
新研究「2割下落確認後に買
えば3年後にはプラス！」

これ当たり前なの？

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7月15日（金)現地7月14日（木）

チャンネル
登録！

資料ダウン
ロード可！
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新企画、無料！



保険募集人とIFAのため
の実践教育プログラム

2022 年 7 月

エグゼトラスト株式会社 川田重信
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保険募集人とIFAのための「日経新聞実践読み方講座」企画の意図
私は保険募集人がIFAとして活躍することが国策ともいえる「貯蓄から投資」推進の
鍵になると思っています。そこでこの流れを本格化するには保険募集人の証券営業力
の強化が欠かせません。

営業の基礎体力のうちマーケット知識の習得に一番手っ取り早いのは日経の精読と
我々、ベテランの読み方解説です。

この間、毎週土曜日に9時及び10時に日経の読み合わせ企画を私のサロンと公開企画
で実施してみました。私なりの理解では参加者の皆さんの日経の活用方法に改善の余
地があると感じています。

そこでIFAとして稼ぎたい人だけを対象に真剣にやってみたいと思った次第です。
目的：日経新聞の読み方を身に付けることで、保険募集人＆IFAに必要な金融・マー
ケット・経済・社会・歴史そして文化の基礎知識の習得、強化

ゴール：稼げるIFA（金融商品仲介業者）



（私が希望の）受講対象者：
①保険募集人でIFAを目指している
②保険募集人＆IFAだがIFAで稼ぎたい人
③証券出身のIFA
④対面証券の営業員でIFAを考えている
↓

希望者はifa@exetrust.co.jp
までご連絡ください。

mailto:希望者はifa@exetrust.co.jp


お申込みメール記載内容：
件名：「IFA向け日経読み合わせ」
✓ 氏名
✓ 所属法人名
✓ メールアドレス（ズームリンク送付先）
✓ 連絡先
✓ 参加条件：ズームで顔出し、名前出し
✓ 簡単なプロフィール



米国株式セミナー

主催：メットライフ生命
2022年7月14日（木）14時35分～15時35分

株式会社 フィナンシャルリンクサービス伊月貴博
エグゼトラスト株式会社 川田重信



毎週水曜日
8時オンライントーク

駆け込み寺なの？

→7/13 藤井さん 投資書籍研究（ハワード・マークスの著書）
→7/20 野林さん 過去３年間の振り返り
→7/27 熊倉さん 投資書籍研究
→8/3 お休み
→8/10 小手森 元ファンドマネージャー回顧談
→8/17 藤井さん 未定
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#16 2022/7/16
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メールマガジン配信中！



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
→7/16 小手森
→7/23 大倉
→7/30 藤井
→8/6 お休み
→8/13 未定



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）
7月20日
8月3日、17日 9月7日、21日10月5日、19日11月2日、16日
12月7日、21日

日経CNBC
7月15日（金）電話インタビュー（改野さん）
7月26日（火）スタジオ「ゲストトーク」
7月27日（水）大倉さん 電話インタビュー

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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NYダウ5日続落、142ドル安 一時大幅安も下げ渋る

ダウ工業株30種平均は5日続落
インフレ指標の上振れが続き、米連邦準備理事会（FRB）が積極的な利上げを続けるとみる売りが出た。ダウ平均は一時600ドル
超下げたが、主要企業の決算発表を見極めたい投資家による持ち高調整の買いが入り、下げ渋って終えた。

前日の6月の米消費者物価指数に続き、14日朝発表の6月の米卸売物価指数も前月比1.1%上昇と市場予想（0.8%上昇）を上回った。
FRBが7月の米連邦公開市場委員会（FOMC）で1%の利上げを決めるとの観測が強まり、急速な金融引き締めが景気を冷やすとみた
売りが先行した。

ただ、ダウ平均は午前中に安値を付けた後、取引終了にかけて下げ渋る展開だった。米主要企業の2022年4～6月期決算の発表シ
ーズンが14日に金融大手から始まった。市場では「米株相場は足元で下げが続いたため、決算内容を見極めたい投資家が持ち高
調整の買いを入れた」（ミラー・タバックのマシュー・マリー氏）との指摘があった。

＊朝方に米原油先物相場が大幅に下げ、一時は5カ月ぶりの安値。「商品先物相場が水準を切り下げたことでインフレがピーク
アウトするとの観測が浮上し、アップルなど優良銘柄を中心に買い直された」

個別
朝方に大幅な減益決算を発表した銀行のJPモルガン・チェースが3%下落し、金融のゴールドマン・サックスもつれて下げた。建
機のキャタピラーや化学のダウなど景気敏感株の一角も安い。半面、スマートフォンのアップルは2%高で終えた。航空機のボー
イング、半導体のインテルも高い。

ハイテク比率が高いナスダック総合株価指数は小幅に4営業日ぶりに反発し、前日比3.603ポイント（0.03%）高の1万1251.185で
終えた。半導体受託生産の台湾積体電路製造（TSMC）の好決算を受け、エヌビディアなど半導体銘柄が上昇した。
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「バロンズ・ダイジェスト」月曜日時点
銀行株は悪材料を織込んだ
JPモルガンとバンカメは年初来25％を超える下落率。

6大銀行のうちシティグループ＜C＞、モルガン・スタンレー＜MS＞、JPモルガン、ウ
ェルズ・ファーゴ＜WFC＞の4社が今週、続いてGSとバンカメが7月18日に決算発表。

＊投資銀行業務の不振、住宅ローン手数料収入の減少に加え、全般的に2021年との比
較は厳しくの高いハードルによって、利益は良好ではない。
自社株買いは減少：保有債券ポートフォリオに打撃を与え資本を減少させる金利上昇
による。

6大銀行の株価の2022年予想PERは7～11倍：バンカメ、ウェルズ・ファーゴ、ゴールド
マン・サックスの株価は株価純資産倍率（PBR）がは1倍前後、この水準はしばしば株
価の底値。シティグループのPBRは、0.5倍。

一部銘柄の増配後で配当利回りが3％以上、シティグループは4％を上回る。



22

JPモルガン(JPM) 7/14
第2四半期決算発表日の株価は通常1.34%上昇
過去7回の決算発表の際に株価が下落

モルガン・スタンレーガン・スタンレー(MS)
木曜日に決算を発表する。平均上昇率は1.99%で、69%の確率でプラス

当日の株価の反応 上昇確率
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10年債—2年債金利（1977以降）
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景気後退

2.960％—3.132％＝マイナス0.172％



米国10年国債金利（過去5年）
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2年物以降、第1四半期から続いていた上昇トレ
ンドが崩れた。四半期末のリバランス、それと
も安全への逃避なのか。もしこの状態が第3四半
期初めにも続くようであれば、FOMCは再び出遅
れる。
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米ＦＲＢタカ派当局者2人、75ｂｐ利上げ支持 市場で100ｂｐ観測後退
タカ派として知られるウォラー理事とセントルイス地区連銀のブラード総裁が１４日、今月の会合で予
想される利上げ幅について、７５ベーシスポイント（ｂｐ）を支持すると表明した。これを受け１００
ｂｐの利上げ観測が後退。

ウォラーＦＲＢ理事
ロッキーマウンテン経済サミットで行った講演で、７月のＦＯＭＣで７５ｂｐの追加利上げを支持する
と表明。入手されるデータでインフレ低下につながるほど需要が減速していない兆候が示されれば「よ
り大幅な利上げに傾く」可能性もあるとしながらも、これ以上の大幅な利上げにはより多くのデータが
必要になるとし、「過度に金利を引き上げることはしたくない」と述べた。

セントルイス地区連銀のブラード総裁
日本経済新聞のインタビューで、７月のＦＯＭＣで７５ｂｐの利上げを支持するとしながらも、現時点
で利上げ幅を１００ｂｐに拡大する考えは否定。「これまでわれわれは５０ｂｐか７５ｂｐかという枠
組みで議論してきた。ＦＯＭＣの経済見通しによると、政策金利の長期水準の中位予測は約２．５％だ。
７月会合で７５ｂｐ利上げすればこの水準まで到達する」と述べた。％。
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楽観派の見方
インフレ指数連動国債（TIPS）)がインフレ率の低下を織り込み始めている。現時点で10年物インフレ連動国債が織り込んでいるインフレ率は
4月の3％近くから2.33％にまで低下。コモディティー価格は下落し、米ドルは上昇。FRBは後手に回っているわけではないことを示唆。
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弱気相場の歴史



強気相場の歴史
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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
7月12日（火）
・ペプシコ＜PEP＞が2022年度第2四半期決算を発表。
・全米独立企業連盟（NFIB）が6月の中小企業楽観度指数を発表。コンセンサス予想は 92.8 と、5 月か
らほぼ横ばい。5ヶ月連続で、統計開始以来48年間の平均98を下回っている。5月には、「今後6ヶ月に状
況を改善するか」という問いにイエスと答えた中小企業経営者は4ポイント減少し、統計開始以来最低の
水準となった。

7月13日（水）
・デルタ航空＜DAL＞と建設用資材販売のファステナル＜FAST＞が四半期決算発表。
・米労働統計局（BLS）が6月の消費者物価指数（CPI）を発表。コンセンサス予想は前年同月比8.8％上昇
（5月は同8.6％上昇で40年ぶりの高水準）。変動が大きい食品とエネルギーを除くコア指数は前年同月比
5.7％上昇の予想（5月は同6％上昇）。コアCPIは直近のピークである6.5％を3月に記録して以来、やや落
ち着きつつある。
・FRBがベージュブック（地区連銀景況報告）を発表。ベージュブックとは、12の地区連銀が各地区の経
済状況をまとめて年8回出す報告書であり、今回はそのうちの5回目となる。
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7月14日（木）
・注目の第2四半期決算シーズンがスタート。大手銀行JPモルガン・チェース＜JPM＞、モルガン・スタンレー＜MS＞
が決算発表。15日にはシティグループ＜C＞とウェルズ・ファーゴ＜WFC＞が続く。
・制服メーカーのシンタス＜CTAS＞、食品メーカーのコナグラ・ブランズ＜CAG＞、金融サービス会社のファース
ト・リパブリック・バンク＜FRC＞、台湾積体電路製造（TSMC）＜TSM＞が決算コンファレンスコールを開催。
・米労働省労働統計局（BLS）が6月の卸売物価指数（PPI）を発表。コンセンサス予想は前年同月比10.7％上昇（5月
は同10.8％上昇）。食品とエネルギーを除くコア指数は前年同月比8.2％上昇の予想（5月は同8.3％上昇）。PPI、コ
アPPIともに3月に記録した過去最高値をやや下回る。

7月15日（金）
・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＞、資産運用大手ブラックロック＜BLK＞、PNCフ
ァイナンシャル・サービシズ・グループ＜PNC＞、ステート・ストリート＜STT＞、U.S.バンコープ＜USB＞、ユナイ
テッドヘルス・グループ＜UNH＞が四半期決算発表。
・ミシガン大学が7月の消費者景況感指数を発表。コンセンサス予想は50と6月からほぼ横ばい。これは1978年以来最
低。
・米国勢調査局が6月の小売売上高を発表。コンセンサス予想は前月比0.8％増（5月は同0.3％減）。自動車を除く数
値は同0.6％増（5月は同0.5％増）。高いインフレと市場心理の悪化にもかかわらず、消費支出は比較的堅調にとど
まる。
・ニューヨーク連銀が7月の製造業景気指数を発表。6月には、他3地区の連銀による製造業景気指数とともにマイナ
スの数値を記録し、製造活動の縮小が示されている。



2022年7月12日（火）収録済







チェック：株価と
ポートフォリオ

53



ダウ工業株30銘柄 7月14日(木)



ナスダック100上位銘柄株価 7月14日(木)



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 7月14日(木)



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他
7月14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



61

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


