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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？

報告
→5/11 廣田さん
→5/18 本橋さん
→5/25 佐久間さん



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】 毎週土曜日10:00～10:45

【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
→4/30 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
5月19日（木）電話インタビュー（改野さん）
5月24日（火）スタジオ出演（聞き手/露口さん）

4月28日（木）大倉さん電話インタビュー（改野さん）
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
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S&P500と10年債利回り2016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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米ＧＤＰ、１－３月は予想外のマイナス－貿易赤字拡大など響く

１－３月の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値は前期比年率1.4％減
ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値は１％増
昨年10－12月（第４四半期）は6.9％増

この日の統計は、必ずしも米経済の弱さやリセッション（景気後退）の兆候を示唆
しているわけではなく、ＧＤＰの算出が四半期ごとにいかに大きく変動し得るかを示し
ている。１－３月期に縮小した主因は輸入急増と輸出減少、および民間在庫の伸び鈍化
だ。米経済は前年同期比では3.6％拡大した。

純輸出と在庫を合わせて成長率が４ポイント程度押し下げられた格好。政府支出の
縮小も影響した。

「第１四半期は消費支出や企業による投資、雇用が力強く伸びた。米経済は今年の始
まりの数カ月、リセッションに陥ってはいなかった」と指摘。「４－６月（第２四半
期）は再びプラス成長となるはずだ。貿易赤字と在庫の向かい風が弱まるとみられる」
と述べた。



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

2.824％—2.621％＝0.203％

利回り逆転は19年8月以来
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2023年3月までのFFレート引き上げ想定チャート

325bp 2022年3月～2023年3月
米国野村證券
6月と7月で各々0.75％、その後9月、11月、12
月にそれぞれ0.25％の引き上げを予想。年末ま
でにFF金利は3～3.25％に

4月22日の時点で、FF金利先物市場の年末の予
想は、2.75～3％と3～3.25％の間でほぼ半々。
4月15日の時点では、12月のFOMCでFF金利は
2.50～2.75％となるとの見方が優勢だった。

クリーブランド連銀のロレッタ・メスター総裁
4月22日午後のCNBCのインタビューで、FRBの目
的は金融引き締めだが、一気に引き締めるわけ
ではないことを認めた。

今週は、5月4日のFOMCを控え、FRB高官たちは
公式の場での発言を控える「沈黙期間」に入る。

経済指標ではFRBにとって重要なインフレ指標
である第1四半期の雇用コスト指数（ECI）など
が注目。

ドイツ銀行のエコノミストは、ECIは前年同期
比4.6％の上昇と、1991年以来最大の上昇を予
想している。これで金融政策担当者は動きだす
はずだ。

FF金利先物市場は、来月の FOMCで
0.50％、6月13、14日のFOMCで0.75％、
そして7月26、27日のFOMCでさらに
0.50％の利上げを織り込んでいる。
CMEグループのフェドウォッチサイト
によると、4月22日時点で87％の確率
で、FF金利は2～2.25％まで引き上げ
られるとしているが、1週間前はその
確率は16％未満だった。
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米国株式市場＝大幅高、メタ好決算受けハイテク株に買い
メタは１７．６％上昇。２７日発表した第１・四半期決算は１株利益が市場予想を上回ったほか、交流サイト（ＳＮ
Ｓ）フェイスブックの利用者が再び増加に転じた。

主要１１セクターでは、通信サービスと情報技術が上げを主導し、それぞれ４．０４％、３．８９％上昇した。

引け後の四半期決算発表を控えたアップルとアマゾン・ドット・コムもともに４％超上昇した。

ただ、アマゾンは引け後の時間外取引で約１０％安。今四半期の売上高見通しが市場予想を下回ったことを受けた。

一方、米商務省が２８日発表した第１・四半期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値は年率換算で前期比１．４％減と、
予想外に縮小した。

Ｓ＆Ｐ総合５００種構成銘柄で第１・四半期決算を発表した２３７社のうち予想を上回ったのは８１％。リフィニテ
ィブによると、予想を上回る割合は通常６６％という。

半導体大手クアルコムは９．７％高。２７日示した第３・四半期（４─６月）の売上高見通しが市場予想を上回った。

フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は５．６％高。１年超ぶりの大幅な上昇を記録した。

一方、重機メーカーのキャタピラーは０．７％安。２８日、最大市場の１つである中国の２０２２年の掘削機需要が
パンデミック（世界的大流行）前の水準を下回る可能性があると発表した。
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重機メーカーのキャタピラーは０．７％
安。２８日、最大市場の１つである中国
の２０２２年の掘削機需要がパンデミッ
ク（世界的大流行）前の水準を下回る可
能性があると発表した。
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アマゾン
時間外取引で一時12％下落。４－６月（第２四半期）純売上高見通しは、ブルームバーグがまとめたアナリストの予
想平均に届かなかった。
予想する第２四半期の純売上高は1160億－1210億ドル（約15兆1750億－約15兆8300億円）と、アナリスト予想の1250
億1000万ドルを下回った。

Apple
1～3月、純利益6%増 iPhone売上高は5%増 2022年1～3月期決算は売上高が前年同期比9%増の972億7800万ドル（約12
兆7000億円）、純利益が6%増の250億1000万ドル。
1株当たりの利益水準は1ドル52セントとなり、事前の市場予想（1ドル43セント前後）を上回った。あわせて発表し
た900億ドルの自社株買い枠の追加

インテル
第２・四半期の売上高と利益の見通しが市場予想を下回った。パソコン需要の低迷と中国での新型コロナウイルス対
策のロックダウン（都市封鎖）に伴うサプライチェーン（供給網）の不確実性の高まりが影響するという。

株価は引け後の時間外取引で５％下落した。
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S&P1500 決算発表日毎の時価総額累計
十億ドル
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アマゾン
時間外取引で一時12％下落。４－６月
（第２四半期）純売上高見通しは、ブ
ルームバーグがまとめたアナリストの
予想平均に届かなかった。
予想する第２四半期の純売上高は1160
億－1210億ドル（約15兆1750億－約15
兆8300億円）と、アナリスト予想の
1250億1000万ドルを下回った。
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Apple
1～3月、純利益6%増 iPhone売上高
は5%増 2022年1～3月期決算は売上
高が前年同期比9%増の972億7800万
ドル（約12兆7000億円）、純利益が
6%増の250億1000万ドル。

1株当たりの利益水準は1ドル52セン
トとなり、事前の市場予想（1ドル
43セント前後）を上回った。あわせ
て発表した900億ドルの自社株買い
枠の追加
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インテル
第２・四半期の売上高と利益の見通し
が市場予想を下回った。パソコン需要
の低迷と中国での新型コロナウイルス
対策のロックダウン（都市封鎖）に伴
うサプライチェーン（供給網）の不確
実性の高まりが影響するという。

株価は引け後の時間外取引で５％下落
した。
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マスターカード、第1四半期利益は予想上回る 旅行
回復 株価3.5％高

高インフレや新型コロナウイルス新変異株を巡る懸念
による消費への影響は見られず、ペントアップデマン
ド（繰越需要）を追い風に旅行への支出が堅調だった。
ただ、ウクライナへの侵攻を続けるロシアでの業務停
止によって、２０２２─２４年の３年間の業績目標に
影響が及ぶリスクがあると警告した。ロシア事業は２
１年純収入の約４％を占めていた。
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遠隔医療サービスのテラドック・ヘルス
<TDOC>が４４％の急落。前日引け後に１－
３月期決算（第１四半期）を発表し、売上高
が予想を下回ったほか、ＥＢＩＴＤＡが想定
外の赤字となった。
アナリストからは、「今回の決算で同社の

基盤にひびが入っていることが確認された。
今後も競争激化により、急成長部門であるＤ
ＴＣ（消費者へ直接）メンタルヘルスと慢性
医療が打撃を受ける」。
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証券ストラテジスト S&P500指数年末予想
2022年4月時点
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株式市場、投資家が恐れるリスクは今や的外れ－ＪＰモルガン
本当の問題は企業利益の減速、インフレと利上げへの不安ではない
インフレと債券利回りはピーク付けた可能性も－チャウドリー氏

投資家の不安はインフレと利上げに集中しているが、本当の問題は企業の利益見通しに示唆されると、ＪＰモルガ
ン・チェースのクオンツストラテジストらが指摘した。

「世界的にみて企業の利益見通しは何カ月も減速しており」、世界の企業利益データは「差し引きで下方修正の領域
に入った」
「企業の利益サイクルとその原動力を分析したところ、この減速はインフレと債券利回りがピークを付けた可能性を
示唆している」

悲観を増す企業の利益見通しや、受注や在庫などの指標は景気減速が近づいていることを示唆しており、市場が現在
懸念しているほどの利上げは不可能かもしれないという。短期金融市場は現在、米当局が今後３回の連邦公開市場委
員会（ＦＯＭＣ）で0.5ポイントずつの利上げを決定する可能性を完全に織り込んでいる。

ＪＰモルガンのストラテジストらによると、投資機会は今や割安なバリュー株から質の高い銘柄へと移りつつあ
る。債券利回りが下げ始めれば、成長株が再びアウトパフォームできるだろうとの見方だ。

「企業利益の上方修正サイクルが下方修正の領域に転じると、市場のリターンはマイナスになると示唆する過去
の例は多い。このことに投資家は留意すべきだ。銘柄やスタイル、セクターのローテーションは概してかなりディフ
ェンシブになる」と指摘した。
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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25日（月）
ゲームソフト大手のアクティビジョン・ブリザード＜ATVI＞、金融サービスのアメリプライズ・ファイナンシャル＜
AMP＞、飲料大手コカ・コーラ＜KO＞、半導体開発用ソフトウエアのケイデンス・デザイン・システムズ＜CDNS＞、
無線通信インフラ企業SBAコミュニケーションズ＜SBAC＞が四半期決算発表。

4月26日（火）
今週は、S&P500指数を構成する銘柄の3分の1以上が決算発表を行い、テクノロジー大手の発表も相次ぐ。26日にはア
ルファベット＜GOOGL＞とマイクロソフト＜MSFT＞、27日にはメタ＜FB＞（旧フェイスブック）が、28日にはアマゾ
ン・ドット・コム＜AMZN＞、とアップル＜AAPL＞のが決算発表が予定される。
化学・電気素材メーカー大手3M＜MMM＞、穀物メジャーのアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド＜ADM＞、金融サー
ビス持ち株会社キャピタル・ワン・ファイナンシャル＜COF＞、メキシコ料理チェーンのチポトレ・メキシカン・グ
リル＜CMG＞、損害保険会社のチャブ＜CB＞、住宅建設会社DRホートン＜DHI＞、衛生技術を提供するエコラボ＜ECL
＞、複合企業ゼネラル・エレクトリック＜GE＞、自動車大手ゼネラル・モーターズ＜GM＞、飲料・食品メーカーのモ
ンデリーズ・インターナショナル＜MDLZ＞、金融サービス企業MSCI＜MSCI＞、飲料・スナック菓子大手のペプシコ＜
PEP＞、航空機関連機器メーカーのレイセオン・テクノロジーズ＜RTX＞、半導体大手テキサス・インスツルメンツ＜
TXN＞、小口貨物運送大手ユナイテッド・パーセル・サービス＜UPS＞、クレジットカード大手ビザ＜V＞、廃棄物処
理サービスのウェイスト・マネジメント＜WM＞が決算発表。
4月の消費者信頼感指数コンファレンス・ボードが4月の消費者信頼感指数を発表。コンセンサス予想は108と、3月か
ら約1ポイント上昇。
3月の耐久財受注発表。耐久財受注額のコンセンサス予想は、前月比1％増の2740億ドル。
米国勢調査局が3月の新築住宅販売件数を発表。戸建て住宅販売のコンセンサス予想は季節調整済み年率換算で76万
7500戸と、2月とほぼ変わらず。
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4月27日（水）
基地局（タワー事業）運営の不動産投資信託（REIT）のアメリカン・タワー＜AMT＞、バイオ医薬品大手
アムジェン＜AMGN＞、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＞、航空機大手
ボーイング＜BA＞、先物取引所グループの持ち株会社CMEグループ＜CME＞、自動車大手フォード・モータ
ー＜F＞、防衛大手ゼネラル・ダイナミクス＜GD＞、独立系エネルギー会社大手ヘス＜HES＞、加工食品メ
ーカー大手クラフト・ハインツ＜KHC＞、大手鉄道持ち株会社ノーフォーク・サザン＜NSC＞、トラック輸
送のオールド・ドミニオン・フレート・ライン＜ODFL＞、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＞、半導体大手のクアルコム＜QCOM＞、企業向け業務管理ソフトウエアのサービスナウ
＜NOW＞、通信大手TモバイルUS＜TMUS＞が決算コンファレンスコールを開催。

4月28日（木）
たばこ・ワイン製造持ち株会社アルトリア・グループ＜MO＞、建設機械メーカー大手キャタピラー＜CAT
＞、ケーブルテレビ大手コムキャスト＜CMCSA＞、製薬大手イーライリリー＜LLY＞、バイオ製薬会社ギリ
アド・サイエンシズ＜GILD＞、半導体大手インテル＜INTC＞、チョコレートメーカー大手のハーシー＜
HSY＞、紙・包装材メーカーのインターナショナル・ペーパー＜IP＞、クレジットカード大手マスターカ
ード＜MA＞、ファストフードチェーン大手マクドナルド＜MCD＞、医薬品大手メルク＜MRK＞、防衛大手の
ノースロップ・グラマン＜NOC＞、航空大手サウスウエスト航空＜LUV＞、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＞、ツイッター＜TWTR＞が決算発表。
米商務省経済分析局が、2022年第1四半期の国内総生産（GDP）速報値を発表。コンセンサス予想は季節調
整済み年率換算で1.7％増と、2021年第4四半期の6.9%増から大幅な減速。
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4月29日（金）
バイオ医薬品企業アッヴィ＜ABBV＞、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＞、ケーブルテレビ・携帯電話サービスの
チャーター・コミュニケーションズ＜CHTR＞、石油大手シェブロン＜CVX＞、消費財メーカーのコルゲー
ト・パルモリブ＜CL＞、石油大手エクソンモービル＜XOM＞、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＞、総合林産企業ウェアハウザー＜WY＞が四半期決算発表。
米サプライ管理協会（ISM）が4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62.2と3月
の62.8からやや低下。
BEAが3月の個人所得・支出統計を発表。個人所得のコンセンサス予想は前月比0.4％増（2月は同0.5％
増）、個人消費支出（PCE）は前月比0.6％増（2月は同0.2％増）。



2022年4月26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 4月28日(木)



ナスダック100上位銘柄株価 4月28日(木)



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 4月28日(木)



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他
4月28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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WSJ Apr 26「アーク社のウッド氏の旗艦ETF、下げ止まらずも資金流入」

アーク・イノベーションETF（ARKK）は年初来45％下落しており、4月だけでも21％下げている。

「破壊的イノベーション」:テスラやズーム、動画ストリーミング機器メーカーのロク、遠隔医療サービスを
提供するテラドック・ヘルス、暗号資産取引所のコインベース・グローバルといった力強い成長が見込める銘
柄を大量に保有

ロクは同57％、ズームは46％、コインベース・グローバルは48％、テラドック・ヘルスは37％下落

昨年はS&P500が27％上昇したのに対し、ARKKは24％下落

投資家はARKKから逃げ出してはいない。21日までのファクトセットのデータ
今年になって同ETFに6.6億ドル超の資金が流入し、直近週には約5,900万ドルが流入
一方でQQQが年初から23億ドル流出

ウッド氏の戦略に対する批判は依然として高まっている。
モーニングスターは先月、ARKKの格付けをネガティブに引き下げた。約1年前、ARKKの構成銘柄数を60から35
に減らしリスクを高めたため、同氏の戦略は大きな損失を被りやすくなっているため。

ウッド氏は先週「我々のポートフォリオは、次のテスラや次のビットコインに満ちあふれていると」

ウッド氏のETF、少なくとも10年は放っておくことが肝要だが、ほとんどの投資家は自分のポートフォリオを
見ないでいることなどできないのが難しいところだ。
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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



72

過去3カ月


