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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、廣田舞子 
情報提供：エグゼトラスト川田重信 

2022年10月3日（月）12:00～12:50 

10月から月曜お昼12時にズーム 



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？ 

→10/5  野林「半導体製造装置関連銘柄の購入検討」 
→10/12 藤井「IFA法人の研究」 
→10/19 大倉 
→10/27 緒方 
 



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 
→10/1 安本 
→10/8 藤井 
→10/15小手森 
→10/22 緒方 
→10/29 ピスタチオ 



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） 
10月5日、19日11月2日、16日 
12月7日、21日  
 
  
日経CNBC 
10月6日（木）大倉電話インタビュー 
10月27日（木）川田電話インタビュー 
 
（済）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 

14 



マーケット概況 
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米国株式市場は大幅安。 
 
連邦準備理事会（ＦＲＢ）による積極的なインフレ対策が米経済の足かせになるとの懸
念に加え、世界の通貨・債券市場の下落が重しとなった。 
 
大型テクノロジー株のアップルとエヌビディアが４％を超える下げとなり、ナスダック
総合は６月半ばに付けた年初来安値に迫った。 
 
ＦＲＢ当局者らが積極的な利上げを継続する姿勢を崩さず、債券市場で売りが再開した。 
 
クリーブランド地区連銀のメスター総裁は２９日、利上げにより高インフレを抑制する
というＦＲＢの動きを変更するような米金融市場の機能不全は見られないと述べた。 
 
この日発表された新規失業保険週間申請件数は５カ月ぶりの低水準を記録。ＦＲＢの金
融引き締めという向かい風の中でも、労働市場が力強さを保っていることが示された。 
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8 時 半 、 4-6 月 期 の GDP( 確 定 値 ) は 前 期 比 年 率 -0.6( 予 : 同 )% 、  
WTI 原油先物価格は 82 ﾄﾞﾙ台後半まで上昇。 
 
30 年物の住宅ﾛｰﾝ平均固定金利が約 15 年ぶりに 6.70％まで上昇。 
 
ｱﾅﾘｽﾄが慎重な見通しを示したｱｯﾌﾟﾙやﾃｽﾗが一段安。 
 
ﾌﾛﾘﾀﾞ州に上陸したﾊﾘｹｰﾝ｢ｲｱﾝ｣の影響を受けたｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰやﾛｲﾔﾙ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ･ｸﾙｰｽﾞらﾚｼﾞｬ
ｰ関連株が下落。 
 
決算で売上･利益が市場予想を下回ったｶｰﾏｯｸｽ(自動車販売)が急落し、自動車関連株が
連れ安。 
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サマーズ氏、世界的な市場リスクの高まり指摘－2007年８月を想起 
サマーズ元米財務長官は29日、世界経済が直面している一連のリスクを金融危機以前の2007年の夏になぞらえ、現在の英国の問題
は潜在的な崩壊の一例に過ぎないとの見解を示した。 
 
「2007年８月に人々が不安になったのと同じように、現在は不安の高まりが生じている」と語った。 
 
07年の夏は米住宅市場の崩壊を巡る最初の緊張の兆候が表れ、それが翌年には世界大恐慌以来最悪の金融危機へと発展していった。 
 
英国を除くと「他の市場に混乱の兆候はまだ見当たらない」と指摘。「しかし、極端なボラティリティーがある時にこうした状況
が発生しやすいことは分かっている」と述べた。 
 
日本の債券保有を注視 
サマーズ氏は、特に注視すべきは現在の日本の政策に内在する緊張だと指摘。日本は先週に円買い介入を行って市場から資金を吸
い上げた一方、日本銀行による金融緩和政策を通じて流動性を供給している。 
 
こうした動きをサマーズ氏は「異例の事態だ」と表現。「それが今後どう展開するか興味深い」と述べ、日本の投資家が世界中の
債券を「大量に保有」している点に留意が必要だとの見方を示した。 
 
英国は「未知の領域」 
英国については「非常に複雑で未知の領域にいる」と指摘。イングランド銀行（英中央銀行）による市場介入でひとまず状況は落
ち着いたものの、長期国債の購入オペが10月14日までという点を踏まえると、長続きしない可能性があると述べた。 
 
英中銀の国債市場介入、時間稼ぎか－減税撤回の計画ないと関係者 (1) 
 
サマーズ氏は、市場が英国のマクロ経済政策を持続可能とみなしていないことが重要な問題だと指摘。英金融市場については「２
週間程度の国債購入で永久に安定することはない。ファンダメンタルズを修正するまでのつなぎという感覚がなければ、安定は恐
らく２週間でさえ続かないだろう」 



S&P500チャート 
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Ｓ＆Ｐ総合５００種は２０２０年１１月以来の安値に下落。今月８％超値
下がりしており、９月としては０８年（-9.08%）以来最悪のパフォーマン
スを記録する見通し。 
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－13.1% 

+11.1% 

－20.8%  

+17.4% 

－14.7%  

S&P500指数 2022年年初来 
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S&P500の暴落局面（2）  
ITバブル、サブプライム、コロナ危機 

■ 30％以上の暴落は過去に8回 

1. 1929年8月～1932年6月  ：-86%  世界恐慌 

2. 1937年2月～1938年3月  ：-53% FRB利上げ 

3. 1968年11月～1970年6月：-33% 長期上昇後停滞 

4. 1972年12月～1974年9月：-46% オイルショック 

5. 1987年8月～1987年11月：-34% ブラックマンデー 

6. 2000年3月～2002年10月：-49% ITバブル 

7. 2007年10月～2009年3月：-56% サブプライムショック 

8. 2020年2月～2020年3月 : -34％ コロナ危機 

 

- 49％ 2000年3月23日 1527.35 
2002年10月9日  776.76 

ITバブル 

- 56％ 

2007年10月9日 1565.15 
2009年3月9日   676.53 

サブプライムショック 

- 34％ 

2020年2月19日 3386.15 
2020年3月23日 2237.40 

コロナ危機 

出所：Yahoo! Financeを基にエグゼトラスト株式会社作成    

2022年1月3日 4796.56 
2022年9月29日 3640.47 

ウクライナ侵攻、インフレ 

-24.1 % 
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四半期ベースでは金融危機

で混乱した2008－09年以来

の３期連続安となりそう。 

そんな中、サマーズ元米財

務長官が現在の状況は金融

危機前夜を想起させるとの

見解を示しました。 

https://link.mail.bloombergbusiness.com/click/29219106.5445/aHR0cHM6Ly93d3cuYmxvb21iZXJnLmNvLmpwL25ld3MvYXJ0aWNsZXMvMjAyMi0wOS0yOS9SSVlZWUREV1JHRzEwMQ/5f90afb6c0a21c18df53e37fBb25c65ef
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メタ、採用凍結へ 大半部署で予算削減＝ＢＢＧ 
採用を凍結し、一段の再編を行う方針。米ブルームバーグが報じた。 
 
同社のマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者（ＣＥＯ）は毎週行う従業
員との会議で「これまで、経済がより明確に安定化することを望んでいた
が、現状を見るとまだそうなっていないようだ」と説明した。 
 
社内の大半の部署で予算を削減すると表明。各チームで人員数変更への対
応策を取りまとめる必要があると述べた。 
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 Teslaは人型ロボットを開発する計画と、真の自動運転車にさらに近づ
く計画を推し進めている。詳細は米国時間9月30日に予定されている2回目
の「Tesla AI Day」で明らかになる。人工知能（AI）関係の最先端の例を
目にすることになるだろう。たとえそれが成熟するにはまだ数年かかると
してもだ。 
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ナイキ、6─8月は20％減益 値引きやコスト増響く 株価5％安 
第１・四半期（８月３１日まで）決算は２０％の減益となった。北
米市場で過剰在庫に向けた大幅値引きやコスト増が響き、マージン
も大幅に低下した。 
時間外取引で株価は５．２％下落。年初からは約４３％値下がり。 
第１・四半期の純利益は１４億７０００万ドル（１株当たり０．９
３ドル）と、前年同期の１８億７０００万ドル（同１．１６ドル）
から減少。 
 
粗利益率は２２０ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４４．３％。リ
フィニティブがまとめたアナリスト予想は４５．４％。 
 
第１・四半期末時点の在庫は４４％増の９７億ドル。輸送・原材料
費の拡大で、コストも１０％増の３９億ドルとなった。 
 
一方、総売上高は４％増の１２６億９０００万ドルで、アナリスト
予想の１２２億７０００万ドルを上回った。。 
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マイクロン、9─11月売上高見通し市場予想下回る 半導体需要減 
景気後退懸念が高まる中、パソコンやスマートフォンなどに利用され
る半導体の需要が減少 
1Q売上高:４２億５０００万ドルの上下２億５０００万ドルになると予
想。アナリストの予想平均の５６億２０００万ドルを下回った。 
第４・四半期（６─８月）の調整後売上高は６６億４０００万ドル。
アナリスト予想平均は６６億８０００万ドルだった。 
 
マイクロンは厳しい市場環境に対応するため、投資を削減すると発表
した。 
 
株価は取引終了後の時間外取引で２．４％安。年初からは４５％下落
している。。 
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サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁は２９日、連邦準備理事会（ＦＲＢ）
が極めて高水準にあるインフレを押し下げるために米経済を減速させ堅調な雇用
市場を軟化させる必要があるものの、景気後退（リセッション）を引き起こす必
要はないという認識を示した。 
 
デイリー総裁は「経済をより持続可能な道筋に導くには金利を引き上げ、経済活
動と労働市場のペースを落とす必要がある」と述べた。同時に「深刻な景気後退
を引き起こすことは正当化されず、われわれの目標を達成するためにも必要では
ない」と述べた。 
 
新型コロナウイルスへの対応やウクライナの戦争、欧州における景気後退の可能
性、世界中銀の政策引き締めなど、景気のソフトランディング（軟着陸）を脅か
すリスクが「無数」にあり、根強いサプライチェーンを巡る問題や「堅調な」消
費支出や労働情勢などが相まって、経済の「スムーズな着陸の道は狭っている」
と指摘。同時に「その道は閉ざされていない」とも述べた。 
 
また、高インフレが長期間継続すれば、インフレを抑制するＦＲＢの能力に対す
る信認が失われるリスクも高まるとも警告。ＦＲＢは指標を注視し、適切な措置
を講じる必要があるとし、「歴史が示すように失敗の代償は大きい」と強調した。 
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10年債—2年債金利 
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２年国債利回りは８．６ｂｐ（ベーシスポイント）上昇し４．１８０％。１０年債利回りは５．４ｂｐ上昇の３．７６１％。前日には１０年
債利回りは２５．６ｂｐ低下し、１日の下げ幅としては２００９年３月以来最大を記録していた。 
２・１０年債の利回り格差はマイナス４２．１ｂｐに拡大。 



米国10年国債金利 
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物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥ
Ｉ）は、５年物が２．２３４％、１０年物US10YTIP=RRは２．１８４％だった。 
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＜米原油先物＞ 強弱材料を眺めて売り買いが交錯した後、３営業日ぶり
に反落した。 
 
米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１１月物の清算値（終値に相当）は、前
日比０．９２ドル（１．１２％）安の１バレル＝８１．２３ドル。１２月
物は０．８２ドル安の８０．４２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 
 
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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S&P500指数 ストラテジスト予想 

9/23 4300→3600 
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S&P500指数 コロナ前高値そして史上最高値からの騰落率 
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S&P500指数 2000年3月～2003年10月 
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S&P500指数 2007年10月～2010年3月 
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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 
9月26日（月） 
・シカゴ連銀が8月の全米活動指数を発表。コンセンサス予想は0.32で、7月の0.27よりわずかに改善。5
月、6月は2カ月連続でマイナスを記録し、経済成長が過去の平均よりも緩やかだったことが示された。 
 
9月27日（火） 
・米国勢調査局が8月の新築住宅販売件数を発表。エコノミスト予測は季節調整済み年率換算で49万2000
戸と、7月から2万戸減少。 
・国勢調査局が8月の耐久財受注を発表。耐久財受注額のコンセンサス予想は、前月から横ばいの2735億
ドル。輸送用機器を除く予想は0.2％増と7月と同じ。 
・コンファレンス・ボードが9月の消費者信頼感指数を発表。コンセンサス予想は104と8月からやや上昇。
同指数は今年最低を記録した7月からは上昇したが、2021年に記録したピークは大幅に下回っている。 
・S&Pコアロジックが、7月のS&Pケース・シラー住宅価格指数を発表。コンセンサス予想は前年同月比
17％上昇（6月は18％上昇）。同指数の伸びは鈍化しているが、住宅価格は依然として大幅に上昇してい
る。FRBのパウエル議長は9月21日に、住宅市場は恐らく「調整」を経る必要があり、不動産価格は「持続
不可能なほどに急激な水準で上昇していた」と述べた。 
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9月28日（水） 
・制服メーカーのシンタス＜CTAS＞、中小企業向けアウトソーシング・サービスのペイチェックス＜PAYX
＞が四半期決算を発表。 
・不動産投資信託（REIT）デューク・リアルティ＜DRE＞、プロロジス＜PLD＞が臨時株主総会を開催し、
6月に発表された買収提案の承認を求める。 
 
9月29日（木） 
・中古車販売大手カーマックス＜KMX＞、半導体大手マイクロン・テクノロジー＜MU＞、スポーツ用品大
手のナイキ＜NKE＞が決算コンファレンスコールを開催。 
・ソフトウエア関連企業イントゥイット＜INTU＞、建設材料大手バルカン・マテリアルズ＜VMC＞が2022
年投資家向け説明会を開催。 
・スポーツカーメーカー、ポルシェがDr. Ing. H.c.F. ポルシェの名称でフランクフルト株式取引市場に
新規株式公開（IPO）する。親会社の独自動車大手フォルクスワーゲン＜VOW3.ドイツ＞は、ポルシェの企
業価値を700億ユーロから750億ユーロ（689億ドルから736億ドル）としている。欧州におけるIPOとして
は10年以上ぶりの規模となる。 
 
9月30日（金） 
・BEAが8月の個人所得・消費支出を公表。個人所得は前月比0.3％増（7月は0.2％増）、個人消費支出
（PCE）は前月比0.2％増（7月は0.1％増）と予想されている。FRBがインフレ指標として重視するコアPCE
（食品とエネルギーを除く）の予想は前年同月比4.8%（7月は4.6％増）。 



2022年10月4日（火）収録予定 
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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29日(木) 



ナスダック100上位銘柄株価  9月29日(木) 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 9月29日(木) 



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他 
 9月29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 


