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出所：ブルームバーグが提供するデータを基にみずほ投信
投資顧問が作成。

※上記は、将来における日経平均株価および米ドル／円
レートの推移を示唆、保証するものではありません。

①中国の景気減速懸念

中国経済の成長率鈍化が意識されています。直近では、

中国人民銀行が人民元を切り下げたことや、8月の製造業

購買担当者景気指数が景気判断の節目となる50を下回っ

たことが、中国景気の弱さを印象づけることとなりました。6

月以降、上海株式市場が急落したことも、中国景気に対す

るマイナス材料として捉えられました。

②米国金融政策の不透明感

米国での政策金利引き上げ時期が定まらないことが、市

場に不透明感を与えています。世界的な金融市場の混乱

を受けて、9月は利上げが見送られるとの見方が台頭して

いる一方で、8月の雇用統計やISM非製造業景況感指数な

ど、直近発表された米国のマクロ指標には堅調なものも散

見されるため、9月に利上げが実施される可能性も残ってい

ます。

③国内景気の減速懸念

7月の国内鉱工業生産指数（速報値）が2ヵ月ぶりの低下

となるなど、輸出産業を中心に国内景気の減速リスクが意

識されました。

④円高の進行

世界的に市場の変動が高まる中、安全資産とされる円が

対米ドルで買われ、8月24日のニューヨーク市場では一時1

米ドル116円台をつけました。その後は120円を挟んだ水準

での推移が続き、輸出企業の業績悪化懸念が台頭しました。

⾜元の市場動向の背景

80

90

100

110

120

130

12/12 13/6 13/12 14/6 14/12 15/6

（円）

（年/月）

⽶ドル／円レートの推移
（2012年12月3日～2015年9月10日：日次）

 8月後半以降の国内株式市場は、中国の景気減速懸念や米国金融政策の不透明感などを背景に調整局面入り。

 今後、中国景気を巡る懸念は徐々に落ち着きを取り戻すと期待できることや、米国の利上げが実体経済に与える影

響は限定的とみられることから、日本株は中期的には下値を固め、堅調な推移に転じると予想。

 さらに、国内に目を向けると、①好調な企業業績、②企業の「稼ぐ力」の向上、③公的資金による国内株式の購入な

どのプラス要因に注目が集まる。

8月後半以降、国内株式市場は調整局面を迎えています。日経平均株価（終値）で見ると、直近の高値である8月

10日の20,808円69銭に対して、9月8日には一時17,427円08銭の安値をつけました。背景には、以下の要因があると

考えています。
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国内企業は、リーマンショック以降の業績低迷を受けて、コスト改善など収益体質の強化に向けた取組みを行って

きました。加えて足元では、国内および米国景気の堅調な推移、円安の進行、資源価格下落などがプラス材料となり、

企業業績の改善が継続しています。

東証一部上場企業（除く金融）の経常利益で見ると、2015年度第1四半期決算は、前年同期比20％以上の増益とな

り、2015年度、2016年度とも過去 高益を更新することが見込まれています。

好調な企業業績

国内株式と企業業績の推移

出所：ブルームバーグ、QUICKおよび東洋経済新報社が提供するデータを基にみずほ投信投資顧問が作成。
※国内株式は2004年3月末～2015年8月末の月次データ。
※企業業績は2015年6月末の東証一部上場企業（除く金融）が対象。2004年度～2016年度の年次データ。
2015年度および2016年度は東洋経済新報社による予想値。

※上記は、将来における国内株式および企業業績の推移を保証するものではありません。

今後の⾒通し 株価収益率（PER）の推移〈TOPIXベース〉
（2005年8月末～2015年8月末：月次）

出所：ブルームバーグが提供するデータを基にみずほ投信
投資顧問が作成。

※上記は、将来における株価収益率（PER）の推移を示唆、
保証するものではありません。

グラフ期間平均

15.94倍

14.57倍

今後の国内株式市場は、世界の金融市場でリスク回避的な動

きが続く中、短期的には下値を探る動きを含め、不安定な値動き

が継続する可能性はあります。しかしながら、中期的には以下の

理由から、徐々に下値を固め、堅調な推移に転じるものと考えて

います。

中国景気に関しては、追加金融緩和や財政出動などの政策対

応も期待でき、同国景気を巡る懸念は徐々に落ち着きを取り戻す

ものと予想しています。また、米国の政策金利の引き上げは、良

好な米国経済を受けた金利水準の正常化という側面が強く、実体

経済への悪影響は限定的とみています。さらに、国内に目を転じ

ると、①好調な企業業績、②企業の「稼ぐ力」の向上、③公的資

金による国内株式の購入などのプラス要因が見直されるものと想

定しています。

なお、株価バリュエーションについては、8月までの上昇局面においても、過去水準と比較して特段の過熱感はなく、

足元の株価調整、今後の企業業績の拡大見込みを考慮すると、割安感が生じているとみています。

以下では、国内プラス要因についての詳細をご紹介します。

⽇本株の投資環境
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公的資⾦による国内株式の購⼊

政府による成長戦略など政策面での後押しもあり、企業

の収益力（＝「稼ぐ力」）の向上に対する意欲が高まってい

ます。「稼ぐ力」を測る代表的な指標が自己資本利益率

（ROE）です。海外投資家も重視する指標であり、各企業が

ROE改善に取り組むことで、企業価値の高まりとともに、新

たな投資資金を呼び込むことが期待されます。

ROE改善のための具体例としては、国内企業が保有する

潤沢な手元資金を活用した、合併・買収（M&A）による利益

向上や、配当・自社株買いによる株主還元強化などが挙げ

られます。

年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、共済年金などの公的年金による資産構成比率の変更や、

日銀の金融緩和政策に伴う国内株式の購入が、市場を下支えするものとみています。

出所：ブルームバーグおよびQUICKが提供するデータを基にみずほ投信投資顧問が作成。
※現預金および株主還元の推移は2015年6月末の東証一部上場企業（除く金融）が対象。
※M&Aの推移は、2003年4月1日から2015年3月31日までの発表分を集計（取下げおよび中止となったものを除く）。
※上記は、将来における国内企業の現預金やM&Aの推移、株主還元の動向を示唆、保証するものではありません。
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企業の「稼ぐ⼒」の向上

GPIFの基本ポートフォリオ（資産構成割合）

2014年10月
変更

変更前 現在

国内債券

60%国内株式

12%

外国債券

11%

外国株式

12%

短期資産

5%

運用資産額

約141兆円
（2015年6月末現在）

出所：GPIFの開示資料を基にみずほ投信投資顧問が作成。
※基本ポートフォリオは今後変更される場合があります。また、上記は、将来におけるGPIFの運用資産額を示唆、保証するものではありません。
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［投資信託のお申込みに際しての⼀般的な留意事項］
● 投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主として国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券（リート）などの値動きのある証券等（外貨建

資産に投資する場合には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがっ

て、投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を大きく

割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金と

異なります。

投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リ

スクの内容や性質が異なりますので、お申込みの際は投資信託説明書（交付目論見書）を必ずお読みください。

● 投資信託に係る費用について

みずほ投信投資顧問株式会社が運用する投資信託については、ご投資いただくお客さまに以下の費用をご負担いただ

きます。

■直接ご負担いただく費⽤

■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費⽤

運用管理費用（信託報酬）※：上限 年2.16％（税抜2.00％）

■その他の費⽤
上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）等でご確認く

ださい。

● 投資信託は、預金商品、保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融

機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が

行います。

《ご注意》
上記に記載しているリスクや費用の項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきま

しては、みずほ投信投資顧問株式会社が運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用にお

ける 高の料率を記載しております。

投資信託をお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡しいたし

ますので、必ずお受け取りになり、投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読みいただきご確認のうえ、お客さ

まご自身が投資に関してご判断ください。

購 入 時 手 数 料 ： 上限3.78％（税抜3.50％）

換 金 時 手 数 料 ： 換金の価額の水準等により変動する場合があるため、あらかじめ上限の料率等を
示すことができません。

信託財産留保額 ： 上限0.5％

※上記は基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬制を採用するファンドについては、成功報酬額の加算に

よってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は基準価額の水準等により変動す

るため、あらかじめ上限の額等を示すことができません。

みずほ投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第398号

加入協会／一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

【本資料のご利用にあたっての注意事項等】
本資料は、みずほ投信投資顧問(以下、当社といいます。)が投資家の皆さまに情報提供を行う目的で作成したものであり、投資勧誘を目的に作
成されたものではありません。本資料は法令に基づく開示書類ではありません。本資料の作成にあたり、当社は情報の正確性等について細心の
注意を払っておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本資料に記載した当社の見通し、予測、予想、意見等（以下、見
通し等）は、本資料の作成日現在のものであり、今後予告なしに変更されることがあります。また、本資料に記載した当社の見通し等は、将来の
景気や株価等の動きを保証するものではありません。

《本資料で使⽤している指数について》
• 日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社
に帰属します。

• 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同

指数に関するすべての権利・ノウハウは、㈱東京証券取引所が有しています。


