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「君 が 代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
石井 伸二 会長
佐藤 雅己様

三木証券(株) 投資情報部 投資情報課
係長 佐藤 雅己 様
青少年交換学生 ｴﾘｰｻﾞ･ｶﾘｰﾇ･ｱﾝｸﾙ さん

ビジター
入会式
誕生日祝
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)12 月 5 日
出席対象
総数
数
24 名
24 名
（前々回)11 月 14 日
出席対象
総数
数
23 名
23 名

前島
濱田
竹永

豊 会員
耕輔 会員（１２月 ４日生）
薫 会員（１２月 ５日生）
ｴﾘｰｻﾞさん

出席数
17 名
出席数
13 名

出席率
70.83％
出席率
56.52％
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メークア
ップ
2名
メークア
ップ
7名

計
19 名
計
20 名

修正出席
率
79.17％
修正出席
率
86.96％

「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
11/15
公共ｲﾒｰｼﾞｾﾐﾅｰ
前川永久会員
11/21
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会 小菅健史会員
11/21～23 ﾛｰﾀﾘｰ研究会
伊与田あさ子会員
11/25
米山学友会
伊与田あさ子会員
12/2
青少年交換ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 前川永久会員
「ニコニコＢＯＸ」
三役
三木証券投資事業部 佐藤様 ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致
します。 御子柴雑誌委員長「ﾛｰﾀﾘｰの友１２月号」
紹介宜しくお願い致します。ｴﾘｰｻﾞさんようこそ
前島 豊会員 宜しくお願い致します
福嶋義信会員 三木証券（株）佐藤雅己係長 卓話宜しくお願い致します。
前島 豊さん入会おめでとうございます
濱田耕輔会員 お誕生日をお祝い頂きまして。７２歳になりました。
御子柴智義会員 前島さんご入会おめでとうございます。新会員加入で嬉しいことで
す。濱田会員、竹永会員 お誕生日おめでとうございます
小菅健史会員 前島様入会おめでとうございます。今後とも宜しくお願い致します。
三木証券 佐藤雅己様 ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します。
濱田会員、竹永会員 お誕生日おめでとうございます。
ｴﾘｰｻﾞさんようこそ
竹永 薫会員 本日は前島会員入会おめでとうございます。
そしてｴﾘｰｻﾞさん三木証券（株）佐藤様ようこそお越し頂きました。
ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します。
また誕生日祝いありがとうございました
伊与田あさ子会員 三木証券（株）投資事業部投資情報課係長 佐藤雅己様 本日は
お話宜しくお願い致します。前島 豊様ご入会おめでとうございます
濱田会員、竹永会員 お誕生日おめでとうございます
前川永久会員 三木証券（株）佐藤様 本日はようこそいらっしゃいました。ｽﾋﾟｰﾁ
宜しくお願い致します。前島様ご入会おめでとうございます
高田源太会員 三木証券（株）佐藤様 青少年交換学生ｴﾘｰｻﾞさん ようこそお出で
下さいました。御子柴会員 佐藤様 ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
飯倉正俊会員 前島様 入会おめでとうございます。
濱田先生、竹永さんお誕生日おめでとうございます。
御子柴さん「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介宜しくお願い致します
平林祐樹会員 三木証券（株）佐藤様 本日は宜しくお願い致します。
濱田先生、竹永さんお誕生日おめでとうございます。
御子柴委員長「ﾛｰﾀﾘｰの友」ご紹介宜しくお願い致します。
前島さんご入会おめでとうございます
ニコニコＢＯＸの合計は 21,000
21,000 円(累計 250,000
250,000 円)
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します
入会式
前島 豊会員
誕生日祝
竹永 薫会員 濱田耕輔会員
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「会長あいさつ」
・２０２０-２０２１年度国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７８０地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ・ﾉﾐﾆｰ候補者が告知されま
した。鎌倉ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 久保田 英男 会員です。当ｸﾗﾌﾞの移動例会ﾊﾟｿｺﾝ教室に参
加して頂きご指導を頂きました
・新年家族会 今日現在２８名の参加者となっております。理事会終了後ｴﾘｰｻﾞさん
と一緒に２３日からお世話になるﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰのお宅へ伺いご挨拶をして参ります。
この方にも新年家族会のお誘いをしようと思っています
「幹事報告」
◎ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局より 12 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは 1 ㌦ 112 円（現行 114 円）となります
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より「第６回日台ﾛｰﾀﾘｰ親善会議」のご案内が届いております
日 時 ３月 １日（木）
会 場（台湾・高雄市）漢来大飯店 ９階 国際ﾎｰﾙ
ご参加される会員の方は事務局まで
◎第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会のご案内
日 時 １２月１２日（火）１３：４０～
場 所 かながわ信用金庫追浜支店（横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ例会場）
◎「第２７８０地区第１～第４グループ合同新会員の集い」開催のご案内
日 時 ２０１８年１月１３日（土）１７：３０～（１７：００より受付）
場 所 藤沢商工会館ﾐﾅﾊﾟｰｸ ６階多目的ﾎｰﾙ
対象者 入会３年以下の新会員・各ｸﾗﾌﾞ会長・幹事・ｸﾗﾌﾞ増強委員会、他
参加費 ５，０００円（飲食代・会場費等）
ﾃｰﾏ
「楽しくなければﾛｰﾀﾘ-じゃない！」
講 師 菅原 光志ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ（鎌倉ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
内 容 第一部 研修会 １７：３０～１８：４０
第二部 懇親会 １８：４５～２０：１０
◎回覧 ①横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより週報
◎本日例会終了後定例理事会がございます。関係理事の方は宜しくお願い致します
「委員会報告」
・一般社団法人ﾛｰﾀﾘの友事務所より 2016-17 年度事業報告書が届いております
｢スピーチ｣

〈Ｒの友１２月号紹介
〈Ｒの友１２月号紹介

御子柴 智義 雑誌委員長〉

横 P3
横 P7-13

RI 会長ﾒｯｾｰｼﾞより平和な世界に向かって
続けることで見えてくること
奉仕活動にみる時代の移り変わり
横 P34 2017―18 年度地区大会略報
第 2780 地区 第 2730 地区 第 2500 地区 第 2830 地区
縦 P4-8 人はがんとどう向き合うのか
日本対がん協会会長 垣添
（とても感銘を受けました是非お読みください）

〈三木証券(
〈三木証券(株) 投資情報部
投資情報部 投資情報課
係長 佐藤 雅己 様〉
改めまして、みなさん初めまして。わたくし投資情報部の佐藤と申
します。本日は 30 分ほどお時間を頂きまして 2018 年の株式市場の展
望をお話したいと思います
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忠生

18 年の展望を話す前にまだ 1 か月残っていますが 17 年を振り返りたいと思います
皆さんは干支にまつわるこんな相場の格言をご存知でしょうか？それを紹介させて
頂くと「ねは繁栄・・・亥で固まる」相場格言からも 17 年は騒がしい年になると予
想されていました。確かに 2016 年のｲｷﾞﾘｽの EU 離脱から始まって、ﾄﾗﾝﾌﾟ大統領の
誕生、2017 年は北朝鮮問題と「申酉騒ぐ｣の格言通りになったといえるでしょう。で
は来年、いぬ年はどんな相場になるかというと投資家が「笑う」ような相場になると
予想されています。もう少し詳しく見ていきます
一般的には 12 年周期の干支回りがなじみ深いと思いますが、実は正しい干支回り
は植物の状態を表す 10 個の「干｣と 1 月、2 月を動物に当てはめた 12 個の｢支｣を組
み合わせた 60 年周期となっています。だから来年の正しい干支は「つちのえ―いぬ」
といいます。そして「つちのえ」と「いぬ」にはそれぞれ漢字に意味が込められてい
まして、その意味を調べましたら、「つちのえ」は茂という意味があります。「いぬ」
は矛から成り立っていて、作物を刈り取ってまとめることを意味しています
これを証券会社の人間が見ると
来年は 2012 年から始まったｱﾍﾞﾉﾐｸｽで得られる果実が熟れに熟れて収穫の時期に入
るということと解釈できます。ここでいう果実は投資ﾘﾀｰﾝのことです。
景気的には安倍政権が目標に掲げている名目 GDP600 兆円に向けてぐんぐんと進
むという見方もできると思います
では実際のところ過去の戌年はどうだったのか
日経平均株価の算出開始以降、戌年は 1958 年、70 年、82 年、94 年、2006 年これ
まで 5 回。その成績は 4 勝 1 敗となっています。また今回の戌年は 58 年と似ている
と感じます。株価が 40％上昇する展開は考えづらいが、政策が経済成長を後押しし
て過去 5 回の平均並み、約 10％上昇はあり得ると考える
仮に今年の 12 月末の株価が 2 万 3000 円で終えて 10％の上昇を見せてくれるなら
来年の 12 月の日経平均株価は 2 万 5300 円に到達する計算になる。
干支だけで相場が上昇するなら苦労しないですが、今回は 10％上昇してもおかしく
ない理由がまだあります
これは日本、ｱﾒﾘｶ、ﾄﾞｲﾂの株価指数の 2013 年 5 月から足もとまでの株価推移です。
何れも右肩上がりで 2013 年と比べれば全ての指数で二桁上昇となっています。この
上昇の背景のひとつには各国中央銀行による金融緩和があります。金融緩和によって
じゃぶじゃぶになったお金は株式に流入し、株高を支えた。一方で緩和をやりすぎれ
ばｲﾝﾌレが止まらなくなる恐れもあるため、景気がよくなり始めたら緩和を縮小に向
かわせないといけない。
ﾁｬｰﾄ上の太い矢印をご覧ください。既に米国では景気回復の兆しが見えたため、
2013 年 5 月に当時の FRB 総裁だったﾊﾞｰﾅﾝｷ氏が緩和縮小を示唆しました。その後も
米国経済は力強い成長を見せました。14 年 10 月に量的緩和を終了し、今年 7 月には
お金をばらまく代わりに買った米国債などを圧縮し始め、金融正常化に向かっている。
欧州でも 10 月から緩和縮小が開始し､日本はまだと思われるかもしれないが、日銀が
金融政策の目標を量から金利に変えたことによって市中に供給されるお金はどんど
ん減っている｡(ｽﾃﾙｽﾃｰﾊﾟﾘﾝｸﾞ)
先ほど金融緩和が株高を支えたと言いましたが、今はこの逆が起こっている。お金
が出ていくので本来なら下落してもおかしくない。ところが株価は順調に右肩上がり
を続けている。株価は経済の体温計と言われていまして、この右肩上がりの上昇は経
済成長への強い信任の証拠といえるでしょう。
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経済の堅調さは様々なところに現れている
例えばこれは、国際通貨基金(IMF)が定期的に公表している世界経済の見通し。17 年
GDP は世界全体で前年比 3.6％増加する見通しで、16 年の成長率より加速する予想
となっている。18 年は 17 年よりさらに成長が加速し、成長率は 3.7％になる見通し
になっている。このｽﾗｲﾄﾞには載せていないが、IMF は 4 月にも同じように成長の見
通しを公表。その時よりも全体では 0.1％上方修正されていて、日本、中国、欧州、
東欧の上方修正幅はほかより高い 0.2％だった。
これまで中国やｲﾝﾄﾞなどの新興国が世界経済を引っ張ってきたが、今回は全世界的
に景気が回復していることがわかります。
続いて少し視点を変えて、今度はﾐｸﾛの方から経済の堅調さを確認していきたいと
思います
これは日本の大企業における配当金の総額の推移です。日本がﾊﾞﾌﾞﾙにあった 1989
年度の配当額は 2 兆 6800 億円となっております。それが昨年度には 15 兆 5000 億円
とﾊﾞﾌﾞﾙの時の 6 倍になっています
上場企業の配当は、売上から原価を引いて、従業員の給料を支払い、借金がある企
業はそれに充てて、そうやって残った利益から出すのが基本。そしてこの配当が増え
ているということは、つまり企業が稼ぐ利益が年々増加していることの表れでもあり
ます。また、最近はものいう株主の登場で変わりつつあるのですが、日本の企業は保
守的で安定配当を目指す傾向があるように思う。言い換えると減配を極端に避ける傾
向ということ。ですがこうした、保守的な企業が増配を行うときは先々の自信の表れ
ではないかと考えております。
さて、また株式市場に目を戻します。これは日経平均株価と採用銘柄一株当たりの
利益(EPS)の推移になります。投資家が株式の割高感や割安感を測る際によく使う指
標として PER というものがあります。株価を EPS で割って、利益の何倍まで株が買
われているかで割高・割安を判断します。日経平均は先月、25 年ぶりの高値となる 2
万 3382 円を付けました。市場参加者の中には緩和ﾏﾈｰの流入や日銀の株式買い入れで
国内株式市場はいびつになっていると言う方もいらっしゃいますが、私は利益成長に
支えられた健全な上昇と考えます。
現にﾁｬｰﾄを見ると日経平均はこんなにも大きく上昇しているにも関わらず、足もと
の PER は 14.9 倍にしかなっていない。1989 年のﾊﾞﾌﾞﾙの時の PER80 倍や 2000 年
の IT ﾊﾞﾌﾞﾙの時の 100 倍以上と比べれば今の株価上昇がいかに地に足が着いたものか
お分かりになると思います
そして 2018 年の日経平均株価は、企業業績からも 2 万 5000 円の評価は可能と考
えます。足もと日経平均株価の今期予想 EPS は 1520 円となっております。個別企業
を調査するｱﾅﾘｽﾄの業績予想をまとめたところ来期は 7～8％の増益になるのではない
かと思われます。
仮に来期 10％の増益となり,PER が 15 倍まで評価されたならば、来年末の日経平
均株価は赤枠で囲った 2 万 5151 円となります。ちょうど干支を使って計算した水準
と同程度になりました。
ｱﾍﾞﾉﾐｸｽが始まって以来、日経平均株価の PER はおおむね 14～16 倍で評価されて
きたので,PER15 倍という数値に違和感はないと考えますし、これまで説明してきた
通り今は世界同時景気回復の真っただ中にあります。10％増益という仮定も無理なも
のではないでしょう。来年は今年と同じく利益成長に合わせた着実な上昇が期待でき
ると考えている。
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ただ、今、株式市場に無数のﾘｽｸが存在しています。例えば、北朝鮮の挑発行為、
中東での紛争、ﾄﾗﾝﾌﾟ大統領のﾛｼｱｹﾞｰﾄ問題､ﾌﾞﾚｸﾞｼﾞｯﾄの行方、など様々あります。
その中でも先進国に共通するﾘｽｸに潜在成長率の低下があります
潜在成長率とは今ある労働力、機械、資本、技術を全て投入して実現できる成長率の
こと。短期的に数値が上下することはなく、長期的な成長力を測るものとされている。
潜在成長率は 3 つの要素で成り立っています。ひとつが労働投入量、ひとつが資本ｽ
ﾄｯｸつまり設備投資の累計額、そしてそれ以外です。全要素生産は技術の項目とされ
ており、技術革新の効果などはこちらに現れます
日本と米国とﾄﾞｲﾂの潜在成長率を見ると米国がやや高いものの資本ｽﾄｯｸの蓄積が
足りないことや人口減少が進んだことで 90 年代と比べると大きく低下していること
が分かります。
ただ、政府もこれをただ見ているわけではありません。潜在成長率を上昇させるた
めにいくつかの政策を打ち出しました。それが真ん中にある「人づくり革命」であり、
「生産性改革」であり「未来投資会議」であります。株式市場ではこれらの政策をﾃｰ
ﾏﾆに変換しています。そのﾃｰﾏは人材関連であり、ﾛﾎﾞｯﾄであり,AI、IoT であります。
それぞれの分野に関る企業は足もとで需要が高まっていることに加え、政策の支え
で中長期的な成長が見込めると考えております
その主な関連企業はこちらになります
・人材関連ではﾘｸﾙｰﾄに注目しています。ﾘｸﾙｰﾄは「ｲﾝﾃﾞｨｰﾄﾞ」という求人検索ｻｲﾄを
運営しています。様々なｻｲﾄにまたがっている求人情報を一括で検索できるようにな
っており、求人業界のｸﾞｰｸﾞﾙのようなｻｰﾋﾞｽです｡毎期 50％以上の増収を実現してお
り、成長性が非常に高い企業だと思います。
・ﾛﾎﾞｯﾄ関連では日本電産を紹介したいと思います。日本電産といえば小型ﾓｰﾀｰの企
業ですが、近年は買収した企業の技術でﾛﾎﾞｯﾄの部品を作っています。また自社開発
したﾛﾎﾞｯﾄの外販を計画しており、ﾓｰﾀｰとは別の収益源として期待できます。勿論本
業のﾓｰﾀｰの方も絶好調で今は車載向けに注力しています。昨日、ﾌﾗﾝｽの自動車ﾒｰｶｰと
EV の合弁会社を設立したと発表しており、EV 関連としても捉えることが出来ます。
・AI・IoT ではｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ、と言いたいところですが、私は AI の肝はﾃﾞｰﾀの量だと考え
ています。ｸﾞｰｸﾞﾙを傘下に持つｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄならありとあらゆる情報を取得できるため最
も有望視しています
最後にまとめになります。
・相場格言通りなら来年は日経平均株価が 10％上昇し笑って年末を迎えます。
・企業業績からみても 2 万 5000 円は評価できる
・政策ﾃｰﾏに則した銘柄は底堅く推移が見込まれます
ご清聴ありがとうございました

佐藤雅己様のご紹介
飯倉 正俊会員
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