
ナスダック100、9日連騰
で独走状態。来週は一服

でしょう。 

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11月5日（金）現地11月4日(木） 
チャンネル
登録！ 

資料ダウン
ロード可！ 





毎週水曜日 
8時オンライントーク 

駆け込み寺なの？ 



◆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 



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！ 



〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
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11月1日配信 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
 
＊＊＊目次＊＊＊ 
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  



〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
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11月8日配信 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
 
＊＊＊目次＊＊＊ 
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  



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

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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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. 
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ナスダック100が今年最長の９連騰 Ｓ＆Ｐとナスダックが最高値更新、ドル上昇、利回り低下 
 
米１０年債利回りは序盤に１．６０９％まで上昇、その後１．５０９％と１０月中旬以来の水準に低下。
終盤１．５２０９％ 
 
２年債利回りは一時０．３９１％に低下。終盤は０．４１２５％。先週は０．５６４０％と１年７カ月
ぶりの高水準を付けていた。 
 
長短金利差は約１週間ぶりの水準に拡大した。 
 
＜株式＞ 米国株式市場はＳ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が上昇し、６営業日連続で終値ベース
の最高値を更新した。米半導体大手クアルコムが３日発表した好決算を受け、半導体関連株が上昇した。 
 
Ｓ＆Ｐ500種ではテクノロジー株や小売り銘柄の上げが目立った。ハイテク中心のナスダック100指数は
９営業日続伸し、昨年12月以来最長の連続高となった。クアルコムが強気な業績見通しを示し、半導体
の供給問題が和らぎつつあることが新たに示唆された。 
 
Ｓ＆Ｐ500種は前日比0.4％高の4680.06。ナスダック総合指数は0.8％上昇。ダウ工業株30種平均は
33.35ドル（0.1％）安の36124.23ドル。 
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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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アルベマール、今年のリチウム販売予想を上方修正 
 
電気自動車（ＥＶ）用の電池に使われるリチウム生産世界最大手の米アル
ベマール<ALB.N>は３日、２０２１年のリチウム販売予想を上方修正。 
 
アルベマールの主力事業部門であるリチウム販売は、価格上昇を背景に２
１年第３四半期（７─９月）は３５％増加。 
 
アルベマールは７─９月期に、チリの「ラネグラ」リチウム生産施設の稼
働を開始した。さらに、オーストラリアのケマートン生産施設を年末まで
に完成させる計画。 
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 「中国版ロビンフッド」富途・老虎 ネット証券に規制の網 米市場で株
急落 
 
中国本土の利用者を集めて急成長していたオンライン証券会社に規制の網
が及んできた。中国当局が「中国版ロビンフッド」と呼ばれる富途控股
（フートゥー・ホールディングス）と老虎証券（アップ・フィンテック）
を突然批判し、米市場で両社の株価が急落した。中国外への資本とデータ
の流出を警戒し、締め付けに乗り出したようだ。 
 
「富途や老虎などクロスボーダーのネット証券には利用者のデータ保護や
法令順守のリスクがある」。中国共産党機関紙の人民日報（電子版）は10
月半ば、2社を名指しで批判する記事を掲載した。中国人民銀行（中央銀
行）幹部も「無免許で車を運転するようなもの」と批判を強めた。 
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フィットネスジム運営および機器製造のペロトン・インタラ
クティブ <PT> が引け後に７－９月期決算（第１四半期）を
発表しており、売上高が予想を下回ったほか、１株損益の赤
字も予想以上だった。一方、ＥＢＩＴＤＡの赤字は予想ほど
ではなかった。 
ガイダンス：第２四半期は売上高、コネクティド・フィット
ネスの会員数とも予想を下回る見通しを示した。通期につい
ても予想を下回る見通しを示している。 
 時間外で株価は２５％超の大幅安となっている。 
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インデックスファンドに大きな影響を与える産業分類変更 
MSCIがGICS（世界産業分類基準）の変更案を提示 
 
クレジットカード大手のビザ＜V＞やマスターカード＜MA＞、決済大手ペイパル・ホールディングス＜PYPL＞は、金融セクター
と情報技術セクターのどちらに分類？ 
 
10月18日、世界産業分類基準（GICS）を開発・管理するMSCIは、企業のセクター別分類の枠組みについて一連の変更案を提示 
→S&P500指数の12銘柄が情報技術セクターから外れる。 
情報技術セクターの最大の構成銘柄の幾つかが再分類されるかもしれない。ビザ、マスターカード、ペイパルは金融セクター
に分類され、給与計算代行大手のオートマティック・データ・プロセッシング＜ADP＞と 決済企業のフィデリティ・ナショナ
ル・インフォメーション・サービシズ＜FIS＞は資本財・サービスセクターに分類されるだろう。GICSの開発者は、これらの企
業が提供するデータ処理サービスはテクノロジーというよりも、金融セクターや資本財・サービスセクターへの「事業サポー
ト活動」にあたると言う。 
 
■ 産業分類変更による影響 
S&P500指数の情報技術セクターの時価総額は13％近く縮小。アップル＜AAPL＞とマイクロソフト＜MSFT＞は、すでに情報技術
セクターの43％を占めているが、そのシェアはさらに大きく。 
同セクターは、2018年にグーグルの親会社であるアルファベット＜GOOGL＞とメタ（旧フェイスブック）＜FB＞が除外され、当
時新設されたコミュニケーション・サービスセクターに追加されたことで、アップルとマイクロソフトへの集中度が高まって
いた。 
 
金融セクターでは、銀行株のシェアが縮小。現在の時価総額を基準とすると、ビザ、マスターカード、ペイパルは、金融セク
ターの上位6銘柄に入ることになり、金融大手のウェルズ・ファーゴ＜WFC＞、モルガン・スタンレー＜MS＞、シティグループ
＜C＞の相対的な地位はさらに低下する。 
 
運用資産530億ドルのバンガード情報技術＜VGT＞、同470億ドルのテクノロジー・セレクト・セクターSPDR＜XLK＞、同70億ド
ルのフィデリティMSCI情報技術インデックス＜FTEC＞、およびそれらの姉妹ファンドである金融セクターと資本財・サービス
セクターのファンドが含まれる。 
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MSCIが世界産業分類基準の変更案提示 

V 4440 億ドル  

MA 3295 

PYPL 2681 

 

 

JPM 5028 

BAC   3873  
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過去5日間 



29 

過去1カ月 



30 

年初来 
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■ 今週の予定 
11月1日（月） 
・アリスタ・ネットワークス、大手家庭用品メーカーのクロロックス＜CLX＞、資産運用持ち株会社フランクリン・リソーシズ＜
BEN＞、医薬品卸売会社のマッケソン＜MCK＞、半導体メーカーのNXPセミコンダクターズ＜NXPI＞、REIT会社パブリック・ストレー
ジ＜PSA＞、無線通信インフラ企業SBAコミュニケーションズ＜SBAC＞、商業用不動産の自社管理型不動産信託（REIT）サイモン・
プロパティ・グループ＜SPG＞が四半期決算発表。 
・9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1兆5900億ドル。 
・サプライ管理協会（ISM）が10月の製造業購買担当者景況指数（PMI）を発表。コンセンサス予想は60.1と、9月からやや低下。 
 
11月2日（火） 
・ビデオゲーム大手のアクティビジョン・ブリザード＜ATVI＞、バイオ医薬品大手アムジェン＜AMGN＞総合石油エネルギー企業コ
ノコフィリップス＜COP＞、化学品メーカー大手デュポン・ド・ヌムール＜DD＞、自動車部品メーカーのイートン＜ETN＞、化粧品
大手エスティローダー＜EL＞、高級スポーツカー・メーカーのフェラーリ＜RACE＞、出会い系アプリを提供するマッチ・グループ
＜MTCH＞、飲食品メーカーのモンデリーズ・インターナショナル＜MDLZ＞、製薬大手ファイザー＜PFE＞、金融持ち株会社プルデン
シャル・ファイナンシャル（PRU）、通信大手TモバイルUS＜TMUS＞が決算発表。 
・米国で選挙の日。奇数年にあたる今年はニュージャージー州およびバージニア州の州知事選などが実施される。 
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今週の予定 
11月3日（水） 
・米連邦準備制度理事会（FRB）が連邦公開市場委員会（FOMC）後に金融政策を発表。政策金利はゼロ付近に据え置かれることはほぼ確実視されてい
るが、月間1200億ドル規模で実施されている債券購入プログラムの縮小開始を発表するとみられる。 
・飲料大手コカ・コーラ＜KO＞がコンファレンスコールを開催し、ESG（環境・社会・企業統治）戦略について説明を行う。 
・オンライン旅行会社大手ブッキング・ホールディングス＜BKNG＞、ドラッグストアチェーン大手のCVSヘルス＜CVS＞、ゲーム大手エレクトロニッ
ク・アーツ＜EA＞、電機メーカーのエマーソン・エレクトリック＜EMR＞、世界各国でデータセンターを展開するエクイニクス＜EQIX＞、電子商取引
のエッツィ＜ETSY＞、公益事業持ち株会社のエクセロン＜EXC＞、医療保険大手ヒューマナ＜HUM＞、ホテルチェーン大手のマリオット・インターナシ
ョナル＜MAR＞、保険・金融サービスのメットライフ＜MET＞、統合型リゾート運営会社MGMリゾーツ・インターナショナル＜MGM＞、石油・ガス開発企
業のパイオニア・ナチュラル・リソーシズ＜PXD＞、半導体大手のクアルコム＜QCOM＞、ゲームソフト大手テイクツー・インタラクティブ・ソフトウ
エア＜TTWO＞が四半期決算を発表。 
・サプライ管理協会（ISM）が10月の非製造業購買担当者景況指数（PMI）を発表。エコノミスト予想は61.5と、9月とほぼ同じ。 
・給与計算代行のオートマティック・データ・プロセッシング＜ADP＞が10月の非農業部門の米民間雇用者数を発表。コンセンサス予想は前月比47万
2500人増（8月は同56万8000人増）。 
 
11月4日（木） 
・民泊サービスのエアビーアンドビー＜ABNB＞、医療機器大手ベクトン・ディッキンソン＜BDX＞、保険会社シグナ＜CI＞、電力大手デューク・エナ
ジー＜DUK＞、オンライン旅行サービス会社のエクスペディア・グループ＜EXPE＞、決済企業のフィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サ
ービシズ＜FIS＞、ゲノムシーケンス技術のリーダーであるイルミナ＜ILMN＞、食品会社ケロッグ＜K＞、バイオ医療品メーカーのモデルナ＜MRNA＞、
電力大手のNRGエナジー＜NRG＞、大手バイオ医薬品会社のリジェネロン・ファーマシューティカルズ＜REGN＞、モバイル決済サービスのスクエア＜SQ
＞、メディア大手バイアコムCBS＜VIAC＞、ライドシェアサービスのウーバー・テクノロジーズ＜UBER＞、動物用医薬品メーカーのゾエティス＜ZTS＞
が決算コンファレンスコールを開催。 
 
11月5日（金） 
・大手電力会社ドミニオン・エナジー＜D＞、スポーツ関連のギャンブルやゲームをオンラインで提供するドラフトキングス＜DKNG＞、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＞、電力会社センプラ・エナジー＜SRE＞が四半期決算を発表。 
 
・10月の雇用統計発表。非農業部門就業者数の予想は43万5000人増。9月は19万4000人増と予想を約30万人下回った。失業率の予想は4.8％と前月から
横ばい。8月、9月ともに予想を大幅に下回ったが、これは記録的な求人数にもかかわらず、労働力不足が多数のエコノミスト予想よりも長期化してい
ることによる。 





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.34 



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   11月4日(木) 



ナスダック100上位銘柄株価   11月4日(木) 



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 11月4日(木) 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 11月4日(木) 



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%） 
11月4日(木) 
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今回の買い局面で買った唯一
のグロース銘柄がZBRA。これ
は握り続ける予定ですw 
→一緒に握り続けましょう  
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過去5日間  



43 

過去1カ月 



44 

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 


