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自己紹介

辻田 貴志（1978年9月17日・44歳）

出身 長崎県

家族構成 晶子（しょうこ・・・）

一晴（いっせい・10歳・4年生）

夏帆（かほ・8歳・2年生）

※白鷺小学校へ転校予定

趣味 ゴルフ・食べ歩き
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大和証券 職歴

2001年～鹿児島支店

2006年～池袋支店

2014年～本店営業

2016年～営業サポート部

2017年～沼津支店長

2019年～NPS推進部

2021年～熊本支店長

2022年10月～姫路支店長

【ずう：沼津市港】

【ぬた屋：熊本市中央区】

自己紹介
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～今後の見通し～
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マーケット状況

主な資産価格騰落率推移（11月14日～11月18日）

※11月11日終値（前々週末）と11月18日終値の比較（出所）ブルームバーグより大和証券作成

コモディティ
物価連動債

豪州

新興国株

FRB要人のけん制発言が相次ぎ一足飛びの楽観は難しいとの見方

CPI後の振り返り



6

再度、米ターミナルレートが流動化しており株式市場の重荷に

楽観を抑え込もうとする意図が垣間見える

FRBメンバーの発言内容

※日付は現地時間（出所）各種報道より大和証券作成

足元での主なFRBメンバー発言内容

発言者 日次 主な発言内容

FRB ウォラー理事 11月14日
●「10月CPIはある時点のデータに過ぎず、一定期間のCPI動向を見る必要がある」「イ
ンフレ率が低下しているという明確で強い証拠ない限り、金利は引き下げられない」「FRB
は利上げペースの鈍化を考え始めることができる」

フィラデルフィア連銀 ハーカー総裁 11月15日 ●「政策金利が十分制約的な水準になれば、利上げを一時停止すべき」

アトランタ連銀 ボスティック総裁 11月15日
●「金融政策の完全な影響は数カ月間は感じられないだろう」「さらなる利上げが必要にな
ると予想」「労働市場は依然として逼迫しており、賃金の上昇圧力が見られる」

カンザスシティ連銀 ジョージ総裁 11月16日 ●「景気後退なしにインフレを抑えることは不可能かもしれない」

FRB ウォラー理事 11月17日 ●「インフレ率は2023年末までに3％前後に低下すると予想」

セントルイス連銀 ブラード総裁 11月17日
●「FRBの政策はまだ十分なレベルに達していない」「5-7％の金利レンジを示唆」「制限
的な政策金利の最低水準は5－5.25％」「ディスインフレが始まると、企業が競争するにつ
れて急速に進行する可能性」

ボストン連銀 コリンズ総裁 11月18日
●「追加利上げは必要」「景気抑制スタンスはしばらくの間維持する必要」「政策金利に対
する見方は直近のデータに左右されない」「リセッション回避の道筋についてある程度楽観
的」「0.75％利上げの可能性は依然としてある」

アトランタ連銀 ボスティック総裁 11月19日
●「次回会合から75bp利上げから離れ始めることに抵抗を感じないだろう」「インフレ率が
２％に下がるまで利上げを続けるべきだとは考えていない」
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テイラールールの変数にあるGDPギャップで現状の高インフレが説明しにくい

可能性はゼロではないが確率は低そう

米政策金利大幅引き上げはあるのか？

※テイラールールの値はアトランタ連銀HPの試算ツールを使用。変数として、自然利子率：ニューヨーク連銀モデルによる自然 (実質) 金利の推定値、GDPギャップ：実質GDP と米議会予算局
作成の潜在実質 GDP推定値とのギャップ、インフレ率：コアPCE。22年7-9月期まで。FF金利は11月FOMC分を補正。（出所）アトランタ連銀HPより大和証券作成

テイラールールモデルが示唆する政策金利とFF金利

テイラールール：米経済学者のテイラーが発表。中央銀行が誘導す
る最適政策金利水準をマクロ経済の指標により定める関係式のこと
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CPIの家賃・帰属家賃ピークアウト期待を高める内容と言える

中古住宅価格は4ヵ月連続低下

米中古住宅販売件数は9ヵ月連続減

米住宅価格（月次）

※直近データは22/10。中央値（出所）ブルームバーグより大和証券作成

米住宅市場在庫比率

※直近値は22/10（新築は9月まで）
（出所）ブルームバーグより大和証券作成

戸建て、集合
住宅ともに悪化

前年比では
6.6%上昇だった
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米CPI鈍化を一旦織り込み。景況感の先行きに関心が高まりつつある

次の重要イベントまで多少距離がある

目先は幕間期間となりやすい

今後の重要イベント

（出所）各種資料より大和証券作成

米長短金利スプレッド（月次）

日付 日本時間 イベント

11/30 1日:0時 米10月求人労働異動調査

12/2 22：30 米11月雇用統計

12/6 ジョージア州再選挙

12/13 22：30 米11月CPI

12/13～14 15日:4時 FOMC

12月中 中:中央経済工作会議

※直近データは11/18。（出所）ブルームバーグより大和証券作成

FTXに流動
性不安

バイナンスがFTX
買収方針撤回

短期長短金利差も
一時マイナスに
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EPSの下落をPERがカバーすることで下値のコンセンサスが形成される

金利次第ではあるがまずPERが反転

逆業績相場後の相場展開について

（出所）大和証券作成

米国 PERとEPSの前年比変化率

※直近データは22/10。22/11は11/18まで
（出所）ブルームバーグより大和証券作成

一般的な景気・業績サイクル

②から③に転
換した局面

？
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現時点ではマイルドリセッションの見方が優勢、株価は下値切り上げへ

来年前半にかけて逆業績相場からの転換がテーマ

景気、業績のボトムは何処か？
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のボトム



12

目先数か月は、先々の業績期待がありつつ割安感のある銘柄に

短期と中期に分けて物色を考えたい

米国株の物色について

S&P500業績予想と米四半期GDP成長率

※直近データは11/16。日次。トータルリターン。ユニバースはラッセル1000（出所）ブルームバーグより大和証券作成
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来期予想EPS/株価（低）銘柄群

来期予想EPS/株価（高）銘柄群

来期予想EPS/株価（低）銘柄：モザイク
（MOS）、EOGリソーシズ（EOG）、シェニエールエナ
ジー（LNG）、デルタ航空（DAL）、ユナイテッドレン
タルズ（URI）、JPモルガン（JPM）、GS（GS）、ラ
ルフローレン（RL）、ブリストルマイヤーズ（BMY）など
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米中景気の先行きなど海外不安定要因が影響していると思われる

引き続き業績対比で見た割安感残る

※直近データは11/18（出所）ブルームバーグより大和証券作成

レンジ相場が続く日本株

TOPIX：株価とEPS 日本株 25日移動平均乖離

※直近データは10/18。週次（出所）東証より大和証券作成

海外情勢が改善すると
レンジ上抜けの展開へ

業績対比での
割安感が続いている
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各百貨店の免税売上は急回復中。円安で高額品がけん引との報道

10月の訪日外客数は期待通りの回復に

国内水際対策緩和の効果

訪日外客数と免税売上高

※直近値は22/10（外客数）、22/9（百貨店免税総売上高）。22/9～22/10
の訪日外客数は推計値。（出所）日本政府観光局（JNTO）、全国百貨店協会

2019年同月比免税売上

※直近データは各社は22/10、百貨店全体は22/9
（出所）全国百貨店協会、各社資料大和証券作成

客数の回復に比べて
免税売上高の回復
のペースが速い
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機械受注（電子計算機等）は前年比でプラス圏に

半導体関連の底打ちとの相関

日経平均と機械受注（電子計算機等）の前年比

※日経平均は11/8、機械受注は22/10まで。電子計算機等は「電子計算機」と「半導体製造装置」の合計
（出所）内閣府、ブルームバーグより大和証券作成

基調の確認は必要だが、日本株の先高期待を高めるものと見ている

過去、日経平均の底打ちとタイミングを合
わせてきた半導体関連（電子機器等）



16

利上げ幅への警戒が和らぎ不透明材料がやや後退したという反応

翌春にかけて強含む傾向がある

日本株：配当株のパフォーマンスに期待

高配当指数のパフォーマンス

※直近データは11/18。高配当指数はMSCI日本高配当指数を使用。前月
末に買い付け3ヵ月保有。（出所）ブルームバーグより大和証券作成

増配期待の高い銘柄

※直近データは11/18。増配確率はQuick社算出（業績や過去動向をパラメー
タとしている）。今四半期決算発表までの推測値。確率の高い企業のうち来期
増収増益予想のみ抽出。（出所）Quick、ブルームバーグより大和証券作成

※3ヵ月投資平均パフォーマンス
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まとめ

●米国では再度利上げの終着点が流動化している

●更なるインフレデータが揃うまで時間はどうしてもかかる

●そろそろ逆業績相場後の展開への目くばせも有効

●米国は目先数か月は割安感の残る銘柄が優位か

●日本株はインバウンド銘柄の安心感が高いと見る


