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#19 2022/8/68/6はやっぱやる！
大阪からやる！



今なぜ米国株式投
資が必要なのか？

主催：RML高田明
情報提供：エグゼトラスト川田重信

2022年8月4日（木）12:00～13:00

実験企画：明日木曜日の昼12時にズーム



ＲＭＬグループの概要

社 名 ＲＭＬ 代 表 清水 英孝
設 立 平成12年 5月 資本金 18,935万円
本 社 東京都品川区東品川2-2-20天王洲ｵｰｼｬﾝｽｸｴｱ5階

ＲＭＬ

セールス
エデュケーション・
ラボラトリー

代表取締役 清水英孝

［教育研修事業］

ＴＬＡ

代表取締役 関野栄一

［人材サービス］

リスクマネジメント・
ラボラトリー

代表取締役 内田 隆

［生損保・投資信託］

・全国の歯科医師会・医師会との提携を2001年から運営
・多数のコンサルティング実績 ［36都道府県で展開］
・運営に必要な専門家集団と提携［350会計事務所と提携］
・IFAとして金融商品仲介業に創業期から取組

生保26社、損保11社、少額短期1社、金融商品仲介業3社

■札幌支店 ■新潟支店 ■甲府支店 ■名古屋支店 ■徳島支店 ■熊本支店

■青森支店 ■宇都宮支店 ■静岡支店 ■三重支店 ■松山支店 ■宮崎支店

■秋田支店 ■東京支店 ■浜松支店 ■大阪支店 ■福岡支店 ■鹿児島支店

■仙台支店 ■埼玉支店 ■金沢支店 ■岡山支店 ■大分支店 ■沖縄支店



ＩＦＡ活動とアライアンス事業の概況

■欧米型のIFAモデルを目指して創業
⇒ 金融先進国では、IFAが広く活躍
⇒ 顧客の資産形成、資産管理
⇒ リスクコントロール
※ これからの日本に必要な機能

■医師会・歯科医師会との提携 ⇒全国36都道府県で展開中（1999年から実施）
■会計事務所との提携 ⇒ 税理士事務所とのアライアンス（350会計事務所）

■業界団体、企業、保険代理店との提携⇒さまざまな提携モデルを展開中

講師紹介

株式会社 リスクマネジメント・ラボラトリー 東京支店
副支店長 高田 明 AFP 2級FP技能士

生命保険会社に22年勤務後、生命保険業だけでなく証券業務も含
めたトータル的なコンサルティングを目指しRMLグループへ参画。
米国株式投資を中心とした資産形成、相続、事業承継対策のコンサ
ルティングが得意分野。



申込QRコード
日時：8月4日（木）10日（水）18日（木）25日（木）

いずれも12:00～13:00
※個人情報は株式会社リスクマネジメント・ラボラトリーが
収集し、本セミナーの運営と個別相談時に利用いたします

または takada_a887@rml.co.jp まで

mailto:takada_a887@rml.co.jp
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2022/8/5（金）

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
10



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



#19 2022/8/68/6はやっぱやる！
大阪からやる！



メールマガジン配信中！



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



毎週水曜日
8時オンライントーク

駆け込み寺なの？

→8/3 川田「バロンズ・ダイジェスト」の利用法
→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 「DIE WITH ZERO」ビル・パーキンス
→8/24 未定



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
18

リーダー
→8/6 お休み
→8/13 未定
→8/20 野林



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）
8月3日
８月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
8月X日（X）大倉さん 電話インタビュー

X月X日（火）スタジオ「ゲストトーク」

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＝続落、ペロシ氏訪台で地政学的緊張高まる

ペロシ米下院議長の台湾訪問を受け、地政学的な緊張が高まった。

マイクロソフトが１．１％、ビザも２．４％、それぞれ下落
Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクターは全て下落

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（ＡＭＤ）は引け後の決算発表を前に２．６％上昇した。

キャタピラーは５．８％安。中国での建設活動の鈍化、四半期決算で売上高が市場予想を下回った。

米労働省が２日発表した６月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）は求人件数が市場予想以上に減少し、労働需要が冷え込み始
めたことを示唆した。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が７月に政策金利を７５ベーシスポイント（ｂｐ）引き上げて以降、市場では利上げペース
が今後鈍化するかを巡り憶測が広がっている。

防衛企業のレイセオン・テクノロジーズ、ロッキード・マーチン, ノースロップ・グラマン、Ｌ３ハリス・テクノロジー
ズは０．５─２．３％高。米国は台湾の主要な武器供給国。

配車大手のウーバー・テクノロジーズは１９％近く急伸。第２・四半期決算でキャッシュフローが初の黒字となったほか、
第３・四半期の営業利益見通しも市場予想を上回った。
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米ＡＭＤ売上高見通しの中心が予想下回る、第2四半期業績はしっかり

２日発表した第３・四半期売上高見通しの中心値は、アナリスト予想をやや下回った。一方、第２・四半期の売上高と実
質１株利益は予想を超えた。

第３・四半期売上高は６７億ドルを中心に上下２億ドルの幅。アナリスト予想は６８億２０００万ドル。

インフレの進行に加え、学校の授業再開や企業のオフィス復活を受け、パソコン（ＰＣ）需要はロックダウン期間中に比
べて鈍化した。これがＣＰＵやグラフィックス向けチップの供給最大手のＡＭＤのような企業にとって痛手となっている。

半導体メーカーは、中国の新型コロナウイルス関連規制や、ウクライナの戦争に伴うサプライチェーン（供給網）混乱と
需要減退という重圧もある。

こうした中で米インテルが先週発表した決算と業績見通しはいずれも予想に届かなかった。

データセンターとクラウド関連の分野では、ＡＭＤがインテルのシェアを奪いながら事業を拡大

ＡＭＤは通年の売上高見通しを従来の約２６３億ドルから、２６０億─２６６億ドルと幅を持たせる形に修正した。アナ
リスト予想は２６１億８０００万ドル。

第２・四半期売上高は前年同期比７０％増の６５億５０００万ドル、調整後１株利益は１．０５ドル。アナリスト予想は
それぞれ６５億３０００万ドルと１．０３ドルだった。
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米スタバ、4─6月利益が予想超え 米事業は堅調・中国事業さえず

米コーヒーチェーン大手・スターバックスが２日発表した第３・四半期（７月３日まで）決算は、調整後利益が市場予
想を上回った。写真はロサンゼルスで２０１９年１０月撮影（２０２２年 ロイター／Mike Blake）

調整後１株利益は０．８４ドルで、市場予想の０．７５ドルを上回った。

引け後の時間外取引でスタバの株価は１％超上昇した。

一方、世界の既存店売上高の伸びは３％と、リフィニティブがまとめたアナリスト予想の３．７６％に届かなかった。国
内で９％増加したものの、中国で４４％減少したことが響いた。

総売上高は８１億５０００万ドルと、前年同期の７５億ドルから増加。アナリスト予想平均の８１億１０００万ドルを上
回った。

原材料価格の上昇と米国の一部従業員の待遇改善に伴う人件費増加で、営業利益率は４００ベーシスポイント低下し１５．
９％となった。

スタバは昨年以降、米国の店舗で従業員による労組結成の動きが広がった。これを受け、ハワード・シュルツ暫定最高経
営責任者（ＣＥＯ）は今年４月、労組が結成されていない店舗の従業員の待遇を改善すると表明していた。

シュルツ氏は決算発表の会見で「会社の改革のためにすべきことは分かっている」とし「第３・四半期決算は（４月から
の）わずか４カ月でどれだけ前進したかを示している」と述べた。
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10年債—2年債金利
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米国10年国債金利（過去5年）
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米２年債利回りが急上昇し、７月27日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）
声明発表前の水準にまで戻しました。

サンフランシスコ連銀のデーリー総裁
高インフレを相手にした米金融当局の闘いはほぼ完了の状況から「ほど遠
い」とし、当局者らが物価安定の達成に全力で取り組んでいると述べた。

シカゴ連銀のエバンス総裁
９月のＦＯＭＣ会合で決定する利上げ幅について、「50ベーシスポイント
（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）が妥当な判断となり得るまでに十分な時間があ
ると思われるが、75ｂｐでも問題ないかもしれない」と述べた。

クリーブランド地区連銀のメスター総裁
インフレがまだピークに達しておらず、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）はさ
らなる取り組みを行う必要があるという見解を示した。
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2回の利上げで米国債利回りが低下した一方で、債券市場による予想インフレ率が実際に上昇。
5年後の時点からその後の5年間の予想インフレ率は、パウエル議長の記者会見以降に0.30％ポイント上昇し、過去1カ月では約0.50％ポイント上昇。
FRBがハト派に転じようとしているのであれば、FRBはわれわれを悩ませているインフレを根絶できないと、市場が言っていると推察している。



43
予想インフレ率の上昇と同時に、インフレ指数連動国債（TIPS）市場における実質金利はゼロまたはマイナス圏へ反落した。29日のTIPSの利回り
は、5年物はマイナス0.07％で10年物は0.11％だった。



44
予想インフレ率の上昇と同時に、インフレ指数連動国債（TIPS）市場における実質金利はゼロまたはマイナス圏へ反落した。29日のTIPSの利回り
は、5年物はマイナス0.07％で10年物は0.11％だった。
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ガソリン価格の下落は一筋の希望
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WTI 200日移動平均

日移動平均
日移動平均
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S&P500指数

GDP2期連続でマイナス成長



ダウ工業株30種平均 月間パフォーマンス
過去100年 上昇確率 過去50年 上昇確率 過去20年 上昇確率



バリュエーション

49

（Source）Refinitiv Datastream/Wildinvestors Inc.
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強気派ＶＳ弱気派
ＪＰモルガン・チェースの
マルコ・コラノビッチ氏は
下期の米国株の反発を想定
している。魅力的なバリュ
エーションと投資家の弱気
のピークが過ぎた可能性が
高いことが理由。

一方、ゴールドマン・サッ
クス・グループのストラテ
ジストは「市場はより緩和
的な金融政策スタンスへの
期待からリセッション（景
気後退）を軽視するのが早
過ぎ、安心し過ぎているよ
うな気がする」
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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
8月1日（月）
・ネットワーク機器メーカーのアリスタ・ネットワークス＜ANET＞、医療サービス企業ダビータ＜DVA＞、シェールガス生産会社デ
ボン・エナジー＜DVN＞、決済サービスのグローバル・ペイメンツ＜GPN＞、無線通信インフラ企業SBAコミュニケーションズ＜SBAC
＞、商業用不動産の自社管理型不動産信託（REIT）のサイモン・プロパティ・グループ＜SPG＞、そして天然ガスパイプラインオペ
レーターのウィリアムズ・カンパニーズ＜WMB＞が決算発表。

・国勢調査局が6月の建設支出統計を発表。コンセンサス予想では、建設支出総額は季節調整済み年率換算で前月比0.2％増の1兆
7800億ドル。

・サプライ管理協会（ISM）が7月の製造業購買担当者景況指数（PMI）を発表。エコノミスト予想は52.2と2年ぶりの低水準となっ
た6月の53を若干下回る。

8月2日（火）
・米労働統計局（BLS）が求人離職統計（JOLTS）を発表。予想では6月末時点の求人件数は1110万人で、5月から15万4千件減少。

・半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイス＜AMD＞、民泊仲介大手エアビーアンドビー＜ABNB＞、英国の石油大手BP＜BP＞、
建設機械メーカー大手キャタピラー＜CAT＞、ディーゼルエンジン・メーカーのカミンズ＜CMI＞、化学品メーカー大手デュポン・
ド・ヌムール＜DD＞、自動車部品メーカーのイートン＜ETN＞、ゲーム大手エレクトロニック・アーツ＜EA＞、製薬大手ギリアド・
サイエンシズ＜GILD＞ 、大手エネルギー会社マラソン・ペトロリアム＜MPC＞、ホテルチェーン大手マリオット・インターナショ
ナル＜MAR＞、エネルギー大手オクシデンタル・ペトロリアム＜OXY＞ 、電子決済サービスのペイパル・ホールディングス＜PYPL＞、
金融持ち株会社プルデンシャル・ファイナンシャル＜PRU＞、 金融サービス会社S&Pグローバル＜SPGI＞、太陽光発電用インバータ
ーメーカーのソーラーエッジ・テクノロジーズ＜SEDG＞、コーヒーチェーン大手スターバックス＜SBUX＞、ライドシェアサービス
のウーバー・テクノロジーズ＜UBER＞が四半期決算を発表。
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8月3日（水）
・医薬品卸売会社アメリソースバーゲン＜ABC＞, オンライン旅行会社大手ブッキング・ホールディングス＜BKNG＞、 大手家庭用品メーカーのクロロ
ックス＜CLX＞、ドラッグストアチェーン大手のCVSヘルス＜CVS＞、 オークションサイト運営のイーベイ＜EBAY＞、 総合エネルギー会社のエンタジ
ー＜ETR＞、公益事業持ち株会社のエクセロン＜EXC＞、ネットワークセキュリティのフォーティネット＜FTNT＞、産業機器メーカーのインガーソル・
ランド＜IR＞、医薬品卸売会社のマッケソン＜MCK＞、保険・金融サービスのメットライフ＜MET＞、バイオ医療品メーカーのモデルナ＜MRNA＞、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＞、ファストフードチェーンを運営するヤム・ブランズ＜YUM＞が決算発表。

・ISMが7月の非製造業PMIを発表。コンセンサス予想は53.3と6月の55.3を2ポイント下回る。非製造業PMIは3カ月連続で低下し、2020年5月以来の低水
準。

8月4日（木）
・中国の電子商取引大手アリババ・グループ・ホールディング＜阿里巴巴集団、BABA＞、バイオ医薬品大手アムジェン＜AMGN＞、医療機器大手ベクト
ン・ディッキンソン＜BDX＞、モバイル決済サービスのブロック＜SQ＞、医療保険会社シグナ＜CI＞、総合石油エネルギー企業コノコフィリップス＜
COP＞、電力大手デューク・エナジー＜DUK＞、製薬大手イーライリリー＜LLY＞、オンライン旅行会社のエクスペディア・グループ＜EXPE＞、金融機
関業務のアウトソーシングを支援するフィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ＜FIS＞、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＞、食品会社ケロッグ＜K＞、デンマークの製薬企業ノボ・ノルディスク＜NVO＞、メディア・エンターテインメント大
手のパラマウント・グローバル＜PARA＞、電力・ガス会社センプラ・エナジー＜SRE＞、バイオ医薬品企業のバーテックス・ファーマシューティカル
ズ＜VRTX＞、ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー＜WBD＞、動物用医薬品メーカーのゾエティス＜ZTS＞が四半期決算コンファレンスコールを開催。

・イングランド銀行（英中央銀行、BOE）が政策金利を発表。トレーダーは、BOEが政策金利を0.5％引き上げ、1.75％にする確率を50％と見ている。

・米労働省は7月30日までの1週間の新規失業保険申請件数を発表。7月の週平均申請件数は24万9250件と、昨年末以来の高水準。

8月5日（金）
・ハードディスクドライブ（HDD）メーカーのウエスタン・デジタル＜WDC＞と鉄道関連機器メーカーのウェスティングハウス・エア・ブレーキ・テク
ノロジーズ＜WAB＞が決算発表。

・BLSが7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25万人増（6月は同37万2000人増）。失業率の予想は3.6％と、半世
紀ぶりの低水準で横ばい。



2022年8月2日（火）収録済







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 8月2日(火)



ナスダック100上位銘柄株価 8月2日(火)



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 8月2日(火)



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他
8月2日(火)
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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
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過去3カ月


