription(EMDS) Billings Report: SEMI (www.semi.org), September 2021

】 北米半導体製造装置、

SEMI 会長兼 CEO の Ajit Manocha 氏

「8 ヶ月間にわたって記録的な業績を達成してきた北米の半導体製造装置メーカーの売上額は、7月と比較して
8 月は軟化」

「それにもかかわらず、8月の売上は前年比で堅調な伸びを示しており、引き続き半導体製造装置に対する強
い需要を反映」

p.39



マーケットコメント 2021年 9月 27日

アンリツの IR 資料より

データセンタの高速化、５Gの普及で情報量は膨大となり、縦軸の市場規模も上昇
する見込み

p.40



マーケットコメント

世界中に広がる５G

2021年 9月 27日

台湾メディアDigiTimesが、iPhone13シリーズおよび iPhone13 Pro シリーズに搭載される 5G ミリ波用アンテナ・イン
・パッケージ（AiP）基

板のサプ
ライヤー各社が、需要増への対応準備を進めていると報

じました。 p.41



マーケットコメント 2021年 9月 27日

ＮＴＴドコモの資料より左の図を抜粋

ミリ波は「超高速・超低遅延・同時多数接続」

1. 人々が密集するような場所でも快適にデータ通信

が行える。 例）スポーツ観戦の満足度が上がる

2. アプリやゲームといった容量の重たいデータも快適

に 通信できるため、今まで以上に魅力的なコンテ

ンツ に出会える

3. ビジネスにおいても、ウェブ会議やプレゼンなど、離

れた場所からでも、情報量が多いため、対面形式

と変わらない仕事の進め方ができるようになります

。

4. 1 つの基地局がカバーできるデバイス数やエリア

の 広さも大幅に向上。データ通信を中継する機器

を 設置する手間や費用が省ける。

5. 5G で、冷蔵庫や照明器具、エアコンや玄関の鍵

といったあらゆる IoT 機器がインターネットに接

続 し、一元管理を行う。

6. 工場等での利用

7. 医療現場での利用

8. 5G の特長である「超高速」「高信頼・低遅延」（リアルタイム）を活用することで、自動運転技術のレベル 4 やレベル 5 の
実現が加速。

※ レベル 3（条件付き運転自動化）、レベル 4（高度運転自動化）、レベル 5（完全運転自動化）

p.42
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マーケットコメント 2021年 9月 27日

ト

p.45



マーケットコメント 2021年 9月 27日
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マーケットコメント 2021年 9月 27日

p.47



マーケットコメント 2021年 9月 27日

p.48



マーケットコメント 2021年 9月 27日
令和２年 12 月 15 日 洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会 より抜粋

p.49



マーケットコメント 2021年 9月 27日

p.50



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.51



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.52



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.53



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.54



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28日(火)



ナスダック100上位銘柄株価 9月28日(火)



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 9月28日(火)



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 9月28日(火)



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%）
9月28日(火)
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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






