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メールマガジン配信中！
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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？



参考本
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全面改訂 第3版
ほったらかし投資術
山崎元
水瀬ケンイチ 共著



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3月19日（土）10:00～10:45（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
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リーダー
→4/23安本佐和子さん
→4/30 ピスタチオさん
→5/14 藤井さん
→5/21 林さん
→5/28 佐久間さん



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



メディア出演予定
朝会

ストボ（水曜日11時）
5月＝11日、18日
6月＝1日、15日

日経CNBC
4月28日（木）大倉さんデビュー電話インタビュー（改野さん）

4月20日（水）電話インタビュー（改野さん）
3月29日（火） スタジオ出演（聞き手/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5年）
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10年債—2年債金利（1977以降）
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景気後退

2.915％—2.674％＝0.241％

利回り逆転は19年8月以来
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米50ｂｐ利上げ、5月ＦＯＭＣで「検討」＝ＦＲＢ議長

世界経済に関する国際通貨基金（ＩＭＦ）の会合で、インフレ率がＦＲＢ目標である２％の約３倍に
達していることから、「もう少し迅速に動くことが適切だ」とし、「５０ｂｐ（の利上げ）は５月会
合で検討されるだろう」。

インフレがピークを迎え年内に鈍化するとみていたが、期待外れに終わったとし、供給面での回復に
頼らずに「ＦＲＢは利上げを実施し、より中立的な水準まで迅速に引き上げる」とし、必要があれば
一段と引き上げると述べた。

議長は、ＦＲＢがインフレ抑制と景気維持との間の難しい舵取りを迫られているとの認識を表明。
「われわれの目標はツールを活用して需給を同調させることだ」とした。

ムーディーズ・アナリティクスのチーフエコノミスト、マーク・ザンディ氏は「約３割の確率で、向
こう１年の間に景気後退（リセッション）に陥る」と予想。インガルス＆スナイダー（ニューヨー
ク）のシニアポートフォリオストラテジスト、ティム・グリスキー氏は「パウエル議長は景気後退の
回避は容易でないと示唆した。これは目新しいことだった」
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パウエル議長は世界経済に関する国際通貨基金（ＩＭＦ）の会合で、インフレ率がＦＲＢ目標である
２％の約３倍に達していることから、「もう少し迅速に動くことが適切だ」とし、「５０ｂｐ（の利
上げ）は５月会合で検討されるだろう」と語った。

「市場は少なくとも５月と６月に５０ｂｐ（の利上げ）を織り込んでいる」

米株市場はテスラや航空会社の好調な決算に支援されて上昇して始まったが、パウエル氏らＦＲＢ当
局者の発言を受け下げに転じた。

利上げによる今後の成長への影響を巡る懸念からアルファベット、アマゾン・ドット・コムなど大型
グロース（成長）株が売られた。メタ・プラットフォームズは６．２％下落し、過去２日間の下落率
は１３．５％となった。

ネットフリックスは３．５％値下がりし、時価総額が２０１８年１月以降で初めて１０００億ドルを
下回った。

富豪ウィリアム・アックマン氏のヘッジファンド、パーシング・スクエア・ホールディングスは２０
日、ネットフリックスの株式を全て売却し、４億ドルを超える損失を出したことを明らかにした。
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ナスダック100 過去1年間の変化率推移

変
化
率
%



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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弱気シグナル

*「ヒンデンブルグの予兆」（ヒンデンブルグ・オーメン）と呼ばれる警戒サインが約2カ月ぶりに点
灯し、個人投資家のSNS（交流サイト）などで話題になっている。

「52週高値・安値の更新銘柄数がともに、当日の値上がり銘柄と値下がり銘柄数の合計の2.2%以上に
なる」「ニューヨーク証券取引所（NYSE）総合指数が50営業日前を上回る」などの4条件を満たすと点
灯する。点灯後1カ月以内は、株価が大幅に調整する可能性が高くなるという。

*株式相場の「強気」予想、30年ぶり低水準 米個人投資家、インフレ受け /4/19
米国の個人投資家の間で、株式への強気姿勢が急速に後退している。米個人投資家協会（AAII）が14
日に結果を公表した週間調査では、株式相場に「強気」と答えた割合が15.8%と1992年9月以来の低水
準だった。87年の調査開始以来9番目に低かった。高インフレやウクライナ情勢の悪化が投資家心理を
冷え込ませている。

AAIIが集めた投資家のコメントでは「ポートフォリオの半分を現金に移した」などの声が上がり、投
資家が運用資産のリスクを落としている様子が目立った。AAIIは「歴史的には、強気派が極端に少な
いときにはS&P500種株価指数がその後平均以上のリターンをあげることが多い」と指摘している。
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2014年以降、メガキャップ6銘柄が、
異常なまでに相場を牽引。

メタ（FB）、アップル（AAPL）、ア
マゾン（AMZN）、ネットフリックス
（NFLX）、アルファベット（GOOGL）、
マイクロソフト（MSFT）

2014年以降のすべての年で、S&P 500
のリターンに対する貢献度はそのウ
ェイトよりも高かった。

そのうち2015年と2018年では、この
銘柄群が指数を押し上げ、他の銘柄
はすべて下落。

2022年
この6銘柄は今年、指数全体から
3.2％削り取り、指数のウエイトの4
分の1以下にもかかわらず、S&P500の
下落の半分以上を占めた。

6銘柄とS&P500指数パフォーマンス

6銘柄以外

6銘柄

S&P500指数
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＜ニクソンショック以来の購買力低下＞
＜生産拠点の海外シフトと円安＞
＜世界で進むインフレと異次元の日本＞
＜円高時に改革できなかったツケ＞
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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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■ 今週の予定
4月18日（月）
・金融大手バンク・オブ・アメリカ＜BAC＞、大手金融サービス会社バンク・オブ・ニューヨーク・メロン＜BK＞、オンライン証券
大手のチャールズ・シュワブ＜SCHW＞、物流大手JBハント・トランスポート・サービシズ＜JBHT＞、消費者金融のシンクロニー・
ファイナンシャル＜SYF＞が四半期決算発表。
・全米住宅建設業協会（NAHB）が4月の住宅市場指数を発表。コンセンサス予想は77と、3月から2ポイント低下。住宅ローン金利の
上昇により、住宅建設業者の住宅市場に対する強気の見方が薄れたことで、同指数は3カ月連続で低下している。

4月19日（火）
・動画配信最大手のネットフリックス＜NFLX＞が、取引終了後に第1四半期の決算を発表。去る1月後半に株価は21.8％下落したが、
これは第1四半期の会員増加件数が250万件にとどまるとの予想を受けたものである。
・金融グループのシチズンズ・ファイナンシャル・グループ＜CFG＞、総合金融サービス会社のフィフス・サード・バンコープ＜
FITB＞、油田開発サービス会社ハリバートン＜HAL＞、玩具メーカーのハスブロ＜HAS＞、IT大手IBM＜IBM＞、医薬品・ヘルスケア
製品大手のジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J)＜JNJ＞、航空機・宇宙関連機器大手のロッキード・マーチン＜LMT＞、広告事
業大手のオムニコム・グループ＜OMC＞、不動産投資信託（REIT）大手プロロジス＜PLD＞、商業銀行のシグネチャー・バンク＜
SBNY＞、損害保険大手のトラベラーズ＜TRV＞、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。
・米国勢調査局が3月の住宅着工件数を発表。エコノミスト予想は、季節調整済み年率換算176万戸と2月からほぼ横ばい。2月の数
値は、2006年6月以来の最高だった。

4月20日（水）
・製薬大手アボット・ラボラトリーズ＜ABT＞、大手医療保険会社アンセム＜ANTM＞、オランダの半導体製造装置メーカーASMLホー
ルディング＜ASML＞、油田サービス大手ベーカー・ヒューズ＜BKR＞、無線通信インフラ運営・リース不動産投資信託（REIT）のク
ラウン・キャッスル・インターナショナル＜CCI＞、大手鉄道貨物輸送会社のCSX＜CSX＞、信用調査会社エクイファクス＜EFX＞、
パイプラインのキンダー・モーガン＜KMI＞、半導体製造装置大手ラム・リサーチ＜LRCX＞、証券取引所運営会社ナスダック＜NDAQ
＞、日用品大手プロクター・アンド・ギャンブル（P&G）＜PG＞、電気自動車（EV）メーカーのテスラ＜TSLA＞が四半期決算を発表。
・全米不動産業者協会（NAR）が、3月の中古住宅販売件数を発表。エコノミスト予想は、季節調整済み年率換算で577万戸と、2020
年7月以来最低となる。
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4月21日（木）
・航空大手アメリカン航空グループ＜AAL＞、通信大手AT&T＜T＞、投資会社ブラックストーン・グループ
＜BX＞、計測装置および医療機器メーカーのダナハー＜DHR＞、化学品大手のダウ＜DOW＞、天然資源企業
のフリーポート・マクモラン＜FCX＞、医療ロボットメーカーのインテュイティブ・サージカル＜ISRG＞、
保険会社マーシュ・アンド・マクレナン＜MMC＞、再生可能エネルギー大手のネクステラ・エナジー＜NEE
＞、電炉大手ニューコア＜NUE＞、たばこ製造・販売のフィリップ・モリス・インターナショナル＜PM＞、
モバイル向け画像・動画サイトのスナップ＜SNAP＞、金融持ち株会社SVBファイナンシャル・グループ＜
SIVB＞、鉄道貨物大手ユニオン・パシフィック＜UNP＞、大手航空会社ユナイテッド・エアラインズ・ホ
ールディングス＜UAL＞が決算発表。
・コンファレンス・ボードが3月の景気先行指数を発表。コンセンサス予想は前月比0.3％上昇の120.3。
コンファレンス・ボードは、2022年の国内総生産（GDP）成長率を3％と予想。

4月22日（金）
・金融総合サービス大手アメリカン・エキスプレス＜AXP＞、病院運営持ち株会社HCAヘルスケア＜HCA＞、
日用品メーカーのキンバリー・クラーク＜KMB＞、金鉱山最大手のニューモント＜NEM＞、地方銀行大手の
リージョンズ・ファイナンシャル＜RF＞、大手ソフトウエア会社SAP＜SAP＞、油田サービス開発会社シュ
ルンベルジェ＜SLB＞、通信大手ベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞が四半期決算を発表。
・IHSマークイットが4月の購買担当者景況指数（PMI）を発表。コンセンサス予想は、製造業PMIが58.2、
サービス業PMIが58.3と、どちらも前月からほぼ横ばい。



2022年4月19日（火）収録済
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http://kawata-shigenobu.com/







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 4月21日(木)



ナスダック100上位銘柄株価 4月21日(木)



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 4月21日(木)



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他
4月21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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オランダＡＳＭＬ、1四半期決算は予想上回る 受注は堅調

２０日発表した第１・四半期決算は、売上高が３５億ユーロ（３８億ドル）、純利益が６億９５００万ユーロと、いずれも予想をわずかに上
回った。

世界的な半導体不足を背景に顧客が生産能力を増強しており、受注は堅調に推移していると説明した。

リフィニティブのデータによると、アナリスト予想は売上高が３４億４０００万ユーロ、純利益は６億２１００万ユーロだった。

ＡＳＭＬは１月時点では第１・四半期の売上高を３３億─３５億ユーロと予想していた。

第２・四半期の売上高見通しは５１億─５３億ユーロとし、通期の売上高の伸びは２０％の予想を据え置いた。第１・四半期の純受注高は７
０億ユーロだった。

ロジャー・ダッセン最高財務責任者（ＣＦＯ）は、労働力、輸送、エネルギーなどのコスト上昇により、通年の粗利益率は１月に予想した５
３％よりも５２％に近くなる可能性があると述べた。
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保有銘柄
平均株価は5年前の高値から70％ダウ
ン

昨年2月にピークを迎え、その後数ヶ
月で60％以上下落し、パンデミック後
の上昇をすべて帳消しにしました。

現在の各保有銘柄の5年前の高値から
の変化率(パーセント)を示しています。
平均的な保有銘柄は、現在、高値から
70%以上下落

保有銘柄の高値から下落率
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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
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過去3カ月
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