
急落のナスダック100、ア
マゾン決算で引け後は

急反発！

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/

2022年2月4日（金）現地2月3日(木）
チャンネル
登録！

資料ダウン
ロード可！



2

「永遠の青年」などいない！





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」
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景気循環と株価の関係
2. 株式市場のロードマップを再確認

趣味としての投資と
仕事としての運用で
す。この何れかによ
って、全く異なる行
動が必要となってく
るのです。



澤康彦
88年当時私もアメリカ大和にいました。川田さんのおっしゃる
とおり、アメリカ大和は桜田淳子が働く証券会社としてロケ現
場でした。桜田淳子より美姫のほうが綺麗だったことをよく覚
えています。

→私ね、うっすら覚えとんよ。受付のコーヒー色の色調のホー
ルで「いまロケ中！」なんてだれかがいってたような。あれが
夢か現かの区別がつかなくなっていたんです。

ところでコーポレートファイナンスの小菅さんが当時のアメ大
メンバーで集まりたいなんていってました。今年は実現したい
ですね。



毎週水曜日
8時オンライントーク

駆け込み寺なの？



サロンの会員の皆さんへ

【お知らせ】「日経新聞読み合わせ」企画
【日時】 2022年2月4日（土）10:00～10:30（予定）

【要領】当日の朝刊をご購読の上、ご参加ください 電子版にご登録いただく他、コンビニで購入可能で
す。

●川田からひとこと
米国株式投資の知識を高めるには日経の読み込みが効果的です。逆にこの経済紙が読めなければメディア
やネットの評論家の話しもあまり理解できていないことになります。

日経新聞が読めるようになることは米国株式投資に限らず広く社会・経済全般への知識と興味が高まり一
生もののスキルになると思います。ここは自信があります。

そこで時間はかかるかもしれませんが、毎日コツコツ読めるところから読んでいけば時間の経過と共に理
解できる記事が増えるし読むスピードも速くなります。

ただし現実は日経を購読していない人が多いことも理解しています。読まずに私の話の聞き流しだけでは
その効用は限定的と思います。

今まで日経を購読されてない方もこの機会に是非一緒に学びましょう
8

連続登場
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2月2日、9日
研究員報告「経産省資料から読み解
くEV事情」



【予約受付中】川田との個別相談会（15min）
川田重信との個別相談会を開催いています！
日頃の資産形成に関する悩みやご相談などなんでも結構です。

下記のリンクより、下記注意事項を必ずご確認の上、ご予約を宜しく

弊社からメール（Zoom URLを含む）にて返信いたしますので、お手数
ですがメールに添付の質問表の記入を宜しくお願い致します。

【予約ページ】
https://calendly.com/kawata-1on1/15min

【注意事項】
※本ミーティングは、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販
売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決
定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。

※関係法令等の規制により、個別銘柄や個別の投資信託の売買タイミン
グのご相談や銘柄の推奨にはお答えできません。また、潮目チャートに
関するご質問についてもお答えしておりません。あらかじめご了承くだ
さい。

※本ミーティングの内容に基づいて行われる判断について、弊社は一切
の責任を負いません。

【個別相談会】



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



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



本日のトピックス
朝会

ストボ（水曜日11時） 2月9日
3月＝2日、16日、
4月＝6日、20日 5月＝11日、18日 6月＝1日、15日

日経CNBC
2月22日（火）午前8時15分前後（電話で）

1月25日（火）ゲストトーク（10時15分からスタジオで露口さ
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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S&P500指数 高株価リスト
時価総額 株価 グーグル親会社、株式分割で個人投資家呼び込みへ－ダウ採

用にも道

１対20の株式分割、株価は3000ドル近くから約140ドルに
下落へ
単純平均指数のダウ平均、４桁の株価が組み入れの障害だ

った

米グーグルの親会社アルファベットは大規模な株式分割を行
う計画。

このため今後購入する投資家は１株を保有するのに3000ドル
（約34万円）も用意する必要はなくなる。また、同社が投資
家に最も崇敬される株価指数に組み入れられる可能性も出て
くる。

アルファベットは１対20の株式分割を行うと発表した。新
型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）期に株式
市場に群がった多数の小口投資家を呼び込みたい考えだ。



ダウ工業株30銘柄 2月3日(木)
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米国株式市場＝反落、メタの業績見通し嫌気

米国株式市場は５営業日ぶりに反落して取引を終えた。フェイスブックを手掛けるメタ・プラットフォ
ームズが業績見通しへの失望感から急落し、他のＩＴ大手の好決算を受けたこのところの相場回復にス
トップがかかった。

メタが前日に示した第１・四半期の売上高見通しは市場予想を下回り、同社はアップルのプライバシー
規約変更や中国発の動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」などとの競争激化を理由に挙
げた。

これを受けてツイッターやピンタレスト、スナップなど他のソーシャルメディア企業も売られ、ハイテ
ク株の比率が高いナスダック総合が大幅安となった。

ＩＴ大手のアルファベットやマイクロソフト、引け後に決算発表を控えたアマゾン・ドット・コムも下
落した。
米アマゾン、第4四半期は増益 プライム会費引き上げへ 株価12％高
２月３日、米アマゾン・ドット・コムが３日発表した２０２１年第４・四半期決算は増益。また、輸
送コストや賃金の拡大を相殺するため、米国のプライム会費を引き上げると発表した。引け後の時間外
取引で、アマゾンの株価は１２％急伸した。
米国のプライム会費は年間で現在の１１９ドルから年１３９ドルに、月間で１２．９９ドルから１４．
９９ドルにそれぞれ引き上げられる。新規会員への値上げは２月１８日から適用される。
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メタの株価は２６．４％急落し、ロイターの算出によると、時価総額は２０００億ドル超減少。米企業
が１日で失った時価総額としては、アップルが２０２０年９月３日に記録した１８００億ドルを超えて
過去最大となった。

メタの下落でナスダックの時価総額は０．９％、Ｓ＆Ｐ５００の時価総額は０．６％、それぞれ減少。
この日の下落率はナスダックが２０年９月、Ｓ＆Ｐ５００が２１年２月以来の大きさとなった。

他のソーシャルメディア企業も売られ、ツイッターは５．６％安。ピンタレストは１０．３％、スナッ
プは２３．６％、それぞれ急落した。

ＩＴ大手のアルファベットやマイクロソフトも３％超下落。アマゾン・ドット・コムは引け後の決算発
表を前に７．８％安となった。

決済大手ペイパル・ホールディングスの決算を嫌気して前日に売られたフィンテック銘柄はこの日も軟
調。これらの銘柄は新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）に伴うデジタル決済の普及で
恩恵を受けたが、高バリュエーションが今年も正当化されるか疑問視する声が上がっている。

ペイパルは６．２％安。ブロック、アファーム・ホールディングス、ソフィ・テクノロジーズは４．９
─１１％下落した。。
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メタ・プラットフォームズが26％急落
約28兆9600億円の時価総額が吹き飛びました。

メタをカバーするウォール街62社のうち、「買い」を推奨していたのは52社。
目標株価の平均は18％の上昇余地を示していました。
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ナスダック100（1か月）
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ＱＱＱを買わず、東証２６３１を購入する理由は、どんなメリ
ットが？
ＮＩＳＡで外国株を購入するのはなにかリスクが？
→両者はほぼ一緒の値動きをしますし、経済価値は同じです。
ＱＱＱは外国株で2631は日本株ですが、経済価値は両者同じで
す。
2631を使っているのは平日昼間に東証で買付けできるので手間
がかからないからです。両者のリスクにも変わりはないと言い
切れます。
全体の保有ではＱＱＱが多いです。
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上昇率 3%以上

上昇率 2～3％

下落率 2～3％

下落率 3%以上





S&P500 2月月中の推移
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1985年～2020年＋0.47％ 過去36年
2012年～2021年＋1.15％ 過去10年

平
均
変
化
率



S&P500 2月月中の推移（1985～2021）
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1月上昇（過去に23回）＋1.17％

1月下落（過去に14回）-0.72％

平
均
変
化
率

1か月を100％として



ナスダック総合 月間10％下落のその後
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月間騰落率 2月初日 第一週 2月月間
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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



43

■ 今週の予定
1月31日（月）
・航空・宇宙、防衛向け関連情報技術のL3ハリス・テクノロジーズ＜LHX＞、半導体メーカーのNXPセミコンダクターズ＜NXPI＞、エレベーター・メ
ーカーのオーチス・ワールドワイド＜OTIS＞、空調機器メーカー、トレイン・テクノロジーズ＜TT＞が四半期決算発表。
・米サプライ管理協会（ISM）が1月のシカゴ購買部協会景況指数（シカゴPMI）を発表。予想値は60.2と12月を3ポイントほど下回る。

2月1日（火）
・半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイシズ＜AMD＞、アルファベット＜GOOGL＞、損害保険会社のチャブ＜CB＞、ゲームソフト大手のエレク
トロニック・アーツ＜EA＞、アパート不動産投資信託（REIT）エクイティ・レジデンシャル＜EQR＞、石油大手エクソン・モービル＜XOM＞、資産運
用持ち株会社フランクリン・リソーシズ＜BEN＞、自動車大手ゼネラル・モーターズ＜GM＞、バイオ製薬会社ギリアド・サイエンシズ＜GILD＞、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＞、住宅建築大手パルトグループ＜PHM＞、コーヒーチェーン大手スターバックス＜SBUX
＞、小口貨物運送大手ユナイテッド・パーセル・サービス＜UPS＞が決算発表。
・労働統計局（BLS)が求人離職統計（JOLTS）発表。エコノミスト予想では、12月末時点の求人件数は1010万件と、11月から50万件減少。現在、求人
件数は失業者数を上回っている。
・ISMが1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58と、12月からほぼ横ばい。

2月2日（水）
・バイオ医薬品企業アッヴィ＜ABBV＞、医薬品卸売会社のアメリソースバーゲン＜ABC＞、医療機器メーカーのボストン・サイエンティフィック＜
BSX＞、住宅建設会社DRホートン＜DHI＞、電機メーカーのエマーソン・エレクトリック＜EMR＞、医療保険大手ヒューマナ＜HUM＞、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＞、大手エネルギー会社マラソン・ペトロリアム＜MPC＞、医薬品卸売会社のマッケ
ソン＜MCK＞、メタ＜FB＞（旧フェイスブック）、保険・金融サービスのメットライフ＜MET＞、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＞、デンマークの製薬企業ノボ・ノルディスク＜NVO＞、小口トラック輸送のオールド・ドミニオン・フレート・ライン＜ODFL＞、半
導体大手のクアルコム＜QCOM＞、ソニー＜6758＞、通信大手TモバイルUS＜TMUS＞、科学関連サービス企業サーモ・フィッシャー・サイエンティフィ
ック＜TMO＞、廃棄物処理サービスのウェイスト・マネジメント＜WM＞が四半期決算発表。
・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1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21万
5000人増（12月は80万7000人増）。
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2月3日（木）
・ビデオゲーム大手のアクティビジョン・ブリザード＜ATVI＞、自動車保険オールステート＜ALL＞、アマゾン・ドット・コム＜
AMZN＞、医療機器大手ベクトン・ディッキンソン＜BDX＞、バイオ医薬品のバイオジェン＜BIIB＞、医薬品流通会社カーディナル・
ヘルス＜CAH＞、保険会社シグナ＜CI＞、大手家庭用品メーカーのクロロックス＜CLX＞、総合石油エネルギー企業コノコフィリッ
プス＜COP＞、ディーゼルエンジン・メーカーのカミンズ＜CMI＞、製薬大手イーライリリー＜LLY＞、化粧品大手エスティローダー
＜EL＞、自動車大手フォード・モーター＜F＞、セキュリティのフォーティネット＜FTNT＞、チョコレートメーカー大手のハーシー
＜HSY＞、総合テクノロジー企業ハネウェル・インターナショナル＜HON＞、工業製品メーカーのイリノイ・ツール・ワークス＜ITW
＞、証券取引所運営会社インターコンチネンタル・エクスチェンジ＜ICE＞、医薬品大手メルク＜MRK＞、衣料品メーカーのラル
フ・ローレン＜RL＞、英蘭系石油大手ロイヤル・ダッチ・シェル＜RDSB＞、モバイル向け画像・動画サイトのスナップ＜SNAP＞が
決算発表。
・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。ラガルド総裁は、今年利上げするこ
とはないだろうと言明している。
・ISMは1月の非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58.9と、12月から3ポイント低下。

1月28日（金）
・米労働統計局が1月の雇用統計を発表。非農業部門就業者数のエコノミスト予想は前月比15万人増。（12月は同19万9000人増）。
失業率の予想は前月から横ばいの3.9％。
・ガス、ガス処理装置、機能材料メーカーのエアー・プロダクツ・アンド・ケミカルズ＜APD＞、保険ブローカーのエーオン＜AON
＞、製薬大手ブリストル・マイヤーズ・スクイブ＜BMY＞、シカゴ・オプション取引所を運営するCBOEグローバル・マーケッツ＜
CBOE＞、自動車部品メーカーのイートン＜ETN＞、保険会社ハートフォード・ファイナンシャル・サービシズ＜HIG＞、金融持ち株
会社プルデンシャル・ファイナンシャル（PRU）、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＞、仏
製薬会社サノフィ＜SNY＞が四半期決算コンファレンスコールを実施。

2月2日（水） IDXX 
2月10日（木） ゼブラ（ZBRA）



2022年2月8日（火）収録予定







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 2月3日(木)



ナスダック100上位銘柄株価 2月3日(木)



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 2月3日(木)



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 2月3日(木)



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他
2月3日(木)
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1 Ticker Company 推奨者 概要 業種

2 DE Deere トッド・アールステン 農機メーカー 資本財

3 FISV Fiserv トッド・アールステン 旧来型決済サービス テクノロジー

4 MA Mastercard トッド・アールステン クレジットカード決済サービス テクノロジー

5 ADBE Adobe トッド・アールステン 文書・画像処理ソフト大手 テクノロジー

6 AMAT Applied materials トッド・アールステン 半導体製造装置メーカー テクノロジー

7 DHR Danaher トッド・アールステン 計測装置および医療機器メーカー ヘルスケア

8 MSCI MSCI ヘンリー・エレンボーゲン株価指数の作成 金融

9 JBHT J.B. Hunt Transport Servicesヘンリー・エレンボーゲン物流 資本財

10 WRBY Warby Parker ヘンリー・エレンボーゲンアイケア製品を販売するオムニチャネルの小売業者一般消費財

11 MTN Vail Resorts ヘンリー・エレンボーゲンリゾート施設運営 一般消費財

12 SHOP Shopify ヘンリー・エレンボーゲンネットショップ設立プラットフォーム提供 テクノロジー

13 MSGS Madison Square Garden Sports マリオ・ガベリ スポーツエンターテイメント持株会社 コミュニケーション・サービス

14 CNHI Cnh Industrial マリオ・ガベリ 特殊車両メーカー 資本財

15 DAN Dana マリオ・ガベリ 自動車部品メーカー 一般消費財

16 GPC Genuine Parts マリオ・ガベリ 自動車交換部品流通・販売 一般消費財

17 DRQ Dril-Quip マリオ・ガベリ 海洋堀削・生産機器メーカー エネルギー

18 HAL Halliburton マリオ・ガベリ 油田開発サービス エネルギー

19 DLTR Dollar Tree メリル・ウィットマー ディスカウントストア・チェーン 一般消費財

20 BAP Credicorp ルパール・バンサリ ペルーの金融持株会社 金融

21 BIDU Baidu ルパール・バンサリ インターネット検索エンジン コミュニケーション・サービス
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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


