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ＤＩＡＭコラム（2014/11/26）
『良好な業績から上昇が期待される米国株』
世界（先進国・新興国全体）の株式時価総額の約
50％を占めている米国株*。今回は株価が高く評価
されている米国株の投資環境を考えてみたいと思い
ます。

米国企業は大規模な経済
を背景に企業努力から高
い利益成長をしているみ
たいだね。

*MSCI AC ワールドインデックス（米ドルベース、配当込み、
為替ヘッジなし）、2014年10月31日時点

【世界でも圧倒的な存在感を示す米国株】
先進国・新興国全体の株価指数（MSCI AC ワールドイン
デックス）を見ると、時価総額上位10銘柄の中で9社が米国
企業となっており米国の大きな存在感が見られます。また、
様々な業種が見られ日本でも製品が知られる情報技術関連
（アップルやマイクロソフト）、エネルギー関連（石油大手のエ
クソン・モービル）、医薬品などのヘルスケア（ジョンソン&ジョ
ンソン）、金融などがあり、世界的な競争力を持っています。
米国では、1990年台後半のIT（情報技術）の発展、2000年
代の金融技術の発達などを背景に企業成長が見られました。
2010年以降の株式市場を見ると、バイオテクノロジー（遺伝
子分析に基づいた製品の研究・製造など）やシェール・エネ
ルギーなどの比較的新しい分野でM&A（企業の合併・買収）
を活用した企業の業績拡大の動きから、バイオテクノロジー
関連企業や中小型株（時価総額が中規模または小規模の
株式）の成長性が注目され、2009年12月31日〜2014年10
月31日の期間に株価指数の騰落率がそれぞれ約+270％、
約+95％となっています。
また、米国は政策金利の引き上げ時期や引き上げ幅が注
目される中、金利水準によっては出遅れ感がみられる公益
株の様な好配当株の投資魅力が注目されます。

【世界（先進国・新興国）の時価総額上位銘柄】
（2014年10月31日時点）
順位

銘柄名

国

業種

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

アップル
エクソン・モービル
マイクロソフト
ジョンソン＆ジョンソン
ウェルズ・ファーゴ
ゼネラル・エレクトリック
プロクター＆ギャンブル
ネスレ
JPモルガン・チェース
シェブロン

米国
米国
米国
米国
米国
米国
米国
スイス
米国
米国

情報技術
エネルギー
情報技術
ヘルスケア
金融
資本財
生活必需品
生活必需品
金融
エネルギー

時価総額
（兆円）
73.0
46.6
41.3
34.2
29.8
29.0
26.5
26.4
25.7
25.6

【ご参考】日本企業で時価総額が最大の銘柄は
トヨタ自動車（25位、17.9兆円）となっています。
※上位10銘柄はMSCI AC ワールドインデックス（米ドルベース、
配当込み、為替ヘッジなし）に基づくデータ。
※業種は世界産業分類基準（GICS）
※時価総額はWM/ロイターが発表する為替レートで当社が
円換算したもの。
※上記個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
（出所：MSCI、DatastreamのデータをもとにＤＩＡＭアセットマネジメント作成）

【米国の各種株価指数推移】
（期間：2009年12月31日〜2014年10月31日、月次データ）
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※2009年12月31日を100として指数化
（出所：BloombergのデータをもとにＤＩＡＭアセットマネジメント作成）

※当資料は、将来の市場動向等を示唆・保証するものではありません。 ※巻末のご注意事項等を必ずご確認ください。
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【堅調な個人消費が米国経済を支援】
今年もクリスマス商戦（11月第4木曜日の感謝祭後に
始まる）の動向が市場で注目されています。足元、失
業率が低下し雇用が増えるなど経済指標が改善して
います。さらに原油価格の下落に伴い、ガソリン価格も
下落しており個人は下落分の金額を他の消費に充てる
とみられ、小売売上高（消費）の拡大につながると考え
られることなどから、今年は去年よりもクリスマス商戦の
売り上げが加速するとみられています。また、小売売上
高の増加に伴い企業の売上・利益増加が期待されて
います。なお、クリスマス商戦では販売や会計、配達の
ための臨時雇用が行われるためその際に支払われる
賃金が今後、経済を活性化させることも考えられます。

【良好な企業業績が株価を支える】

【予想される米国のEPS成長率】
（2014年11月18日時点）

米国における企業業績の成長性については、バイ
オテクノロジー株と中小型株（Russell 2500インデック
ス）において今後も比較的高いEPS（1株当たり純利
益）成長率が予想されており株価上昇の観点から注
目されます。
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また、今後の企業努力や業績改善によっては、予想
を上回るEPSを実現する可能性も考えられることから
EPSをめぐる動向が注目されます。米国株（S&P 500種
指数）の構成企業の決算を、事前予想と比べると、約
70％の企業が予想を上回るEPSを発表する傾向がみ
られます。直近の2014年第3四半期（7-9月期）決算に
おいても、予想を上回るEPSとなる傾向が強くみられま
した。この様に多くの米国企業は予想を上回る利益
成長を示していることから、投資家のEPS成長に対す
る期待は高く、こうした期待感が今後も株価を支える
と考えます。

80%
40%
0%
ナスダック バイオテクノロジー
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Russell 2500インデックス

（出所：BloombergのデータをもとにＤＩＡＭアセットマネジメント作成）

（％）

【事前予想を上回った米国のEPSの割合推移】
（期間：2012年第1四半期〜2014年第3四半期）
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米国は良好な企業業績
（EPS）が株価を支えてい
るんだね。
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※四半期データ
※対象はS&P 500種指数の構成企業。
※決算で発表されたEPSが予想を上回った社数の割合
（出所：BloombergのデータをもとにＤＩＡＭアセットマネジメント作成）

※当資料は、将来の市場動向等を示唆・保証するものではありません。※巻末のご注意事項等を必ずご確認ください。
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【ヘルスケア関連の株式上昇が注目される】
米国の産業構造（付加価値ベース）を見ると、サービス産業の比率が高まる傾向にあります。グローバルな競争（価
格、機能など）が厳しい分野の製造業から、付加価値が高い分野のサービス業にシフトする動きともみられます。
サービス業の中でもヘルスケア関連の付加価値上昇が注目されています。この様な中、S&P 500種指数の業種別
騰落率では今年、ヘルスケア（バイオテクノロジーや医薬品など）が他の業種に比べて高い上昇となっています。
今後についても大きな利益が期待される新薬の登場やM&Aをめぐる動きを背景とした企業業績の拡大などからヘル
スケア関連の株式の上昇が期待されます。
【米国株の業種別騰落率（年初来）】
（期間：2013年12月31日〜2014年11月18日）
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S&P 500種指数の業種別では今年、ヘルスケアと並び
公益（電力、ガス輸送など）も高い上昇となっています。背
景としては①米10年国債利回りが低水準で推移する中、
比較的高い配当利回りが魅力であることや、②足元の原
油価格下落に伴うコスト低下、③11月4日の中間選挙で規
制緩和方針の共和党が上下両院で過半数を占めたこと
に伴う規制緩和に対する期待（ガスのパイプライン設置が
政府から来年にも許可されるとの観測もみられる）などが
あります。今後についても、利上げが過去（2004年6月か
ら2006年6月の2年間に4.25％の利上げ）と比較して緩や
かなものとなり経済に与える影響が限定的とみられる中、
公益株などの好配当株は、比較的高い配当利回りや
2010年以降をみるとS&P 500種指数などと比べた出遅れ
感から堅調に推移するとみられます。

一般消費財

【好配当株も堅調推移が期待される】
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※S&P 500種指数の業種別騰落率
（出所：Bloombergのデータをもとに
ＤＩＡＭアセットマネジメント作成）

【米政策金利と10年国債利回り推移】
（期間：1998年12月31日〜2014年11月18日）
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（出所：BloombergのデータをもとにＤＩＡＭアセットマネジメント作成）

◇◆ポイント◆◇
1.

米国株について、ヘルスケア（バイオテクノロジーなど）や中小型株などは
増益予想やM&Aの動きなどから上昇が期待されると考えます。

2.

公益株などの好配当株は、比較的高い配当利回りやS&P 500種指数（2010
年以降）と比べた出遅れ感から堅調に推移するとみられます。

※当資料は、将来の市場動向等を示唆・保証するものではありません。※巻末のご注意事項等を必ずご確認ください。
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【指数の著作権等】
MSCI AC ワールドインデックス（米ドルベース、配当込み、為替ヘッジなし）は、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所
有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
Standard & Poor s®並びにS&P®は、スタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC(以下「S&P」)の登録商標です。Dow Jones®は、ダウ・
ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC（以下「ダウ・ジョーンズ」）の登録商標です。これらはS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに対して使
用許諾が与えられており、DIAMアセットマネジメント株式会社に対しては特定の目的のために使用するサブライセンスが与えられています。S&P 500種
指数および業種別指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが所有しており、DIAMアセットマネジメント株式会社に対して使用許諾が与えられていま
す。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ、S&Pおよびその関連会社は、DIAMアセットマネジメント株式会社の商品を支持、推奨、販
売、販売促進するものではなく、また投資適合性についていかなる表明をするものではありません。
Russell 2500インデックスはラッセル・インベストメント・グループが開発した指数であり、著作権等の知的財産その他一切の権利はラッセル・インベストメ
ント・グループに帰属します。ラッセル・インベストメント・グループは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象
インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
ナスダック バイオテクノロジー指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はNasdaq Stock Market, Inc.に帰属します。
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