
～今後の有望投資テーマ～ 
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       日テレニュース24 「寄付き解説」       ：水曜日担当（隔週） 

【プロフィール】 
 大手ネット金融グループを経て、2013年10月よりカブドットコム証券。 
売買手法や相場解説などを初心者の方にも分かりやすく解説することに定評あり。  
株主優待にも詳しく、マルチスキルを持つスタッフとして人気上昇中。 
著書に『勝てる！「優待株」投資』（幻冬舎） 
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日経平均株価（日足/2016年以降） 

※2016年10月28日現在 
※kabuステーションデータ 

2016/2/12 
14865.77 

2016/6/24 
14864.01 

2016/4/25 
17613.56 

価格帯別出来高 



日経平均株価（週足/2014年以降） 

※2016年10月28日現在 
※kabuステーションデータ 

雲の上限 
17,909円 



WTI原油先物と日経平均（2016年～） 

※2016年10月28日現在 
※Astra Managerを基に作成 

WTI原油先物 
（1バレル/ドル） 日経平均（円） 



騰落レシオ（25日/2014年以降） 

2016/10/26 
146.57％ 

2014/11/25 
145.91％ 

※2016年10月28日現在 
※Astra Managerを基に作成 



指数比較チャート（相対/2016年以降） 

※2016年10月28日現在 
※Astra Managerデータ 

ＪＱ 

-1.67％ 

日経平均 

-6.04％ 

マザーズ 

+5.49％ 

2部 

-1.48％ 



有望投資テーマ：「シェアリングエコノミー」 
遊休資産（無形含む）の貸出しを仲介するサービス。 
ICT（情報通信技術）の発展で容易になりつつある。 
海外での代表的事業者：米「Airbnb」、米「Uber」、米「Lyft」など。 

 空間 （ホームシェア・農地・会議室・駐車場） 

 乗り物 （カーシェア・ライドシェア・サイクルシェア） 

 モノ （フリマ・レンタルサービス） 

 お金 （クラウドファンディング） 

 時間・人手・能力 （家事代行・介護・保育・知識） 

 その他（体験・配送・電波・設備など） 

様々なモノやサービスが対象に 



市場規模は2025年に22倍へ 

シェアリングエコノミーの世界市場規模予想 
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12年で約22倍に 
急成長する見込み 

※出所：総務省「平成27年版情報通信白書」、PwC「The sharing economy - sizing the revenue opportunity」 
※金融・人材・宿泊施設・自動車・音楽・ビデオ配信の5分野におけるシェアリングが対象 



コード 銘柄名 市場 
連結優先 
PER（倍） 

連結優先 
PBR（倍） 

時価総額 
（百万円） 

特徴 

2432 ディー・エヌ・エー 1部 21.7  2.57  498,427 
CtoCのカーシェアリングサービス「Anyca (エニカ) 」を運営。
スマホアプリから登録・車検索・予約リクエスト・承認などを
行える。 

4666 パーク24 1部 35.5  7.08  480,287 
24時間無人時間貸し駐車場タイムズを運営。カーシェアが
会員数伸ばし、第2の柱に。 

2120 ネクスト 1部 34.3  6.76  108,098 

不動産情報検索サイト「ホームズ」を運営。空き家所有者・
起業家と投資家をつなぐサイトを出資先企業と共同運営。
井上社長が新経済連盟シェアリングエコノミー推進TF（タス
クフォース）のリーダー。 

8909 シノケングループ JQS 6.6  2.09  34,536 
都内で民泊対応型マンション開発。プロパスト（3236）と連携
し民泊業務の推進を行う。 

3900 クラウドワークス マザーズ  - 9.05  17,420 
国内最大級のクラウドソーシング会社。オンラインの仕事
マッチングサイトを運営。吉田社長が一般社団法人シェアリ
ングエコノミー協会のメンバー。 

6030 アドベンチャー マザーズ 59.4  12.21  14,267 2016年6月、「skyticket」サイト内で民泊サービスを開始。 

8889 
アパマンショップ
HD 

JQS 9.4  4.13  13,576 
「民泊」及び「短期・中期」賃貸サービスの参入を発表済。
サービス展開へ向け、ぽけかる倶楽部社やＱrio社と提携を
行う。 

3236 プロパスト JQS 14.1  3.41  6,763 
シノケングループ（8909）と共同で民泊プロジェクトの立ち上
げを行い、業務推進を発表済。 

3775 ガイアックス 
名証セント
レックス 

11.3  1.37  3,428 

子会社がシェアリングサービス特化の問い合わせ窓口代行
サービス「フロントサポート」や本人確認プラットフォーム「ト
ラストドック」を提供。グループ会社がライドシェアサービス
「notteco」を運営。上田社長が一般社団法人シェアリングエ
コノミー協会の代表理事。 
※2016年10月21日現在、時価総額順 
※各社WEBサイト・四季報・QUICKデータよりカブドットコム証券作成 

主なシェアリングエコノミー関連銘柄 
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モノのシェア（CtoC） 

 スマホユーザーの約51%がオークション・フリマを利用 

 CtoC事業への参入、買収、出資が相次ぐ 

 LINE MALL（CtoCフリマ）は5月でサービス終了 

 

CtoC市場の動向 

各デバイスからのオークション/フリマサービス利用者数および一人あたりの利用回数 

※出所：調査会社ニールセン・カンパニー 



主なCtoC関連銘柄 

運営企業 事業内容 出資企業 

メルカリ スマホでモノの売り買いを楽しめ
るフリマアプリ「メルカリ」運営 

  三井物産（8031） 
  ※取締役を含む人員も派遣 

ココナラ 知識・スキルを売買するオンライ
ンマーケット「coconala」を運営 

  ジャフコ（8595）、ＶＯＹＡＧＥＧＲＯＵＰ（3688）、オプトホールディング（2389）、
アドウェイズ（2489） 

Fablic スマホ完結型フリマアプリ「Ｆｒｉｌ」
を運営 ジャフコ（8595）、クックパッド（2193）、コロプラ（3668） 

CtoC事業運営企業への出資状況（一部） 

コード 銘柄名 市場 
連結優先 
PER（倍） 

連結優先 
PBR（倍） 

時価総額 
（百万円） 

特徴 

4689 ヤフー 1部 16.4  2.77  2,300,950 
国内で圧倒的シェアをもつネットオークションサイト「ヤフオ
ク」運営。サービスのスマホ化を推進中。 

4755 楽天 1部 24.0  2.95  1,810,165 
2014年11月より楽天のフリマアプリ「ラクマ」を運営。2016年3
月からは台湾でも提供開始し、海外でも楽天経済圏を拡大
中。配送ではヤマトHD（9064）のヤマト運輸と連携。 

3092 スタートトゥデイ 1部 36.7  31.12  580,879 
2015年12月にファッションアイテムを個人間売買する「ZOZO
フリマ」を開始。EC運営ノウハウと豊富な商品データベース
活用で他社との差別化を図る。 

2371 カカクコム 1部 24.5  13.33  392,688 

2015年6月にフリマアプリ「フリマノ」を提供開始。価格.comの
豊富な商品データと連携して、商品を簡単に出品できる。D
ガレージ（4819）グループのベリトランスの決済システムを導
入。 

2121 ミクシィ マザーズ 5.6  2.48  307,867 
2015年3月にチケットフリマサービス「チケットキャンプ」を運
営するフンザ社を買収・子会社化。 

※2016年10月21日現在、時価総額順 
※各社WEBサイト・四季報・QUICKデータよりカブドットコム証券作成 

主なCtoC事業運営銘柄 



クラウドファンディング 
群衆“crowd”と資金調達“funding”を組み合わせた造語。新事業や目的を
持った個人や組織に対し、インターネットプラットフォームを通じて不特定多
数の人が資金提供や協力などを行うこと。 

出資 

不特定多数 
出資者 

クラウドファンディング 
運営会社 資金 

アイディア 
商品 

サービス 
まちづくり etc.. 

資金 
調達者 

リターン 配当・利息 

リターン 



シェアリングエコノミー産業 売上高成長率予測 

※出典：PwC  「The sharing economy – sizing the revenue opportunity」 
※2013-2025年の年平均成長率予測 
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主なクラウドファンディング関連銘柄 
コード 銘柄名 市場 業種 

連結優先 
PER（倍） 

連結優先 
PBR（倍） 

時価総額 
（百万円） 

特徴 

6758 ソニー 1部 
電気 
機器 

52.3  1.74  4,195,036 
2015年7月に社内の新規事業育成支援施策としてクラ
ウドファンディングとEコマースのサービスを兼ね備えた
「First Flight」サイトをオープン。 

3099 三越伊勢丹HD 1部 小売業 16.2  0.75  426,384 

2015年5月、サイバーエージェント・クラウドファンディン
グと共同でインターネットと店頭展示スペースを活用し
て志のある人を支援する「ISETAN x Makuakeクラウド
ファンディングProgram」を開始。 

4751 サイバーエージェント 1部 
サービス

業 
26.9  5.05  379,912 

2013年5月にサイバーエージェント・クラウドファンディ
ング社を設立。クラウドファンディングプラットフォーム
「Makuake」を運営する。 

8418 
山口フィナンシャルグ
ループ 

1部 銀行業 8.2  0.47  295,547 
2015年4月に日本初の銀行出資及び山口県内企業の
出資によるクラウドファンディング運営会社｢山口ソー
シャルファイナンス株式会社｣を設立。 

2120 ネクスト 1部 
サービス

業 
34.3  6.76  108,098 

2016年2月、クラウドファンディングサイト「Shooting 
Star」を運営するJGマーケティング社に出資。不動産
投資プラットフォームの確立を目指し、両社で連携する。 

8251 パルコ 1部 小売業 13.9  0.81  96,593 
2014年12月に新規事業としてインキュベート・クラウド
ファンディング「ＢＯＯＳＴＥＲ」を開始。次世代の才能育
成を目指す。 

7177 ＧＭＯクリックHD JQS 証券商
品先物 

9.7  3.38  88,631 
2016年2月、クラウドファンディング事業者のmaneo社と
資本業務提携。 

8343 秋田銀行 1部 銀行業 15.2  0.36  63,090 
2015年8月に地域活性化を目的とした購入型クラウド
ファンディングサービス「FAN AKITA」を開始。地元新
聞社、クラウドファンディング事業会社との3社連携。 

1435 インベスターズクラウド マザーズ 建設業 28.3  13.37  60,702 
クラウドファンディングの新サービスを開始。第1号ファ
ンド案件は約20分で予定額を上回り募集終了。 

3245 ディア・ライフ 1部 
不動産

業 
10.1  2.06  10,370 

2016年4月、クラウドファンディングサイト「Shooting 
Star」を運営するJGマーケティング社と業務提携。 

※2016年10月21日現在、時価総額順 
※各社WEBサイト、Astra Managerよりカブドットコム証券作成 



カブコムの株テーマアプリ 
旬なテーマから銘柄を選べる「PICK UP! 株テーマ®」アプリ 

今注目を集めている

テーマから 

銘柄を探せる！ 



当セミナーは、情報提供を目的としており、特定の商品の推奨や売買に関する断定的判断の提供を目的とするもで
はありません。また、相場動向等の保証等を行うものではありません。 

当セミナーにおいて、カブドットコム証券の信用取引、先物・オプション取引や外国為替証拠金取引（FX）を含む取扱
商品の勧誘を目的とした商品説明やご案内等、および証券口座開設のご案内をさせていただくことがあります。 

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。 

当セミナーでご案内す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。 

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、目論見書、取引ルール、取扱商品の重要事項の説明等をよくお読みいただ
き、商品特性やリスクを十分にご理解の上、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
判断とご責任で無理のない資産運用を行ってください。各商品のリスクについては、カブドットコム証券のホームペー
ジの「ご投資にかかる手数料等リスクについて」にてご確認ください。 

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。手
数料には消費税を含みます。各商品の手数料等の情報の詳細については、カブドットコム証券のホームページの手
数料（http://kabu.com/cost/）にてご確認ください。 

自動売買を含むすべてのご注文は、必ず約定するものではありません。 
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。 

ご注意 



投資信託は、個別の銘柄ごとに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、銘柄ごとに要件・料率等が異なりますので、具体的な金額または計算方法を表示できません。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）、重要事項に関する説明等をよくお読みください。 

信用取引、指数先物・指数オプション取引、外国為替証拠金取引、取引所CFD（くりっく株365）取引では、差し入れ
た保証金等以上のお取引が可能であるため、保証金等を超える大きな損失が生じるおそれがあります。また、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。 

信用取引をおこなうには、売買代金の30％以上かつ30万円以上の保証金の差し入れが必要であり、保証金の最
大約3.3倍のお取引が可能です。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®）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。 

指数先物取引・指数オプション取引においては、証拠金は「SPAN証拠金額×当社が定める掛け目－ネット・オプショ
ン価格の総額」です。そのため、証拠金に対する取引額の倍率（レバレッジ）は一定ではなく明記することができませ
ん。指数オプション取引の買い方は期日までに権利行使または転売をおこなわない場合には権利は消滅し、投資金
額の全額を失うことになります。指数オプション取引の売り方は損失が限定されていません。 

外国為替証拠金において提示する売値と買値には差額があります。お客様が差し入れなければならない証拠金額
（1万通貨あたり）は次のとおりです。＜くりっく365：東京金融取引所が発表する証拠金基準額をもとに当社が定め
る額、店頭FX：通貨ペアにより25,000円～1,000,000円、シストレFX®：建玉金額の4％＞ 

取引所CFD（くりっく株365）において、お客様が差し入れなければならない証拠金は、東京金融取引所が発表する
証拠金基準額をもとに当社が定めます。なお、証拠金の額は変動するため、取引金額証拠金に対する比率は一定
でなく明記することができません。 

外国債券を購入する場合、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。なお、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。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
失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等や、国や地域の政治・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。 



 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を利用します。 

 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。 

平成28年10月24日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。 



◆お客様サポートセンター 

 
※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。 

商号等：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  

◆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 
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