
やっと一服、これで
OK。で、押しも浅い 

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10日（水）現地11月9日(火） 
チャンネル
登録！ 

資料ダウン
ロード可！ 
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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  

「パラサイト・シングル」「婚活」「希望格差社会」 



〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
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15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  
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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）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 
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米国株式市場は下落し、連日の最高値更新に終止符。 
利益確定の動きに加え、インフレ懸念が幅広い売りにつながった。 
 
Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合は前日まで８営業日連続、ダウ工業株３０種は２営業日連続で終
値での最高値を更新していた。 
 
９日発表された１０月の卸売物価指数（ＰＰＩ）は前月比０．６％上昇、９月の０．５％上昇から伸び
が加速。新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）に伴うサプライチェーン（供給網）の問
題が続く中、高インフレが当面続く公算が大きいことが示された。 
 
卸売物価の上昇が消費者にどの程度転嫁されているかを探る上で１０日発表の消費者物価指数（ＣＰ
Ｉ）統計が注目。 
 
第３・四半期決算シーズンは終盤を迎えており、これまでにＳ＆Ｐ５００種採用企業のうち４４５社が
決算を発表済み。リフィニティブによると、このうち８１％がアナリストの予想を上回っている。 
 
ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ）は２．６％上昇。企業全体を３分割すると発表。 
テスラは１２％下落し、一般消費財セクターを圧迫。テスラ株の約１割を売却するというマスク最高経
営責任者（ＣＥＯ）の提案がツイッター上の投票で５７．９％の支持を得たことを受けた下落が続いた。 
ネット証券のロビンフッド・マーケッツは顧客約５００万人の電子メールアドレスを第三者が入手する
事案が今月３日に発生したと発表。株価は３．４％下落した。 
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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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ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ）は、ヘルスケア、電力、航空の３事業別に分社化する。 
コングロマリットとしての同社の歴史に終止符が打たれる。 
 
９日のＧＥ発表によると、ヘルスケア事業は2023年序盤にスピンオフする。また再生可能エネルギー、電力設備、
デジタル事業を別の部門に統合し、こちらは24年にスピンオフする計画。エンジン製造事業のＧＥアビエーショ
ンが残ることになる。 
 
この決定は、ラリー・カルプ最高経営責任者（ＣＥＯ）が2018年に同社トップに就いて以来、最も大規模かつ重
要な変化となる。 
 
カルプ氏はインタビューで「われわれが行っているのは、ヘルスケア、航空、エネルギーの各分野で３つの優れ
た投資適格企業を生み出すことだ」と説明。「ＧＥは長い間、これらの市場を率いてきた。これからは次の世紀
のリーダーシップに向けて踏み出す」と述べた。 
 
時代の終わり 
ＧＥの分社化により、20世紀のコーポレート・アメリカを特徴付けていたコングロマリットの時代は終わりを迎
えることになる。投資家は多面的に事業展開する企業よりも焦点を絞った企業を選好するようになり、他の大規
模な多角的企業もこれまでに複数が分社化を選択してきた。 
 
20年前、ＧＥは時価総額で世界最大の企業だった。５年前にはまだ上位10社に残っていたが、８日終値時点でＳ
＆Ｐ500種株価指数構成企業には時価総額でＧＥを上回る企業が数十社もある。直近時価総額1222億ドル 
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米国10年国債金利（過去1年） 
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主要指数＋半導体過去5日間 



26 

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 



29 

過去5日間 



30 

過去1カ月 
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年初来 
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■ 今週の予定 
11月8日（月） 
・映画館運営会社のAMCエンターテインメント・ホールディングス＜AMC＞、オンライン決済サービス会社ペイパル・ホールディン
グス＜PYPL＞、オンラインゲームプラットフォームのロブロックス＜RBLX＞が四半期決算を発表。 
 
11月9日（火） 
・ドイツのバイオ医薬品メーカー、バイオンテック＜BNTX＞、医薬品流通会社カーディナル・ヘルス＜CAH＞、コインベース・グロ
ーバル、料理宅配会社ドアダッシュ＜DASH＞、住宅建設会社DRホートン＜DHI＞、ソフトウエア開発会社パランティア・テクノロジ
ーズ＜PLTR＞、食品流通大手シスコ＜SYY＞が決算発表。 
・ブロードコム＜AVGO＞がニューヨークで投資家向け説明会を開催。 
・10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（9月は0.5％上昇）。食品とエネルギーを除くコア指数
は同0.4％上昇（9月は0.2％上昇）。 
・全米独立企業連盟（NFIB）が、10月の中小企業楽観度指数を発表。コンセンサス予想は98.5と、9月をわずかに下回る。 
 
11月10日（水） 
・娯楽・メディア大手のウォルト・ディズニー＜DIS＞が2021年度第4四半期の決算発表。9月21日にボブ・チェペック最高経営責任
者（CEO）がストリーミングサービスの成長に懸念を示して以来、S&P500指数が7％上昇する一方で、1％の上昇にとどまっている。 
・決済処理会社のアファーム・ホールディングス＜AFRM＞、ソーファイ・テクノロジーズ＜SOFI＞が四半期決算発表。 
・EVトラックメーカーのリビアン・オートモーティブがナスダックで取引開始。ティッカーは＜RIVN＞。アマゾン・ドット・コム
＜AMZN＞が出資する同社は、1株あたり57ドルから62ドルで1億3500万株を公開する予定。時価総額は約530億ドルとなると見られる。 
・信用調査会社大手エクイファクス＜EFX＞、クレジットカード大手マスターカード＜MA＞、スマートファクトリー機器を製造する
ロックウェル・オートメーション＜ROK＞が投資家向け説明会を開催。 
・10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6％上昇（9月は同5.4％）、食品とエネルギーを除くコアCPI
は同4.4％上昇（9月は同4％）。 
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今週の予定 
 
11月11日（木） 
・ベテランズ・デー（復員軍人の日）で米債券市場は休場。 
・資産運用会社ブルックフィールド・アセット・マネジメント＜BAM＞、医薬品のオルガノン＜OGN＞、皮革製品メーカーのタペストリー＜TPR＞が決
算コンファレンスコールを開催。 
・半導体メーカーのNXPセミコンダクターズ＜NXPI＞がニューヨークで投資家向け説明会を開催。 
 
11月12日（金） 
・製薬大手アストラゼネカ＜AZN＞が四半期決算発表。 
・医療機器大手ベクトン・ディッキンソン＜BDX＞がバーチャルで投資家向け説明会を開催。 
・11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72.5で10月を若干上回る。 
・求人離職統計（JOLTS）発表。エコノミスト予想では、9月末時点の求人件数は1000万件と、8月末よりも40万件減少するも、過去最高水準を維持。 





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 
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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   11月9日(火) 



ナスダック100上位銘柄株価   11月9日(火) 



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 11月9日(火) 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 11月9日(火) 



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%） 
11月9日(火) 
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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 
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朝会、前みたいに、毎日やってほしいなぁ。映像の世紀 私も大好きです。 
(パリは燃えているか)を聞くと胸が締め付けられます。私も昼間は仕事を頑張って、給料貰って、夜は
飲んでしっかり寝る。寝てる間は、自分のお金を海の向こうで仕事させます。労働と投資で、24時間資
産を増やす作戦で資産形成します。 
 
川田さんのおかげでゼブラを500ドル割れで買えました。やっぱりあの時が買い場だったのですね。 
 
何時も有難う御座います。映像の世紀のどのタイトルでしょうか？教えて下さい。戦災孤児です。アラ
エイティですが、アメリカを含めて五大陸の駐在期間約40年でした。今も海外に住んでいますが、死ぬ
前には帰国して浪費しようと思っています。つくづく川田社長の仰る通りだと思って感心しています。
今は日本に家族もいますが、土管の中で育って今日迄、一匹狼でやって来ました。 
→選(13)「戦場の黙示録」これこの間見ました。英米の視点ではドイツは大変な悪者ですね。その意味
では英米は日本に対するイメージも結構な刷り込みしているのかもしれません。私は夜郎自大でも卑屈
でもなく等身大の日本を見るクセを身につけるべきと思います。ところで、この番組はどのタイトルも
興味深いです。https://www.nhk.jp/p/ts/Z296R28W3R/list/ 



49 





51 

大機小機痛み伴う改革の議論避けるな 
 
そもそもこの国は経済成長していない。アベノミクスが始まった2013年年初の実質国内
総生産（GDP）は、今とほとんど変わらない。それはコロナのせいだと言われるかもし
れないが、コロナ前の19年夏までのグラフを描いてみるといい。せいぜい年平均1%程度
である。分配したくても先立つものがない。 
 
ところがその間に雇用者数は約450万人も増えた。定年延長をしたおかげで高齢者の就
業が増えたのだ。成長が一定で雇用者数が増えたなら、1人当たりの賃金が伸び悩むの
は当然であろう。内閣府は「総雇用者所得は増えています」 
 
それでもこの国の人たちは互いに優しく、世代間闘争には至らない。現役世代と高齢者
世代が小さなパイを分かち合い、社会保障費の負担増も受け入れてきた。皆が職場に居
られるように、等しく貧しくなることを選んだのだ。成長しない経済下で、つつましく
分配してきたのがこの国の真の姿ではなかったか。 
 


