
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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14.06.28 カブ四季総会セミナー in 日経ホール 

アベノミクス第二幕、 
成否を握るのは株価か 

kabu.com投資情報室 
マーケットアナリスト 山田 勉  
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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 木曜15：10
デイリープラネット/エコノFocus株価解説 木曜20：10頃

日経CNBC 昼カブ 火曜14：05-14：10
ラジオ日経 こちカブ 水曜8：00-8：20
ストックボイスTV マーケットホットライン 火曜9：45頃



W杯と日経平均（%） 
年 月日 対戦国 勝敗 翌日株価 敗退前 敗退後 期間中

1998年 6月14日 アルゼンチン ● ▲ 1.3
フランス 6月20日 クロアチア ● 0.3

6月26日 ジャマイカ ● 1.0

2002年 6月4日 ベルギー △ 0.1
日韓 6月9日 ロシア ○ ▲ 0.6

6月14日 チュニジア ○ ▲ 2.4
6月18日 トルコ ● ▲ 3.4

2006年 6月12日 オーストラリア ● ▲ 4.1
ドイツ 6月18日 クロアチア △ ▲ 0.1

6月22日 ブラジル ● ▲ 0.1

2010年 6月14日 カメルーン ○ 0.1
南ア 6月19日 オランダ ● 2.4

6月24日 デンマーク ○ ▲ 1.9
6月29日 パラグアイ ▲PK ▲ 2.0

2014年 6月14日 コートジボワール ● ▲ 1.1

ブラジル 6月19日 ギリシャ △ ▲ 0.1 暫定2.5
6月24日 コロンビア

平均 ▲ 0.8 ▲ 1.9 1.3 ▲ 0.6

4.9▲ 0.8 5.8

▲ 7.9 ▲ 2.0 ▲ 9.8

2.6 1.1 3.8

▲ 1.4 0.2 ▲ 1.2



ドイツ大会の8年前に似る？ 
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日本経済タッチ＆ゴー？ 
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GPIF相場？ 

GPIFの動きが
6月以降出て

くれば外国人
が・・・ 

かんぽ生命
3500億円 
株式投資 

NISA枠 
16年度 
2-3倍化 

検討 

GPIF運用委
員長、20％は

高過ぎない。
要請あれば 

8月にも 

首相、GPIF運

用見直し前倒
し指示。 

9-10月にも 

仮に10％動
けば13兆円。

ケタ違い 

法人税減税 

共済年金50
兆円も株式比

率上げへ 



株式比率20％のハードル 

変更前 変更後 乖離 
許容幅 

国内
債券 

67 60 ±8 

国内
株式 

11 12 ±6 

外国
債券 

8 11 ±5 

外国
株式 

9 12 ±5 

短期
資産 

5 5 

【昨年6月の変更】 



年金運用に地殻変動？ 

7週買い越し
8877億円 



3兆円に迫る日銀のETF買い 



経済、世紀の大実験？ 

• 袋の鼠論＝ボックス相場 
• 消費再増税＆法人減税は「格差拡大策」 
• 成長戦略は構造改革まっしぐら 
• 消費不振を株高で突破を意図か？ 

消費増税8兆円分を帳消しにする 
株高資産効果は可能か？ 

• GPIF、NISA、401ｋ、ゆうちょ銀かんぽ生命 
総動員？ 
 アベノミクスの目標は「株高」「内閣支持率向上」？？？ 

経世済民はどこへ行った？ 



日本を取り戻す？ 



企業主導で好循環へ？ 

• 春闘賃上げ＆ベア復活、ボーナス増 
• 2割増配、配当性向3割、「アマダサプライズ」 
• スチュワードシップコード、GPIFなど受け入れへ

（機関投資家の責任明確化、JPX400） 
• 攻めのM&A、ソフバンク・ミツカン・第一生命など 
• 攻めの投資、鉄道・通信・電力・物流・小売・ 

LNG船・航空機・医療医薬・老人ホーム 
• 東京大改造→虎ノ門ヒルズ、地所と三井不 

五輪会場、整備新幹線、リニア 
• リスクマネー供給（GPIF,NISA,401k）+法人減税？ 

http://www.google.co.jp/url?url=http://blog.goo.ne.jp/ciaocioe/e/4fd50df37adf01091ac5a12bd2de1724&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=XAecU6frJozg8AXI14K4Bw&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNFYUZSPoXYTScsmFFLLJzUBlyL4aA


確からしい未来 

 切り口 

東京大改造 ゼネコン、素材、不動産、銀行 

観光立国 空港ビル、京急、帝国ホテル、藤田観光、ANA、松屋 

増大する医療介護ニーズ ツクイ、メッセージ、総合メディ、アイセイ薬、NDソフト 

強いグローバルは更に強く トヨタ、ブリヂストン、ダイキン、ファナック 

ディフェンシブ 食品薬品トイレタリー、公共株（ガス・通信・鉄道） 

電力自由化 東ガス、中部電 

IT革命 ビッグデータ/クラウド、マイナンバー 

IoT関連市場720兆円 スマートセンシング社会 
センサ＆無線モジュール＆クラウド 

消費の世界は優勝劣敗 セブンアイ、ニトリ、良品、ABCマト 

閉塞を突破するベンチャー LINE、リクルート 

成長戦略 ロボット、再生医療、メタハイ、燃料電池 



東京だけバブルへGO? 

年代 地価 金融緩和 内需拡大
① 71-74年 2.5倍 ニクソンショク 列島改造論
② 86-91年 2.4倍 プラザ合意 首都改造計画・リゾート法
③ これから？ インフレ目標2％ 国土強靭化・東京五輪



東京だけバブルへGO? 



日本 海外 

6月 成長戦略 
ボーナス増、株主総会、配当増 

ECBマイナス金利策 

7月 国立競技場解体工事 
1Q決算発表 

TPP主席官交渉 
7.25 firePhone（AMZN） 

8月 4-6月GDP 
JPX日経400定期見直し 
夏にもiPS網膜移植手術か 

8.8アリババ上場 

9月 4-6月GDP改定値 
日経平均定期見直し 
GPIF基本ポート見直し（9-10月） 

iPhon6発売 

10月 リクルート上場、リニア着工 
2Q決算発表 

iWatch発売 
10.29米QE終了か 

11月 7-9月GDP、LINE日米同時上場 
プーチン来日、11.25JPX400先物 

11.4米中間選挙 
11.10北京APEC首脳会議 

12月 7-9月GDP改定値 
消費税10％判断 

2015年 春、北陸新幹線開業。夏まで郵政3社上場 
4月統一地方選、4-6月MRJ初飛行 
トヨタ・ホンダ燃料電池車発売 
9月自民党総裁選 

ホンダF1復帰、NSX 
1-3月Hondajet型式認証 
6月女子W杯（カナダ） 
9月ラグビーW杯（イングランド） 

【新車予定】 
6月レヴォーグ 
7月デミオ、レクサスNX 
8月グレース 
9月アルト 
10月レガシィ、デカデカ 
12月ステップワゴン 

（注）上場や発売時期など観測による仮置きで作成。 

【息詰まる増税計画】 
14年1月 証券税制「倍」 
14年4月 消費税8％へ 
15年1月 相続増税＆ 
所得税最高税率45％へ 
15年10月 消費税10％へ 
16年1月 1200万円超所得増税 
17年1月 1000万円超所得増税 



消費税の逆進性 

3％ 5％ 8％ 



格差拡大へアクセル 
切り口 

凶悪犯罪増える セコム、ALSOK、監視カメラ 

中小企業倒産増 リスモン、情報企画、日本M&A、M&ACP 

富裕層ビジネス 相続税対策、ロングライフ、シンワアート 

下流ビジネス ソーシャル、ファーストフード・ファッション 

精神疾患、鬱増える ARM、Nフィールド、持田、大塚、HMT 

引き籠り、萌え、アニメ IGポート、まんだらけ、アールビバン、ＤＬＥ 

託児・保育 JPHD、サクセス、学研 

株式投資は有利 消費者から大企業に所得移転が起きる 
溜まった利益を配当へ、自社株買いへ 

デフレ延長戦なら 低金利継続ならREITに下方硬直性 

誰も望んで
ません。 



今後とも 相変わらぬお引き立てを 
お願い申し上げます。 

本日はお越しいただきまして 
誠にありがとうございました。 



ご注意事項 

●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。 
●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。 
●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/service/rule14.asp ）をご確認ください。 
●指数先物取引・指数オプション取引・海外指数先物取引においては、各取引所ごとSPANによる先物オプション取引全体の建玉から
生じるリスクに応じて証拠金の額を計算するため、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。 
●日経平均VIは相場急変時に急上昇する特性があり、日経平均VI先物取引の売方は、その損失が株価指数先物取引と比較して
非常に大きくなる恐れがあります。 
●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。 



●ETF-JDRまたはETN-JDRは、対象となる指標（インデックス）、金利水準、為替の変動、発行会社または保証者の倒産や財務状
況等の悪化、その他の市場要因等の影響等によりETF-JDRまたはETN-JDの価格が下落し、それにより損失が生じることがあります。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。 
●対象となるインデックスが、ある原指数の数値を使って二次的に算出されたものである場合は、その原指数の変動によって対象となる指
標（インデックス）が変動し、その結果としてETF-JDRが下落し損失を被ることがあります。 
●くりっく365・OSE-FX・店頭FX・シストレFXは元本や利益を保証するものではなく為替変動リスクや金利変動等のリスクを伴います。取
引金額がお客さまが預託しなければならない証拠金の額に比べて大きい額となっており、外国為替相場や各国通貨の金利の変動等によ
りお客さまに損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額は、お客さまが預託されている証拠金の額を上回る可能性があります。本
取引において提示する売値と買値の間には差額があります。 
お取引に際しては、契約締結前交付書面をよくお読みください。 
手数料：OSE-FX 92円（税抜/片道1枚あたり）、くりっく365、店頭FX、シストレFX 無料 
証拠金（1万通貨あたり）：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 
OSE-FX 証券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 コース、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（株365）の取引対象である株価指数は、価格、配当予想額、為替、金利等の変動によって変動します。これにより、
取引所CFD（株365）のお取引においては投資元本を割り込む恐れがあります。また、お客さまが行う取引の金額がその取引についてお
客さまが預託しなければならない証拠金の額に比べて大きい額であることから、その損失の額は、お客さまが預託されている証拠金の額を
上回る可能性があります。手数料：153円（税込/片道1枚あたり） 
証拠金：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。 
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はなく明記することができません。 
●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。 
 
■当イベントは、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のではありません。  
先物・オプション取引や外国為替証拠金取引（FX）を含む金融商品の勧誘を目的とした商品説明やご案内等をさせていただくことが   
あります。 

◆お客さまサポートセンター 

◆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 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 

※最新情報は当社ホームページにてご確認ください。 
※掲載情報は2013年6月23日現在のものです。 
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