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ストックボイス 

『バロンズ拾い読み』2016 年 4 月 18 日号 

2016 年 4 月 18 日（月）午後 10 時 35 分ごろから（スタジオ/電話) 

 

エグゼトラスト株式会社 

『バロンズ拾い読み』編集人 

川田重信 

 インタビュー要旨 

約 13 分 

5. The Trader 銀行株の値上がりで 2％近い上昇 【米国株式市場】 
中国経済の懸念材料が後退したことに加え、値上がり銘柄数の増加は強気派に朗報  

丸山 

川田さん、5 週続伸のあと週間ベースでは下落と上昇を 4 週間繰り返していますが先週は

大幅に上げましたね。 

川田 

先週は火曜と水曜日によく上げました。主要指数は S&P500、ダウ、そしてナスダック総

合が共に 1.6～1.8％程度の上げ、そしてラッセル 2000 は 3％も上げました。 

＊火曜日は原油、WTI が高く年初来を更新しました。さらに水曜日は JP モルガン

（JPM）をはじめとした銀行株の決算で相場に買い安心感が広がりました。 
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＊また、その間に中国経済に関するデータ（貿易統計、第１四半期の GDP 成長率）がお

おむね良好だったことも相場を後押ししました。 

＊加えて、先日来、相場にノイズを発してきた FRB の高官からの利上げペースに関する

情報が出なかったことも相場をかく乱しなかったといえます。 

セクター別では素材や金融セクターがよく上がりました。 

ところで決算発表が始まり、今週あたりから佳境に入りますが、現時点では第一四半期の

決算は前年同期比でマイナス 9%、ただしエネルギーを除けば 4%のマイナスです。 

より重要なのは決算発表時に公表する業績ガイダンスで、これを引き下げないなら、今回

の決算が悪くても株価への影響は限定的かもしれません。 

4 月 11～4 月 15 日 
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6. Up & Down Wall Street 向こう 7 年間で高い実質リターンを上げるには 【コラム】 
6 月の FOMC までに S&P500 指数が最高値を更新すると利上げの可能性は高まるのか  

丸山 

ところで川田さん、先週の相場上昇で S&P500 は過去 9 週間で 7 度上がっています。こ

れで昨年 5 月 21 日に記録した過去最高値、2130 にあと 2.4％まで迫ってきました。意外

な感じがしますが、相場はそれほど強いのでしょうか？ 

川田 
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この点について 6 番のコラムで分析しています。その分析方法ですが、値上がり銘柄から

値下がり銘柄を差し引いて、それを累積した指標、つまり累積騰落ライン、ブレドス

（Breadth）を追いかけることで物色対象の広がりを測定する手法です。この累積騰落ラ

イン、ブレドスが非常に高水準で高値も更新している、これで相場の強さが確認できま

す。つまり市場では幅広く銘柄が物色されていて S&P500 指数が示す以上に相場は強い

という見方があります。 

しかし、「皮肉な見方をするなら、S&P500 指数が最高値を更新すると墓穴を掘る」。と

いうのも、6 月 14（火）～15 日（水）に開催される米連邦公開市場委員会（FOMC）で

利上げ実施の可能性をわずかであっても高めるからです。 

これは、昨年 12 月の最初の利上げは S&P500 指数が最高値近辺で推移しているとき時に

実施され、3 月 15～16 日の定例会合では、年明けから 6 週間の相場急落を受けて利上げ

の先送りが決断された。つまり株価が金融政策に影響を与えている、こういうことを思い

起こさせるから、ということです。そういう意味では、相場を長持ちさせたければ、ここ

は無理に上がる必要はないということでしょうか？ 

ただし、6 月 23 日（木）実施の英国の欧州連合（EU）離脱の是非を問う国民投票を控え

ていることなどで、利上げの見送り誘因となるだろうとの見方もあります。 

さらに、米国の大統領選挙では 6 月 7 日（火）にカリフォルニア州の予備選挙が実施さ

れ、7 月後半（18 日～21 日）にクリーブランドで開かれる共和党の党大会と続きますの

で、すんなり相場が高値を更新できる状況ではないはず。 

それでもこれだけ懸念材料があるのに日本人投資家が思っているより米国のマーケットは

はるかに強い、それが一般的な印象ではないですか？ 
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1. General Motors and Ford Shares Have 25% Upside 株価上昇余地 【自動車会社】 
ゼネラル・モーターズとフォード・モーターに 25％の上値余地  

丸山 

さっそくですが今週の注目記事はどうですか？ 

川田 

今週は自動車を含め個別銘柄の記事が多くありました。最初のカバーは自動車メーカーの

GM とフォードについて株価の上値余地は 25%というものです。この両社の株価ですが、

GM は会社更生手続きの適用下から脱した際の株価 33 ドル（2010 年 11 月 18 日）を下

回る 30 ドル強、またフォードも 13 ドル近辺で 3 年前からその水準は変わっていません。 

見出しは「業界は好調ながら株価は割安」ということで「自動車がよく売れているが、そ

の割には株価の反応が鈍い。これは投資家がこの銘柄（GM とフォード）の合理化や経営

の規律の改善を評価していないからだろう」。ということで、続いて「そういう投資家は

株価のアップサイドを取り損ねる可能性があるよ」。そういう内容です。 

丸山 

なにが投資家を躊躇させているのですか？ 
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川田 

やはり、これまでの経営に信頼がおけないとか、海外メーカーとの競争、さらにはグロー

バル経済が先行き不安定だとかいろいろあると思います。現状の国内市場の売れ行き（販

売）状況だけでは株価を評価できないことを投資家は見抜いているのではないですか？配

当利回りもそれなりに高いのですが、銘柄としての面白みはないですよね。ただし『バロ

ンズ拾い読み』がカバー記事としてこれだけの紙面を割くわけですからなにか見どころが

あるのでしょうか？ 
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1. High-Wattage Hopes for Tesla Model 3, Chevy Bolt 電気自動車対決 【電気自動車】 

テスラはモデル3で話題を独占したが、デリバリーはシボレーのボルトが先  

丸山 

同じく自動車でテスラモーターズ（TSLA）に関する記事もあるそうですね。 

川田 
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テスラが開発した電気自動車モデル３の予約販売は 32 万 5000 台と驚異的。ただしテス

ラは 13 年間の歴史の中で納車台数は 12 万台しかありません、さらに、新型車の納車はい

つも遅延を伴ってきました。例えば 2014 年納車と発表されていたスポーツ用多目的車

(SUV)のモデル X はようやく顧客に届き始めたところという具合です。このモデル 3 が本

格的に販売されるのは 2018 年以降にずれ込むだろうと予想しています。 

一方で、GM のシボレー部門は今年 1 月にテスラのモデル３と類似する電気自動車「ボル

ト」を発表しました。本格的な納車は 2017 年前半ですが、それでも「モデル３よりは先

に市場に出回るようになる。納車のタイミングからみて、ボルトはモデル３の予約した顧

客の一部を取り込むことができる。そうなればテスラにとって打撃になる」そういう内容

です。『バロンズ拾い読み』は、元々はテスラについては厳しい見方をしています。現在

の株価は乱高下を経て 254 ドルです。『バロンズ拾い読み』では 2013 年 6 月 10 日号で

株価がまだ 100 ドルのときに警戒感を露わにする記事を書いていますが、結果的には大外

れです。とにかくこういう夢や将来性を過大に評価して株価が形成される銘柄にはもとも

と辛口です、今後の成り行きを見守りたいですね。 
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1. Intel’s Move Toward Servers Will Pay Off 「半導体の巨人」の復活 【インテル】 
主力事業はサーバー用半導体に移行、開発投資の結実は近い  

丸山 

今週決算発表を控えるインテルの記事もあるんですよね？ 

川田 

インテル（INTC）は 19 日（火）マーケットの引け後に第 1 四半期（1-3 月期）の決算を

発表します。その際には 2016 年の業績見通しが下方修正されるリスクがありますが、そ

の一方で、同社が年内にも持続可能な成長軌道に 7 年ぶりに回帰し、それによって現在の

割安な株価が上昇するかもしれない、こういう内容です。 
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インテルの業績は 2010 年から低迷続きで、年間の 1 株当たり利益（EPS）は中央値の

2.14 ドルから上下 25 セントの範囲で推移しています。 

これは停滞しているように見えるかもしれませんが、実際は部門間の強弱が交錯している

結果です。というのは「同社が長年マーケットを支配してきた PC 用半導体の需要は干上

がっているものの、研究開発の軸足はサーバー用半導体に移行しており、この分野での同

社の支配力はかつてないほど強まっている。」ということです。 

目先は「1 株当たり利益は 2.5 ドルで 2016 年予想株価収益率（PER）は 17 倍。これに基

づく目標株価は 40 ドル（2.5x17 倍＝42.5 ドル）。これ以外に配当も得られるということ

です。『バロンズ拾い読み』は実は 3 年近く前の 2013 年 6 月 3 日号で、当時株価が 24

ドルぐらいのときに「5 年後に 2 倍の 50 ドルも現実味」という記事を掲載しました。し

かし今回はそれが本当に実現するかもしれない、そういう記事です。 

 
 

 


