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毎週水曜日 
8時オンライントーク 



サロン「夢がかなう資産形成塾」概要 

概要 

皆様が資産形成で成功するために一緒に学び啓発し合うオンラ
インサロンです。 大好評のメルマガ「メディアで鍛える米国株
式講座」だけでは伝えきれない内容や、 米国株式投資の魅力を
体感できる会員向けのセミナーを提供します。 

ターゲット 

・資産形成で成功したい 

・投資を始めたいけど、やり方が分からない 

・投資をしているが今のやり方で正しいのかが不安 

媒体 

「川田重信 オンラインサロン」で検索！ 

または、下記リンクよりご登録ください。 

URL：https://lounge.dmm.com/detail/2385/# 

月額料金 月額3,300円（税込） 

https://kawata-magazine.com/
https://kawata-magazine.com/


◆その１ 川田重信とのオンライントークへの参加（原則水曜20時） 
大好評のメールマガジン「川田重信のメディアで鍛える米国株式講座」
で紹介した記事を題材に、メールマガジンでは伝えきれない内容まで解
説します。 
 
◆その２ 各種イベントへの参加 
現役プライベートバンカーやファンドマネージャーをゲストに招いたセ
ミナーや、読書会など、資産形成をより実践的に学ぶことができます。 
そのほか、メンバー同士の交流会、川田重信のポートフォリオ公開も予
定しています。 
 
◆その３ 質問会 
資産形成に関する悩みを川田がすべてお答えします。 
 
◆その４ 資産形成に役立つ情報の発信 
マーケット情報に加え、川田重信が日頃情報収集しているサイトや書籍
から気になるトピックについて日々発信します。 

サロンでできること 
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【運用形成】 

正しい手法で「盆栽」ではなく「巨木」を育てよう 
頻繁な売買はパフォーマンスを傷める！ 



アジェンダ オンライントーク 
2021年10月13日（水）20時～21時 

20:00～20:07 皆様より簡単な自己紹介 
20:07～20:10 前回の「サロンの進め方」について いただいたご意見のご紹介 
20:10～20:20 メルマガから 盆栽と巨木/我々はどのような時代に生きているのか？/ 
             人事院 川本総裁の読書遍歴から 
20:20～20:45 メルマガを題材にディスカッション 
20:45～21:00 質問コーナー＆フリーディスカッション＆頂いたご意見も交えて 

※自己紹介については、お名前（サロン上の名前でも可）と投資遍歴についてお話し
ください。 
※皆様の活発なご意見をいただければ幸いです。簡単な質問や素朴な質問でも結構で
すので、川田と一緒にディスカッションしましょう！ 
 
※次回のオンライントークは、2021年10月20日（水）20時～ 



クレジットカードの情報を入力し、決済く
ださい、決済と同時に利用可能です 

「川田重信 オンラインサロン」で検索！ 

ここをクリック 

DMMオンラインサロンに未登録
の方は新規登録ください 登録の流れ 



メールマガジン配信中！ 
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ご購読の流れ 
朝会のここをクリック 

QRを読み取り 

or 

ここをクリック クレジットカードの情報を記入 



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20日 
11月10日、17日、12月1日、15日  
 
日経CNBC  
11月2日（火）午前10時15分前後（露口さんとスタジオで） 
11月26日（金）午前8時15分前後（改野さんと電話で） 
 
  

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＝続落、決算やＦＯＭＣ議事要旨控え警戒感 
一連の企業決算のほか、９月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨発表を翌日に控えて警戒感が高まり、
終盤に下げ幅を拡大した。ただ電気自動車（ＥＶ）大手テスラが買われたことで下値は支えられた。 
 
１３日に決算を発表するＪＰモルガン・チェースは０．８％安。Ｓ＆Ｐ５００銀行指数も０．６％下落。 
 
アナリストは第３・四半期の企業決算が堅調になると予想しているが、投資家は新型コロナウイルス禍から脱
却する企業にサプライチェーン（供給網）の問題や物価上昇がどのように影響するのか憂慮している。 
 
 
テスラは１．７％高で、Ｓ＆Ｐ５００やナスダックを下支えした。９月の中国製ＥＶの販売台数が５万６００
６台と、約２年前に上海で生産を開始して以来、最高を記録した。このうち３８５３台は輸出用だった。 
８月は４万４２６４台で、うち３万１３７９台が輸出向け。 
 
同社は上海でセダン「モデル３」とＳＵＶ（スポーツ用多目的車）「モデルＹ」を生産している。 
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米第3四半期決算は堅調な伸びに、供給網とコスト上昇が懸念要因 
 
リフィニティブＩＢＥＳ 
Ｓ＆Ｐ総合５００種指数採用企業の２０２１年第３・四半期利益は、前年同期比２
９．６％増加見通し。伸び率は第２・四半期の９６．３％から大幅に縮小 
 
最近の傾向とは異なり、数週間前から予想が小幅に下方修正された。 
 
＜サプライチェーン、コスト＞ 
エネルギー価格の急上昇が企業や消費者にどのような影響を及ぼすか？ 
ＢｏｆＡセキュリティーズ サビータ・サブラマニアン氏 
「新型コロナ関連のサプライチェーンの問題は消費財以外にも広がった。また国際
的な摩擦の長期的な兆候を見付けるのはたやすい状況だ」こうした問題は株価に完
全に織り込まれているわけではない 
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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 



23 

過去1カ月 
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年初来 



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. 



2007年以降の下落局面 

出所：Advisor Perspectives の資料を基にエグゼトラスト株式会社作成 

 



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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■ 今週の予定 
10月11日（月） 
・米債券市場はコロンブス・デーの祝日で休場。 
・世界銀行と国際通貨基金（IMF）の年次総会が、主にバーチャルで開催。会合は17日まで続く。 
 
10月12日（火） 
・建設用資材販売のファスナル＜FAST＞が四半期決算発表。 
・8月の求人離職統計（JOLTS）発表。エコノミスト予想では、8月末時点の求人件数は1 110万件。過去最高を記録した7月をやや
上回る。 
・全米独立企業連盟（NFIB）が、9月の中小企業楽観度指数を発表。コンセンサス予想は99と、8月をわずかに下回る。 
 
10月13日（水） 
・第3四半期の決算発表が始まる。JPモルガン・チェース＜JPM＞が決算発表。KBW銀行指数は、米国債利回り上昇と連邦準備制度理
事会(FRB)がタカ派寄りになっていることから年初来39％上昇している。 
・資産運用大手ブラックロック＜BLK＞、航空会社大手デルタ航空＜DAL＞、金融サービス会社のファースト・リパブリック・バン
ク＜FRC＞が決算発表。 
・医療機器大手メドトロニック＜MDT＞が投資家向け説明会を開催。ESG（環境・社会・企業統治）戦略について説明を行う。 
・米連邦公開市場委員会（FOMC）が9月下旬に行われた金融政策会合の議事要旨を公表。 
・9月の消費者物価指数（CPI）発表。エコノミスト予想は前年同月比5.3％上昇、食品とエネルギーを除くコアCPIは同4％上昇と、
どちらも8月とほぼ同じペース。 
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今週の予定 
 
10月14日（木） 
・金融大手バンク・オブ・アメリカ＜BAC＞、シティグループ＜C＞、ウェルズ・ファーゴ＜WFC＞、モルガン・スタンレー＜MS＞、
銀行持ち株会社U.S.バンコープ＜USB＞、医療保険会社ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞、ドラッグストア・チェーン大手の
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス＜WBA＞が四半期決算コンファレンスコールを開催 
・パッケージ食品メーカーのホーメル・フーズ＜HRL＞が投資家向け説明会を行い、長期戦略および主な取り組みについて説明を行
う。 
・9月の卸売物価指数（PPI）発表。コンセンサス予想は前月比0.5％上昇（8月は0.7％上昇）。食品とエネルギーを除くコア指数は
同0.4％上昇（8月は0.6％上昇）。 
 
10月15日（金） 
・金融大手ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞、物流大手JBハント・トランスポート・サービシズ＜JBHT＞、金融持ち株会
社のPNCファイナンシャル・サービシズ・グループ＜PNC＞、不動産投資信託（REIT）大手プロロジス＜PLD＞、銀行持ち株会社トゥ
ルイスト・ファイナンシャル＜TFC＞が決算発表。 
・9月の小売売上高発表。コンセンサス予想は前月比0.1％減の6180億ドル。自動車を除いた数値は同0.6％増の予想（8月は1.8％の
大幅増）。 
・10月のミシガン大学消費者景況感指数発表。コンセンサス予想は74.8で、9月を2ポイント上回る。8月の数値は、消費者の間でイ
ンフレ懸念が増大したことから、ここ10年で最低であった。 
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月曜日午後8時～ 
ただし10月18日
（月）は休み、マケ
コメも 



マーケットコメント 2021 年 8 月 2 日 

【Sp500】8 月は高値波乱含みだが、秋になるとラリーの様相へ 

7 月の雇用統計発表の 8 月 6 日は注視。自動車生産再開、給付金上乗せ廃止の動きで、雇用の動きに注視。しばし POISSON 下落傾向

続き、期 待上昇確率変動期に入り乱調相場か？ 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、雇用統計発表日特に 8 月 6 日前後、9 月 3 日に向けて乱調相場、引き続き月初は警戒か。潮目 

9 月 21 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。ダウと同様に 9 月から堅調に推移しても、9 月 29 日、  10 月 8 日の値動きに注意。10 月 21 日の反

落の動き示唆に 注意。 

FOMC:8 月 26 日－28 日、9 月 21 日－22 日、11 月 2－3 日、12 月 14 日－15 日 

p.32 





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   10月12日(火) 



ナスダック100上位銘柄株価   10月12日(火) 



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 10月12日(火) 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 10月12日(火) 



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%） 
10月12日(火) 



40 



41 



42 

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 



47 

過去3カ月 


