
当該セミナーおよび当資料は、資産運用の参考となる情報提供や、当
社サービスの紹介を目的としています。銘柄選択、投資時期、投資スタ
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～政策大転換でアベノミクス再起動？！～ 

局 レギュラー出演番組 時刻
日テレNEWS24 まーけっとNavi/Financial INDEX 月曜9時

ニュース30+/大引け解説 金曜15：10頃
デイリープラネット/エコノFocus株価解説 金曜20：10頃

ラジオ日経 こちカブ 水曜8：00-8：20
第2第4金曜も

ストックボイスTV マーケットホットライン 火曜9：45頃



消費増税で2年の空費 
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ワースト比べに 



曲がった？円安株高 



円高で外国人売り 

財務省対内株式投資 



円高の訳 
• 「米利上げ転換で円高」アノマリー再現 
• マイナス金利策導入で米国債買い 
• 日米実質金利差縮小 

実質金利＝国債利回り-予想物価上昇率 
• 日銀の金融緩和に限界という誤解 
• 2月に「10日で10円」円高時に介入しなかった

のに、財務官「問題は水準でなくボラティリ
ティ」とは？ 
 
 

注目される月末、日銀金融政策決定会合（4/27-28） 



デフレ脱却未だ 

実質金利＝10年債利回り－CPI 



短観ショックって？ 



ROAD TO G7伊勢志摩サミット 
政治などイベント 経済統計、マーケット 

4月 国際金融経済分析会合（5-6回？） 
8日、東京五輪2020エンブレム公表 
13-14日G20ワシントン財務相中銀総裁会
議 
24日、衆院補選 

1日に日銀短観 
15日に中国1-3月GDP 
21日ECB→27日FOMC→28日に日銀 
下旬から本決算発表 
28日に米1-3月GDP 

5月 GW（2日休めば10連休） 
中旬、成長戦略や「1億総活躍プラン」 
20日頃「アベノミクスを成功させる会」提言 
20-21日G7仙台財務相中銀総裁会議 
26-27日G7伊勢志摩サミット 

 
18日に1-3月GDP 

6月 1日、国会会期末、衆院解散？ 
19日から18歳以上選挙権 

2日ECB→15日FOMC→16日に日銀 
株主総会ピーク 

7月 10日衆参同日選挙？ 1日に日銀短観、上旬ETF分配金 
29日、GPIF運用状況概要 

政策転換3点セット「再増税凍結、減税/補正予算、追加緩和」、揃うのは？ 



4-6月政策転換を買う？！ 
• 伊勢志摩サミット前後に揃うか3点セット 
• 政策転換「証拠」を確認しつつ、ポジション増 
• 決算発表、期初予想は急円高で輸出グローバルを中心に慎

重（減益も）。5.18GDPは2期マイナス成長かも 
• 円高の間は脇を締めて、最小分散投資優位（水産・食品・薬

品・陸運・情報通信など） 
• 補正予算は保育とかインフラとか？ 
• 離陸局面到来なら証券株、金利低下メリットはノンバンク、円

安復帰なら輸出グローバル値戻しも 
• もし、再増税実施、緊縮財政、小さな補正予算くらいなら 

経済再起動もなく、相場も不発 
 

   
 

なるか「アベノミクス再起動」「600兆円なら株価倍増」 



投資のアイデア 

伊勢志摩サミット 近鉄、三交、TASAKI、井村屋、柿安、CSP、セコム、ALSOK 

参院選 ムサシ、福井コン、パイプド、プラップ、トラコス、りらいあ 

リオ五輪 
（東京五輪） 

コナミ、ルネサンス、セントスポ、JSS、ハブ、ミズノ、アシックス 
電通、ヒビノ、イマジカロボ、メディアGL、セレスポ 

新興株人気 AI、ロボット、IoT、自動運転、ドローン、フィンテック、マイナン
バー、サイバーセキュリティ、インバウンド、民泊、バイオ 

夏が来る ダイキン、富士通ゼネ、フマキラー、アース 

再増税凍結 デフレ優位が逆流？高額消費 

上げ潮製品 スマートメーター、監視カメラ、VR機器、都心再開発で超高層ビ
ル、ホームドアやトンネル工事、SSD、有機EL 

医療の進歩 小野、JCR、協和キリン、生化学、ライフライン、MDM、松風、大
研医、マニー、ナカニシ、メディキット、ミズホメディー 



配当の魅力は際立って 



収入格差拡大 
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資産格差拡大 
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先憂後楽の株式投資 

景気変動 利益成長 
短期 大きい 小さい 
中長期 小さい 大きい 

36年で利益13倍、株価12倍 
成功したトヨタ長期投資、 

①92年48％下落 
②03年58％下落 
③11年69％下落 
④16年38％下落 

数年で大幅下落に見舞われ ① 
② ③ 

④ 



●当セミナー及び当資料は、資産運用の参考となる情報提供や、当社サービスや商品のご紹介/勧誘を目的としています。 
●当セミナーは、運営上の理由その他の事情により、 当日に開催時間及び内容の変更また、開催を中止することがござい

ます。あらかじめご了承ください。 
●証券投資は、価格の変動、金利の変動、為替の変動等により投資元本を割り込む恐れがあります。 お取引の際は、約

款・規定集、契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）、お取扱商品の重要事項の説明等をよくお読み
いただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等をよくご理解の上、銘柄選択、投資時期、投資スタイル等、投資の最
終決定はご自身のご判断とご責任で行ってください。  

●各商品のお取引に際しては、商品ごとに所定の手数料等がかかります。手数料には消費税が別途加算されます。手数
料等は商品・銘柄・取引金額・取引方法・取引チャネル等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方
法を記載することができません。各商品の手数料等の情報の詳細については、ホームページの手数料
（http://kabu.com/cost/）にてご確認ください。 

●投資信託の購入は、基準価額の変動により元本を割り込み損失を被ることがあります。 ファンドにより販売手数料とは
別に、信託報酬・解約手数料・その他手数料等を要するものが ありますが、各ファンド別に要件・料率等が異なりますの
で表示できません。お取引に際しては、 目論見書（商品毎）および目論見書補完書面（投資信託）をよくお読みください。 

●前金商品（投資信託等）をご購入の場合には、お申込から約定までの間に現金買付余力がないと注文が取り消しとなる
場合がございます。 株式発注金額は、約定・未約定にかかわらず優先して拘束されますので、前金商品（投資信託等）
の申込条件を満たさない場合もあります。 投資信託等をお申込の場合には、オンライントレード規定・目論見書補完書
面に記載するご注意事項やお申込画面のご注意事項を十分にご確認ください。 

●貸株サービスで貸出のご指示をいただいた銘柄（株数）の配当金は直接受け取る事は出来ません。貸株サービスを利用
されている場合（自動優待取得設定利用の場合を除く）は、株主優待や株式総会の決議権を取得できません。貸出の
ご指示をいただいた銘柄（株数）の株主総会の議決権を得る為には、該当銘柄の権利付売買最終日までに返却（返
還）ご指示を行なってください。お客様にお支払いする貸株料および配当金相当額は税務上、「雑所得」に分類されま
す。雑所得は、給与所得などの他の所得と合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算する取り
扱いとなります。  

●信用取引、指数先物・指数オプション取引には取引期限があり取引期限を越えてのお取引はできません。 
 

ご注意 
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●信用取引・指数先物取引・指数オプション取引・海外指数先物取引は、 保証金または証拠金以上のお取引が可能であ
るため、 保証金または証拠金を超える大きな損失を被ることがあります。また、取引期限があり取引期限を越えてのお
取引はできません。 お取引に際しては、信用取引・指数先物取引・指数オプション取引・海外指数先物取引の契約締結
前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やお取引ルール等をよくご理解の上、 ご自身のご判断で無理のない資産
運用を行ってください。 

●信用取引における委託保証金率は30％であり、差し入れた保証金の最大約3.3倍のお取引が可能です。詳細は、信用
取引ルールのご案内ページ（http://kabu.com/item/shinyo/rule.html）をご確認ください。 

●制度信用取引と一般信用取引（長期、売短®）では、返済の期限等について異なる制約があります。 合併や株式分割等
の事象が発生した場合や、株式の調達が困難となった場合等に返済期限を設定することがあります。 一般信用取引
（長期、売短R）の建玉について株式の調達が困難となった場合等は、一定の催告期間を設定した上で、当社が定める
期日に変更する場合がありますが、緊急かつやむを得ない事由がある場合には、催告期間を置かずに期日を変更します。
委託保証金率および代用有価証券の掛目は当社独自の判断によって変更することがあります。また上場廃止、株式併
合、株式分割、権利処理等により、返済期限（期日）が前倒しになる場合があります。詳細は、信用取引ルールのご案
内ページ(http://kabu.com/item/shinyo/rule.html )をご確認ください。 

●外国債券の価格や利回りは、市中金利や発行体の信用力などの状況により変動し、償還前に売却する際は、損失（元本
欠損）が生じるおそれがあります。また、発行体の財政状態の悪化、経営破綻などにより、損失を被ることがあります。 
外国債券は、為替相場の変動等や、国や地域、政治・経済・社会情勢の変動などにより大きな影響を受けたりするおそ
れがあります。 外国債券を購入する場合は、委託手数料はかかりませんが、売買における売付け適用為替レートと買付
け適用為替レートには差額があります。 上記、適用為替レートは債券の起債通貨によって異なり、実勢レートに基づき当
社が決定します。  

●詳細および最新情報は当社ホームページ（http://kabu.com/）にてご確認ください。  
● 「kabu.com投資情報室」における情報およびサービスは、情報の提供を目的としており、特定の銘柄等の勧誘、売買の

推奨、相場動向等の保証等を行うものではありません。 
● 「kabu.com投資情報室」における情報およびサービスに関する著作権を含む一切の権利は、カブドットコム証券株式会社

に帰属しており、理由の如何を問わず無断での配信、複製、転載、転送および改ざん等を禁止します。 
● 2016年1月現在の情報に基づき記載しておりますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。ま

た、法令・制度等の内容は変更または廃止される可能性があります。製、転載、転送および改ざん等を禁止します。 
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■ NISA（ジュニアNISA）口座開設には、カブドットコム証券の証券口座（未成年証券口座）を開設いただく必要があります。
■同一の勘定設定期間において複数の金融機関等にNISA口座を開設することができません。ただし、2015年からは同一

期間中であってもNISA口座を開設する金融機関を変更することができます。すでにNISA口座内で買付をしている年分に
ついては、同年中の金融機関の変更はできません。また他の金融機関等にNISA口座内上場株式等を移管することはで
きません。ジュニアNISA口座は一度開設した金融機関等を変更することができません。 

■複数の金融機関で申し込んでしまった場合、最も希望する金融機関でNISA口座が開設できない可能性や、口座開設が
大幅に遅れる可能性があります。 

■ NISA・ジュニアNISA口座の毎年の非課税投資枠は年間100万円（2016年から120万円）・80万円です。NISA・ジュニア
NISA口座では一度売却するとその非課税投資枠の再利用はできません、また利用しなかった非課税投資枠は翌年の投
資に繰り越せません。 

■配当等はNISA・ジュニアNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。NISA・ジュニア
NISA口座で配当等の非課税メリットを享受するためには、NISA口座を開設する金融機関等経由で交付（株式数比例配
分方式）する必要があります。 

■ NISA・ジュニアNISA口座における配当および譲渡所得は課税所得として見なされず非課税となりますが、同様に損失も
税務上ないものとみなされます。このため、NISA・ジュニアNISA口座の損失を一般口座・特定口座の所得と損益通算で
きません。（ただし、株式数比例配分方式を選択せず課税となった配当金は、特定口座・一般口座の所得と損益通算で
きます） 

■投資信託において支払われる分配金のうち元本払戻金（特別分配金）は非課税であり、NISA・ジュニアNISA制度のメリッ
トは享受できません。また、投資信託の分配金の再投資分は、その年の非課税投資枠の対象となります。 

■ジュニアNISA口座の投資資金は18歳まで原則払出しはできません。払出しを実施した場合、非課税のメリットは享受でき
ません。 

◆ご意見・苦情について（当社以外の窓口） 
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター 
電話：0120－64－5005協会  
カブドットコム証券株式会社 
金融商品取引業者登録：関東財務局長（金商）第61号 
銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第8号 
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会 

©2001-2016 kabu.com Securities Co., Ltd. All rights reserved. 

※詳細および最新情報は、カブドットコム証券ホームページにてご確認ください。 
※掲載情報は2016年4月20日現在のものです。 
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