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【米国株式のポイント】

～2020.11.3まであと１年！～

2019年11月16日

ファイナンシャルプランナー

洞口 勝人
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《当資料をご利用いただく際の留意事項》

本プレゼンテーション資料は、投資情報を提供することを目的としてＣＦＰ
洞口勝人が作成したものであり、金融商品の取引その他の取引の勧誘を目的とした
ものではありません。

また、本プレゼンテーション資料は将来の結果をお約束するものでも、お取引を締
結する際に実際に用いられる価格または数値を表すものでもございません。

本プレゼンテーション資料でとりあげる商品等へのご投資には、投資信託の場合は
銘柄ごとに設定された販売手数料及び信託報酬等の諸経費、変額年金保険の場合は
個別商品毎に設定された手数料等をご負担いただく場合があります。

また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。
商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、金融商品取引業者より当該商品
等の契約締結前交付書面や目論見書、またはお客様向け資料をお受け取りのうえ、
よくお読みいただき、投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよう
お願い致します。

本プレゼンテーション資料により生ずる結果について、ＣＦＰ洞口勝人及び

まぐまぐは、何ら責めを負うものではありませんので、予めご了承ください。
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◼ 洞口 勝人 （ほらぐち かつひと）

ファイナンシャルプランナー（CFP 日本FP協会認定）。
1963年岐阜県出身。86年早稲田大学教育学部卒業後、日興証券（現ＳＭＢＣ日興証券）入社。
02年3月退職と同時にFPとして独立。
現在は、「公平・中立・客観的」「数字による見える化」「数字をカミクダク」をモットーに

⚫ ～学校では教えてくれない～『身近な経済・お金の話』
⚫ ～金融機関では教えてくれない～「金融資産運用設計」
⚫ 「5000万円ではリタイア後は暮らせません！？」
⚫ なぜ「外貨建て資産」をポートフォリオに組入れるべきなのか？

を中心テーマに、投資・金融・経済教育に注力している（年間講演回数約370回・受講者数約3万人）。

主な講演・出演歴 NHK 「人材育成セミナー」 講師
早稲田大学オープンカレッジ 講師
全国の金融機関における研修・セミナー講師
テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」等に出演
小中高校の総合学習の時間における講師を数多く務める

主な著書 「なぜ、スーパーの『1万円の売上』は『80円の利益』にしかならないのか？」
書籍 ＆ 電子書籍 「35歳までには最低知っておきたい『経済学ドリル』」等多数

※ 現在、日銀の依頼を受け、全国にて金融広報活動を展開中

※ 現在、まぐまぐにて 洞口勝人の「ザッ 資産運用！」 動画配信中
http://www.mag2.com/m/0001680239.html

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.mag2.com/m/0001680239.html&h=ATP6rdTF9dogwL3fKWsoyR9UiVsWaV6z7Zeju1FoBtyYx8rJAOCULObeVpbYL7Z1rBhaIQE55LvUTZXDZOAmnZToCLbQpvIqz8Tp7OEvJgsT5uV7LpEr9kQl_eHdEi9wLr_AV-7hxjdB_8anIRW50eUY_KWNzfOQNlEhVpZ85cH9Yq_GLPQuqROpCVPi_r7jVOqQicPTWERh6rlVFOFVcpJthPdiVCz3d6jrQoVme1xcdwrR2hBzDqvrkySvDGwT2XTcYCXtpvDoN-g4ZHznucnyxl2aZ_Crebv8NeBkDujxh30
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カリキュラム

■2020.11.03まであと1年！

■ NYダウ工業株30種平均
■ PER・PBR・配当利回り・ROE

■ 米国FFレートと株価
■ 米国景気後退のシグナル
■ ISM製造業指数
■ 米国の求人数
■ 格下げ懸念
■ 米国株式のリスク＆リターン
■ 長期PER

■ ウォーレンショック
■ 米企業業績
■ IPOバブル崩壊
■ ドルインデックス
■ バフェット指数
■ ナスダック ＆ NYダウ
■ 自社株買い
■ ポートフォリオ再構築
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ＮＹダウ工業株30種平均

問1 エジソン設立のＧＥ（ゼネラル・エレクトリック）
は、現在ＮＹダウに入っているか？

問2 アマゾンはNYダウに入っているか？

問3 現在、1番古い採用銘柄は？

問4 現在、1番新しい採用銘柄は？

問5 アップルのティッカー（コード・シンボル）は
ＡＡＰＬ。ではＶは？

＊各種データより作成
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PER・PBR・配当利回り・ROE（ＮＹダウ平均）

PER                    倍

PBR 倍

配当利回り ％

ROE ％
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参照 ： 日経新聞電子版

米国ＦＦレート
（短期金利）推移
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米国景気後退のシグナル ＊参照：

JPMAM
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2019年8月→9月
ＩＳＭ製造業 49.1→47.8
ＩＳＭ非製造業 56.4→52.6

＊参照：日経電子版

2019年10月3日
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米国の求人数（非農業部門・季節調整済み）

「利下げは景気が悪いことの証明であり、2001年や2007年のように、
利下げの後に景気後退が待っている」
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格下げ懸念 ＊参照：日経電子版
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格付け （Ｓ＆Ｐ：外貨建て）

AA＋ 米

AA 韓

AA－

A＋ 日・中

A

A－

BBB＋

BBB

BBB－ インド

BB＋

BB

BB－ ブラジル

B＋ トルコ

AAA 独・豪

高

高

中

中

低

※2018年9月末現在
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＊参照：ＪＰＭＡＭ米国株式のリスク＆リターン
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＊参照：

JPMAM
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＊参照：ＪＰＭＡＭ

年
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ウォーレン vs トランプ

26.6％

＊参照：日経電子版

2019年10月10日
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ウォーレンショック

①法人税 35％→21％→35％→42％
1株あたり利益△21.5％→▲17.7％→▲26.5％

②財産税 最大6％

③有価証券取引税 0.1％

④GAFA分割

⑤格差是正 → 女性・若者の支持

⑥スーパーチューズデー（2020.03.03）
→本選挙2020.11.03
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アマゾン（5年）
＊各種データより作成

単位：米ドル
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＊参照：日経電子版

2019年10月16日
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利益率は金融を除くベース 単位：％

＊参照：日経電子版

2019年10月16日
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ＩＰＯバブル崩壊 ウーバー ＊各種データより作成

単位：米ドル
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米ドル（12年）
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＊各種データより作成

単位：円



2525
25252525252525252525252525252525252525252525

米国10年国債利回り（12年）
＊各種データより作成

単位：％
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ドルインデックス（40年） ＊各種データより作成
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（年）

＊各種データより作成

単位：％
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ナスダック（12年） ＊各種データより作成

単位：ポイント
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NYダウ（12年） ＊各種データより作成

単位：米ドル
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ＮＹダウ平均（44年） ＊各種データより作成

単位：米ドル
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エリオット波動
※参照：MUMSS
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ＮＹダウ（1920～1955年）
※参照：THE WALL

STREET WALTZ



3333

日経平均 ｖｓ ＮＹダウ
＊各種データより作成

日経平均 単位：円

ＮＹダウ 単位：米ドル
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自社株買い
＊参照：日経電子版

2019年6月27日



3535

ポートフォリオ再構築

★お金の（ ）を撮ってください

日本の個人金融資産1835兆円（2019年3月末）のうち

外貨建て資産の割合は ％、上場株式は ％

①マイマネー
（ ）
②外貨マネー
（ ）％
③通貨

・米、豪、レアル等

④株式
（ ）％

€
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ポートフォリオ再構築

■ 全体の目標利回りは ％ ⇒ 税引き後 ％

■ 外貨建て資産＆インフレに強い資産の目標リターンは約 ％

①マイマネー
（ ）
②外貨マネー
（ ）％
③通貨

・米、豪、レアル等

④株式
（ ）％

€


