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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。           



◆自己紹介 

埼玉県出身 

 
大学卒業後、2001年丸三証券株式会社入社。 

2007年より野村證券株式会社にてFAとして 

主に富裕層顧客の資産運用を担当。 

生涯学習センター等にて投資セミナー講師を多数。 

2021年株式会社リスクマネジメント・ラボラトリ
ーに参画。 

IFAとして資産運用アドバイスを担当。 

AFP、証券外務員資格を保有。 

趣味は旅行、キャンプ、食べ歩き  
廣田 舞子 



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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無料！ 



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？ 

→9/21 藤井さん「投資戦略の発想法」by 木村剛 
→9/28 高田さん 「生命保険業界ここだけの話し」 
→10/5 野林さん「半導体製造装置関連銘柄の購入検討」 



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 
→9/24 林 
→10/1 安本 
→10/8 藤井 



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） 
９月21日、10月5日、19日11月2日、16日 
12月7日、21日  
 
  
日経CNBC 
9月27日（火）川田 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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米住宅着工件数、予想上回る伸び－建設許可は約２年ぶり低水準 
 
着工件数12.2％増の年率157.5万戸、予想145万戸－前月は下方修正 
建設許可件数は10％減少、2020年６月以来の低水準 
 
８月の米住宅着工件数は、市場予想を上回る増加となった。一方、着工件数の先行
指標となる住宅建設許可件数は約２年ぶり低水準に減少。住宅ローン金利の上昇が
需要に重しとなっている状況が浮き彫りとなった。 
 
建設許可件数 
減少は、住宅ローン金利上昇と高止まりする物件価格が相まって購入環境の厳しさ
が増し、販売の重しとなる中で、住宅建設業界への下押し圧力が強まっている。 
 
住宅ローンの30年物固定金利は先週、６％を超えた。同水準を上回るのは2008年11
月以来。 
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住宅着工は景気循環の優れた先行指標。 
COVIDの暴落を除いて、1960年代半ば以降のすべての景気後退は、住宅着工件数の12ヶ月平均の横ばいで始まった（COVIDの前でも、技
術的には住宅着工件数はピークから横ばいになったが、以前の景気後退の前のように大きくはない）。  
今回のピークからの下落幅は、決して過去の景気後退期のロールオーバーに近いものではありませんが、12ヶ月移動平均で4ヶ月連続の
下落となっており、明らかに弱含みの傾向となっています。 

。 
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米国株式市場＝反落、インフレが米企業圧迫との見方が重し 
 
連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を明日に控え、新たなポジション構築が手控えられる中、インフレ
が米企業を圧迫していることを示す新たな発表が重しとなった。 
 
Ｓ＆Ｐ総合５００種は過去３営業日にわたって、強力な支持線とされる３９００ポイントを終値で下回った。 
 
前週にさえない見通しを示した宅配大手フェデックスに続き、１９日には自動車大手フォード・モーターが、物
価上昇で部品や原材料費が第３・四半期に当初想定よりも約１０億ドル増えるとの見通しを示した。 
 
フォードはまた、部品不足で一部の納車が第４・四半期にずれ込むとした。株価は１２．３％安と２０１１年以
来最大の下落率を記録した。同業ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）も５．６％値下がりした。 
 
Ｓ＆Ｐ主要１１セクターは全て下落。景気動向に敏感な不動産が２．６％安、素材が１．９％安と下げがきつか
った。 
 
スポーツ用品大手ナイキは４．５％安。中国での新型コロナウイルス感染拡大に伴う９月上旬のロックダウン
（都市封鎖）の影響を巡る懸念から、バークレイズが投資判断を「オーバーウエート」から「イコールウエー
ト」に引き下げた。 
 
カジュアル衣料品大手ギャップは３．３％下落。約５００人の人員削減を発表した。先月下旬には在庫過剰と販
売不振により通期見通しを撤回している。 
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ヌリエル・ルービニ氏、米国は「長く、厄介な」リセッションへ－株は40％下落も 
 
企業と政府の両方で債務比率が高いとルービニ氏は指摘 
世界的なリセッションは23年いっぱい続く恐れ、「ゾンビ国」に打撃 
 
ルービニ・マクロ・アソシエーツの会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）を務めるルービニ氏は、20日のインタビューで「ごく普通のリセッショ
ンでさえ、Ｓ＆Ｐ500種は30％下げる可能性がある」とした上で、自身が予想する「真のハードランディング（硬着陸）」が実際に起きた場合
は、同指数の下落率は40％に達し得ると述べた。 
 
2007－08年の住宅バブル崩壊を予見し、「ドクター・ドゥーム（破滅論者）」の異名を取るルービニ氏は、米国の浅いリセッションを予想し
ている人は企業と政府の高い債務比率に注目すべきだと指摘。金利上昇と債務返済コスト増加に伴い、「ゾンビ状態となった多くの機関や家
庭、企業、銀行、シャドーバンク、さらには国が死を迎えることになる」と述べた。 
IMF 
 
ハードランディングを起こさずに２％のインフレ率を達成するのは、米金融当局にとって「ミッション・インポッシブル」だと述べ、ほぼ実
行不可能な任務との見解を示した。同氏は年内の米利上げ幅について、今週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）会合で75ベーシスポイント
（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）、11月と12月の会合で50ｂｐずつと予想している。利上げがルービニ氏の予想通りとなった場合、フェデラルファ
ンド（ＦＦ）金利の誘導目標レンジは年末までに４ー4.25％となる。 
 
  ただ特に賃金とサービスセクターでの根強いインフレにより、ＦＯＭＣは一段の利上げに「動かざるを得ないだろう」とし、ＦＦ金利は
５％に向かうと予想。さらに、新型コロナウイルス禍やロシアとウクライナの戦争、中国の「ゼロコロナ」政策に伴う負の供給ショックでコ
ストは上昇し、経済成長は鈍化すると分析。そうした状況から、長期にわたる低成長と失業増加によるインフレ抑制という、米金融当局が現
在目指している「グロース・リセッション」の達成は困難だとの見方を示した。 
 
世界的にリセッションに陥った場合でも、財政面での刺激策は期待できないとルービニ氏は指摘。政府は過剰な債務を抱えており、「財政に
よる景気刺激の手段が尽きつつある」と説明した。さらに高インフレの状況は、「財政面での刺激策を行った場合、総需要を過熱させる」こ
とも意味すると述べた。 
 
その結果、ルービニ氏は1970年代のようなスタグフレーションと、金融危機時のような巨額の債務過剰に陥ると予想。「短く浅いリセッショ
ンにはならない。厳しく長く、そして厄介なものになるだろう」と述べた。 





10年債—2年債金利 
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２年債と１０年債の利回り格差はマイナス２７．８ｂｐ。 
長短国債利回りが逆転する「逆イールド」は７月初めから発生、１７日に
はマイナス５６ｂｐと２０００年以来最大に。 
この日は８月１日以来の水準に縮小した。 
 
米金利に上昇圧力 FRB高官のけん制発言相次ぐ 
今週の米債券市場では長期金利に上昇（債券価格は下落）圧力がかかりそ
う。米物価指標にはピークアウトの兆しがあるが、FRB高官は市場の利上
げ観測後退をけん制する発言を繰り返している。こうした見方が徐々に浸
透し、米債買いが細る要因となっている 



米国10年国債金利（過去5年） 
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金利動向を敏感に反映しやすい２年債利回りは一時３．９９２％に上昇。 
４％台に乗せれば２００７年１０月１８日以来となる。     
 
前日の取引で約１１年ぶりに３．５％台に乗せた１０年債利回りは一時 
３．６０４％まで上昇。その後は上げ幅をやや縮小し、終盤の取引で８．
６ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の３．５７５％。 
 
終盤の取引で２年債利回りは２．５ｂｐ上昇の３．９７１ ２年債と１０年
債の利回り格差は一時マイナス４７．５ｂｐに拡大。 
 
その後はマイナス３９．８ｂｐに戻した。マイナス幅は８月１０日にマイ
ナス５６．２ｂｐと、過去最大の水準に拡大している。 
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今のところ米国経済は堅調。住宅販売を除けば金融引き締めの影響はあまり出ていない。 
15日発表の8月の小売売上高は前月比0.3%増と市場予想（0.0%）を上回った。 
住宅も販売は減っているが、賃貸住宅の空室率は5.6%と40年ぶりの低さ。強い需要が供給制約と相まって
物価を押し上げている。。 
 
米連邦準備理事会（FRB）は高インフレを引き起こす要因は労働市場にあると狙いを定めている。 
求人を減らし、労働需給を緩める必要がある。 
 
今回のFOMCでは委員らの政策金利見通しが示される。6月のFOMCでは22年末で3.4%、23年末で3.8%との予
想だった。今回は22～23年とも4%前後に高まる見通し。景気に中立とされる水準である2.5%を大幅に上回
り、明確に景気抑制領域に入る。 
 
エコノミストらの最終金利の予想は「3.75～4.0%」「4.0～4.25%」の2グループに分かれる。今回はこれ
を超える水準が示されない限りサプライズとはならないだろう。だが、最終金利は会合を重ねるごとに引
き上げられてきた。今回サプライズがなかったとしても楽観はできない。 
 
GSは15日、金融引き締めで現在3.7%の失業率が5%に高まれば米株相場は14%下落、6%なら27%下がると試算。 
 
失業率上昇と企業収益の悪化はこれから表面化し、株価を押し下げる。16日のフェデックス株急落がその
予兆となるのだろうか。 
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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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ガソリン価格の下落は一筋の希望 
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 ＜米原油先物＞ 
急速な金融引き締めによる景気やエネルギー需要の低迷を懸念した売りが
台頭し、３営業日ぶりに反落した。この日納会を迎えた米国産標準油種Ｗ
ＴＩの中心限月１０月物の清算値（終値に相当）は、前日比１．２８ドル
（１．４９％）安の１バレル＝８４．４５ドル。１１月物は１．４２ドル
安の８３．９４ドルだった。 
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米天然ガス、2カ月ぶり安値 鉄道スト回避で需要減観
測 
 
懸念されていた大規模な鉄道ストライキが回避され、
鉄道輸送を利用する石炭などのエネルギー供給に支障
が出るとの懸念が払拭された。輸送が滞る石炭の代替
で天然ガスの発電用需要が増加するとの市場の思惑が
後退した。 
 
指標となるニューヨーク市場のヘンリーハブ先物は19
日、一時100万BTU（英国熱量単位）あたり7.4ドル台に
下落した。8月下旬に一時付けた10ドル台の高値から3
割程度安く、7月20日以来となる安値を付けた。 
 
国内の天然ガス在庫の増加幅が足元で予想を上回った
ことも、価格を押し下げる要因。 
 
冷房需要が減る秋は夏に比べてガスの消費量が減るた
め、もともと在庫は増えやすいが市場予想以上だった。 
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ゴールドマン・サックスの予想：欧州の天然ガス価格は50％下落する 
2023年第1四半期に限月を迎えるガス先物は1メガワット時（MWh）当たり199ユーロ50セント（199ドル5セント）で取引されて
いる。GSは2023年第1四半期に天然ガス価格は100ユーロを下回ると予想。 
欧州 
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戦後すべての年 
S&P 500はその期間を通じて上昇傾向にあるが、
より大きな平均上昇率を示しているのはS&Pがす
でに前年同期比で10%以上下落したときに、より
大きな平均利益を上げている。 

S&P500指数 ３Qまでに１０％超下落の年 

３
Q
か
ら
の
変
化
率 
 
 

全ての年 
３Qまでに１０％超下落の年 
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戦後すべての年 

S&P500指数 中間選挙の年 

３
Q
か
ら
の
変
化
率 
 
 

中間選挙のすべての年 
中間選挙の年で３Qまでに１
０％超下落 
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S&P500指数 ストラテジスト予想 
GSのストラテジスト、シャロ
ン・ベル氏 
 
株式の押し目買いに対して警
鐘。 
 
同氏はブルームバーグテレビ
ジョンの番組で、最近の株価
上昇は決定的でも長期的に持
続可能でもないと指摘し、現
在の弱気相場はまだ続く。 
 
米国株のバリュエーションが
さらに下がる必要がある 
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主要指数＋半導体過去5日間 



53 

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 



56 

過去5日間 



57 

過去1カ月 



58 

年初来 
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■ 今週の予定 
9月19日（月） 
・自動車部品小売りチェーンのオートゾーン＜AZO＞が2022年度第4四半期決算発表。 
・全米住宅建設業協会（NAHB）が9月の住宅市場指数を発表。エコノミスト予想は48.5と、8月からほぼ横
ばい。住宅市場指数は今年に入り低下が続いており、8月には2020年5月以来初めて、拡大と縮小の境目と
なる50を割り込んだ。 
 
9月20日（火） 
・米国勢調査局が8月の住宅着工件数を発表。予想は季節調整済み年率換算145万戸と、7月と同じ。 
 
9月21日（水） 
・全米不動産業者協会（NAR）が8月の中古住宅販売件数を発表。エコノミスト予想は7月から10万戸減少
の季節調整済み年率換算で470万戸。 
・食品大手のゼネラル・ミルズ＜GIS＞、住宅建設大手のレナー＜LEN＞が決算発表。 
・顧客管理ソフトウエア大手のセールスフォース・ドット・コム＜CRM＞、各種資材製造・販売のWWグレ
インジャー＜GWW＞が投資家向け説明会を開催。 
・米連邦公開市場委員会（FOMC）が金融政策を発表。わずか2週間前の金融市場では、FOMCの利上げ幅が
0.5％か0.75％のいずれになるかの予想はまちまちだった。だが好調な雇用統計と予想を上回る8月の消費
者物価指数を受け、上昇幅が0.75％となることがほぼ確実視される。これによりFF金利は3.0％〜3.25％
となる。さらにトレーダーらは、25％の確率でFRBが金利引き上げ幅を1％とすることを見込んでいる。こ
れがもし実現すれば、ここ40年近くで最大の上げ幅となる。 
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9月22日（木） 
・コンサルティング企業アクセンチュア＜ACN＞、会員制量販店チェーンのコストコ・ホールセール＜
COST＞、外食大手ダーデン・レストランツ＜DRI＞、金融データ・ソフトウエアサービスのファクトセッ
ト・リサーチ・システムズ＜FDS＞、フェデックス＜FDX＞が決算コンファレンスコールを開催。 
・飲料・食品用の金属・プラスチック容器メーカーのボール・コーポレーション＜BLL＞と半導体大手の
クアルコム＜QCOM＞が投資家向け説明会を開催。 
・日銀が政策金利を発表。日銀は短期政策金利を現行のマイナス0.1％に維持するとみられる。日銀は
2016年初めに短期政策金利をマイナス0.1％に設定して以来、これを維持している。タカ派のFRBとは対象
的な政策をとっていることから、円はドルに対して1998年以来最安の水準に落ち込んでいる。 
・コンファレンス・ボードが8月の景気先行指数を発表。コンセンサス予想は前月から0.1％上昇（7月は
0.4％低下）。同指数は5カ月連続で低下しており、近い将来のリセッション（景気後退）リスクが高まっ
ていることを示している。 
 
9月23日（金） 
・S&Pグローバルが9月の製造業・サービス業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51（8月は51.5）、サービス業PMIは45.3（8月は43.7）。 



2022年9月21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   9月20日(火) 



ナスダック100上位銘柄株価   9月20日(火) 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 9月20日(火) 



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他 
 9月20日(火) 



「バロンズ」ラウンドテーブル他 週間変化率
（%） 



71 

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 


