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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18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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進め方
1. （５～１０分）マーケットのアップデート

2. （２０分程度）米国株式を使った資産形成術
のすべて「 我々はどのような時代に生きてい
るのか？」、新聞や直近の話題等

3. 質疑応答、悩みの相談（残りの30分程度）

→ご要望は takada_a887@rml.co.jp

mailto:takada_a887@rml.co.jp
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「これでばっちり！米国株式を使った資産形成術のすべて」
はじめに
1. 済(8/10) 我々はどのような時代に生きているのか？
2.（8/18） 自立した日本人と自立に欠かせない資産形成
3. 株式市場は米国にしかないの？
4. 日米株式文化の違い
5. 知っておくべき米国市場の特徴
6. S&P500とは
7. なぜ米国は強いのか
8. おすすめの投資戦略～コア・サテライト投資～
9. コア部分の投資戦略
10. サテライト部分の投資戦略
11.何を買ったら良いのか
12. 情報源と投資我々はどういう時代
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2.（8/18） 自立した日本人と自立に
欠かせない資産形成



#20 2022/8/13



2022/8/12（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
13



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）



15



（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



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？

→8/10 小手森 元ファンドマネージャー回顧談
→8/17 藤井 「DIE WITH ZERO」ビル・パーキンス
→8/24 野林「ユナイテッドヘルス」
→8/31 本橋
→9/7  大倉



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
21

リーダー
→8/13 緒方
→8/20 野林
→8/27 ？



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



27

米国株式市場はナスダック総合が下落に転じて取引を終えた。インフレが鈍化しているにもかかわらず、連
邦準備理事会（ＦＲＢ）は物価抑制に引き続き積極的な利上げを実施する必要があると認識されたことが背
景。

７月の卸売物価指数（ＰＰＩ）が前月比で予想外に低下したことを受け、Ｓ＆Ｐ総合５００種は一時約
３カ月ぶりの高値を付けたものの、同指数も小幅な下落に転じた。

前日には７月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想を下回り、両指数とも２％以上上昇していた。
しかし、この日は新規失業保険週間申請件数が２週連続で増加し、労働市場に減速の兆しが示される中、

投資家の意識が経済を巡る懸念にシフトした。



28

米労働省が11日に発表した7月の米卸売物価指数（最終需要向け製品・サービス）は、季節調整済み前月比で
0.5%下がった。前月を下回るのは新型コロナウイルス禍で経済活動が冷え込んだ2020年4月以来2年3カ月ぶり。
ガソリン価格の急落が主な下げ要因で、7月の消費者物価指数（CPI）に続いて物価の伸びが鈍りつつある兆
しを示した。

0.2%の上昇を見込んでいた市場予想からも下振れた。前年同月比の上昇率は9.8%となお高いが、伸びは21年
10月（8.9%）以来9カ月ぶりの水準に鈍った。

品目別にみると、製品の価格が前月比で2.3%上昇した6月から一転して1.8%下落し、20年4月以来の下げ幅の
大きさになった。ガソリン価格が16.7%下げた影響が大きく、ディーゼル燃料や鉄スクラップ、穀物なども下
げた。

サービスの価格は0.1%上昇と、2カ月連続で伸びが鈍った。運輸・倉庫などで上昇幅が縮小した。食品、エネ
ルギーなどを除く卸売物価指数（コア指数）は0.2%上昇し、これも市場予想（0.4%上昇）を下回った。
関連トピック
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米労働省が11日に発表した7月の米卸売物価指数（最終需要向け製品・サービス）は、季節調整済み前月比で0.5%下がった。前月を下回るのは新型コロナウ
イルス禍で経済活動が冷え込んだ2020年4月以来2年3カ月ぶり。ガソリン価格の急落が主な下げ要因で、7月の消費者物価指数（CPI）に続いて物価の伸びが
鈍りつつある兆しを示した。

0.2%の上昇を見込んでいた市場予想からも下振れた。前年同月比の上昇率は9.8%となお高いが、伸びは21年10月（8.9%）以来9カ月ぶりの水準に鈍った。

品目別にみると、製品の価格が前月比で2.3%上昇した6月から一転して1.8%下落し、20年4月以来の下げ幅の大きさになった。ガソリン価格が16.7%下げた影
響が大きく、ディーゼル燃料や鉄スクラップ、穀物なども下げた。

サービスの価格は0.1%上昇と、2カ月連続で伸びが鈍った。運輸・倉庫などで上昇幅が縮小した。食品、エネルギーなどを除く卸売物価指数（コア指数）は
0.2%上昇し、これも市場予想（0.4%上昇）を下回った。
関連トピック

主にエネルギーコストの低下を反映した。前年同月比では9.8％上昇（予想10.4％上昇）。

財の価格低下の約８割は、ガソリンの16.7％安によるもの。ディーゼル油や鉄・鉄スク

ラップ、穀物の価格も下げた。
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最近の相場反発基調にもかかわらず高水準のままだが、変動幅自体は小さくなってい
る。機関投資家の株式保有規模が減っていることで、今後の波乱が抑えられる可能性
も出てきた。一般的に２０を超えると投資家が不安感を持ち、３０ないし３５より高
いと強い不安感に見舞われていると解釈。
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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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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。
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予想
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ガソリン価格の下落は一筋の希望

11日の全米平均は1ガロン（3.8リットル）あたり3.99ドル（約530円）。4ドルを割り込むのは約5カ月ぶりだ。

ロシアのウクライナ侵攻などを受けた原油相場の上昇を背景に、米国のガソリン価格は6月に初めて1ガロン
あたり5ドルを突破した。低所得層などを中心に負担が高まり、ガソリン消費を減らす動きも広がった。米エ
ネルギー情報局（EIA）によると、ここ約1カ月の米国のガソリン需要は前年同期に比べて6.3%減った。

北海ブレント相場は3月に1バレル約139ドルまで上昇した。その後は軟調な展開が続き、8月以降は100ドルを
下回る水準だ。需要の減少とあいまって、米国のガソリン価格の下落につながった。

10日発表の7月の米消費者物価指数（CPI）
ガソリン価格の急落が目立ち、6月の前月比11.2%の上昇から一転、7月は7.7%の下落。

米政府は友好国と協力して石油備蓄を放出しており、米財務省はガソリン価格を1バレルあたり17～42セント
低下させる効果
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７月の消費者物価指数（ＣＰ
Ｉ）

食品価格は前年同月比10.9％
上昇と、1979年以来、43年ぶ
りの大きさ。

シリアルやスープなどは統計
史上最大の伸びを記録

エネルギー価格下落を主因に
ＣＰＩ全体では伸びが市場予
想を下回りましたが、食品の
急激な値上がりは、家賃の上
昇と相まって引き続き消費者
を苦しめそう
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中古住宅価格最高、14%高 米都市圏の4～6月期 住建・不動産
2022年8月12日 6:08
米国で中古住宅の価格上昇が続く=AP

全米不動産業者協会（NAR）が11日発表した2022年4～6月期の都市圏一戸建て中古住宅
の販売価格（中央値）は前年同期より14.2%上がって41万3500ドル（約5500万円）とな
り、比較可能な1989年以降で最高額となった。この調査で40万ドルの大台を超えたのは
初めて。

米連邦準備制度理事会（FRB）の急速な利上げによる住宅ローン金利上昇が響き、6月の
米中古住宅販売戸数は年率換算で512万戸と前年同月より14.2%減った。だが、都市圏の
比較的高額の物件は「需要が堅調なのに対して供給が限られているため価格が高止まり
している」（不動産業界関係者）とされる。

上昇率が最大だったのは南部アーカンソー州フェイエットビルなどの地区で、31.9%上
がって35万ドル。最高額は西部カリフォルニア州のIT産業の集積地にあるサンノゼなど
の地区の190万ドルで、11.8%上がった。
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ディズニー動画 米で4割値上げ 黒字化へ利益重視に 世界の会員目標は下げ 2022/8/12付

ウォルト・ディズニーがインターネット動画配信サービスで「収益重視」。米国で広告付きプランを始める
のに合わせて「ディズニー＋（プラス）」の料金を4割上げる。一方で、世界の会員目標を1500万人引き下げ
た。米ネットフリックスを猛追してきたディズニーだが、配信事業は今なお赤字。利益を伴う中核事業へ脱
皮を急ぐ。

「広告付きは月8ドル（約1060円）」。ディズニーが10日に広告付きプランの詳細を公表すると、料金への驚
きが広がった。8ドルは広告のない現状のプランと同じ金額だ。「広告付き」が加わる12月以降、広告のない
プランは月11ドルに変わる。4割近い値上げとなる。

動画配信各社の間では広告導入の動きが相次ぐが、多くは料金を下げるのが狙いだ。

値上げに動くのは、収益性への懸念を払拭するためだ。「Hulu」やスポーツの「ESPNプラス」を含めた動画
配信部門は4～6月期の売上高が前年同期比19%増の50億5800万ドル。ディズニープラスを始めた19年以降拡大
が続いているものの、営業損益は今も10億6100万ドルの赤字だ。

ディズニーの姿勢を市場は評価したようだ。10日に値上げや会員目標の下方修正を発表すると、米市場の時
間外取引で株価は7%近く上昇した。

チャペックCEOは動画配信について「感情に深く訴えかけるストーリーテリングが成功の根幹にある」と話す。
スター・ウォーズやマーベルといった知的財産（IP）を生かした他で見られない作品を継続的に出すことで
ファンとの結びつきを強め、テーマパークへの来園やグッズの販売にもつなげてきた。値上げや広告導入を
経てもファンの納得感を得続けられるか。成否は配信にとどまらない影響を及ぼす。
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ネットフリックスとディズニー
の株価は過去3年間で横ばい
業界2番手のディズニープラスを運営するディズニー＜DIS＞は過去1年間で27％下落。
ネットフリックス
契約者数は直近の2億2200万人から増加中。世界中で値上げを計画しており、利益率
には上昇余地。

2022年のフリーキャッシュフロー：アナリスト予想の平均では約9億ドル、今後数年
間で数十億ドルに増加。昨年、自社株買いを開始。

25日終値は374ドル、予想株価収益率（PER）は32倍。過去5年間の平均予想PERは71倍。
もっと割高なバリュエーションが妥当

過去5年間、PEGレシオ（PERを1株当たりの利益成長率で割った値）は1.6倍。アナリ
ストは2023年にネ利益が30％増加を予想、これはPER40～50倍が妥当。
予想PERを40倍なら株価は438ドル、ここから約20％上。
アナリスト目標株価の平均は現在の水準を約40％上回る509ドル
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ディズニー
ケーブルテレビネットワーク、ハリウッドの映画制作スタジオ、世界各地のテーマパ
ークまで、メディア業界最大の従来型事業を所有。
株価は過去1年間で大幅にアンダーパフォーム。動画配信サービスの契約者数の伸び
が高水準の予想を下回り、新型コロナが引き続きテーマパークの来園者数の重し。

動画配信事業が損益分岐点に到達する時期を2024年度（2024年9月期）。
ディズニープラス、フールー、ESPNプラスの2021年末の契約者数は合計で約2億人。
現会計年度の下半期はディズニープラスにとって重要となる。新たなコンテンツが数
多く投入され、10以上の国・地域でサービス開始が予定されているためだ。

動画配信部門の損失は縮小。テーマパークの業績の回復と合わせると、今後3年間で
利益は急激に増加する見込み。

アナリスト：利益の年平均成長率を42％、S&P500指数の平均の約4倍。
PEGレシオはわずか1倍（S&P500指数は約1.5倍）。
ディズニーの投資判断「売り」はいない、平均目標株価は現在の水準を35％上回る。
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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8日（月）
・保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ＜AIG＞、カナダの金鉱企業大手バリック・ゴールド＜ABX＞、ドイツのバ
イオ医薬品メーカー、ビオンテック＜BNTX＞、大手電力・ガス会社ドミニオン・エナジー＜D＞、大手香料メーカーのインターナシ
ョナル・フレーバー・アンド・フレグランス＜IFF＞、ゲームソフト大手テイクツー・インタラクティブ・ソフトウエア＜TTWO＞、
食肉加工大手タイソン・フーズ＜TSN＞が決算発表。

8月9日（火）
・暗号資産（仮想通貨）取引所大手コインベース・グローバル＜COIN＞、電機メーカーのエマソン・エレクトリック＜EMR＞、クル
ーズ船運航大手のノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス＜NCLH＞、衣料品メーカーのラルフ・ローレン＜RL＞、
食品流通大手シスコ＜SYY＞、航空部品の持ち株会社であるトランスダイム・グループ＜TDG＞、不動産投資信託（REIT）のウェル
タワー＜WELL＞が四半期決算を発表。
・調査会社ニールセン・ホールディングス＜NLSN＞が臨時株主総会を開催。エリオット・インベストメント・マネジメント率いる
プライベート・エクイティ・グループによる買収に対する承認を求める。テレビ視聴率調査を行うニールセンに対する買収提示額
は、負債もあわせて160億ドル。
・全米独立企業連盟（NFIB）が7月の中小企業楽観度指数を発表。コンセンサス予想は89と、2013年初め以来最低となった6月の
89.5をやや下回る。6月に「今後6カ月間に状況は改善するか」という問いに「ノー」と答えた中小企業経営者は差し引き61％であ
り、統計開始以降の48年間で最低を記録した。
・米労働統計局（BLS）が、第2四半期の非農業部門賃金・労働生産性統計の速報値を発表。予想では、単位労働コストは季節調整
済み年率換算で6.7％上昇（第1四半期は12.6％上昇）、労働生産性指数は4.1％低下（同7.3％低下）。

8月10日（水）
・娯楽・メディア大手のウォルト・ディズニー＜DIS＞が2022年度第3四半期決算を発表。
・BLSが7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8.7％上昇（6月は9.1％上昇）。変動が大きい食品と
エネルギーを除くコアCPIは6.1％上昇（6月は5.9％上昇）。6月のCPIの9.1％上昇は1981年以来で最高となり、コアCPI上昇率は3月
に記録した直近のピークである5.9％をやや下回った。インフレがピークを越え、米連邦準備制度理事会（FRB）のタカ派姿勢が緩
和されるとの期待から、S&P500指数は7月に9.1％上昇して2020年11月以来の月間上昇率となった。
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8月11日（木）
・BLSが7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10.4％上昇と、6月の11.3％上昇を下回る。食品とエネ
ルギーを除くコアPPIは7.7％上昇と、6月の8.2％上昇から低下する予想。
・資産運用会社ブルックフィールド・アセット・マネジメント＜BAM＞、医薬品流通会社カーディナル・ヘルス＜CAH＞、ゲノム解
析技術のリーダーであるイルミナ＜ILMN＞、医療機器製造・ソフトウエア会社のレスメド＜RMD＞、電気自動車（EV）メーカーのリ
ビアン・オートモーティブ＜RIVN＞が決算コンファレンスコールを開催。

8月12日（金）
・金融取引処理サービス会社ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ＜BR＞が決算発表。
・ミシガン大学が8月の消費者景況感指数を発表。コンセンサス予想は53と、7月の51.5からやや上昇。依然としてインフレが消費
者の最大の懸念であることから、同指数は記録的な低水準にある。



2022年8月16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 8月11日(木)



ナスダック100上位銘柄株価 8月11日(木)



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 8月11日(木)



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他
8月11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
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過去3カ月


