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日本株見通しとポイント～短期的には好業績リターン・リバーサル戦略で 1.
日本株担当： 横山 敦史 

中国を発端とする世界経済の先行きに対する警戒感などから日本株は大きく売られた。足元では底打ちの

兆しも見え、目先は自律反発を予想するが、不透明感も残っている。中国景気の下振れや資源価格の下落

の影響などを見極めるにはしばらく時間を要しよう。短期的な投資戦略としては、4-6月期に着実に利益を出

している好業績銘柄をベースに、リターン・リバーサル戦略を採用したい。 

 

 日経平均は約6ヵ月半ぶりの安値水準 

8月21日以降の日本株は、中国を発端とする世界経

済の先行きに対する警戒感などから、大きく売られる展

開となった。日経平均は21日から25日の3営業日だけで

2,200円超下げ、2月10日以来およそ6ヵ月半ぶりの安値

水準を付ける場面があった。 

21日に発表された中国の8月分財新製造業PMI（購

買担当者景気指数）が47.1と2009年3月以来の低水準

に落ち込んだことや、上海総合指数が連日で大幅安と

なったことなどが投資家心理を大きく悪化させた。また、

米国の利上げが早ければ9月にも実施されるとの見方

が強まっていたことが市場のリスクオフムードに拍車をか

けたものと考えられる。しかし、25日に中国が金融緩和

策を発表したことで、欧州株が反発。日経平均も26日に

7営業日ぶりに大幅反発となるなど、ようやく底打ちの兆

しが見えてきた。 

 目先は自律反発を予想するが、不透明感残る 

投資家心理の落ち着きに伴い、目先の日本株は自

律的な反発が予想される。しかし、株価下落の要因の

ひとつである中国景気に関しても回復が確認されるまで

時間がかかる可能性があることや、原油をはじめとした

資源価格にまだ底打ち感が見られないなど、世界景気

に対する不透明感はまだ完全に払拭されていない。 

たとえば、ドイツの景況感は、ECB（欧州中央銀行）に

よる量的緩和策などにより、今年に入ってから堅調に推

移している。一方で、ドイツにとって中国や資源価格が

経済に大きな影響を及ぼすロシアは重要な貿易相手国

であり、中国景気や資源価格次第では、今後ドイツ景気

が下振れる可能性も考えられる。こうした懸念が払しょく

されるには、先々の経済指標の回復を確認するか、中

国が大胆な経済・金融政策などを打ち出す必要がある。 

こうしたことに加え、米利上げの後ずれ観測などにより、

ドル円が軟調であることなどを踏まえると、輸出関連株を

中心に上値が抑えられ易い相場が続くとみられる。日経

平均が再び年初来高値にトライするのは、晩秋以降に

なるかもしれない。 

 短期的には好業績リターン・リバーサル戦略で 

短期的な投資戦略としては、4-6月期で着実に利益

を出している好業績銘柄をベースに、リターン・リバーサ

ル戦略（下落が大きい銘柄ほどその後の反発力が強い

性質を利用した投資手法）を採用したい。図表2は、今

期業績が好調と見込まれ、4-6月期の経常利益が高進

捗だった銘柄を対象に、年初来安値を更新するほどチ

ャートが崩れているわけではないが、直近高値から大き

く売られたものをスクリーニングした。世界景気の先行き

不透明感が燻り続ける中では、足元で着実に利益を積

み上げている企業を選別したい。 
 

 中国・ドイツの製造業PMIとCRB指数の推移 図表1.

 

出所: Markit、BloombergよりＳＭＢＣ日興証券作成 

 好業績にも関わらず下落率が大きい銘柄 図表2.

 
注: TOPIX採用の3月期決算銘柄（変則決算を除く）の内、①今期増収

かつ10%以上の経常増益が見込まれ、②期初の会社計画に対する第1

四半期経常利益の進捗率が25%以上、③8/25終値が昨年末終値を5%

以上上回っている銘柄について、年初来高値からの下落率が大きい順

に掲載。予想は8月25日時点のQUICKコンセンサス（3社以上） 

出所: Astra ManagerよりＳＭＢＣ日興証券作成 
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6981 村田製 電気機器 19.7% 25.8% 15,330 -31.0%

2768 双日 卸売業 12.4% 25.8% 234 -28.9%

2440 ぐるなび ｻｰﾋﾞｽ業 15.6% 28.3% 1,909 -28.2%

6472 ＮＴＮ 機械 27.8% 32.4% 593 -27.6%

3401 帝人 繊維製品 28.5% 37.8% 365 -26.9%

4541 日医工 医薬品 36.8% 26.7% 3,510 -25.6%

4188 三菱ケミＨＤ 化学 38.0% 34.8% 640.5 -24.4%

3099 三越伊勢丹 小売業 12.2% 37.3% 1,817 -24.1%

5803 フジクラ 非鉄金属 25.3% 28.6% 563 -24.0%

6594 日電産 電気機器 36.5% 26.0% 8,680 -24.0%
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米国株見通しとポイント～一段安の可能性低いが不安定 2.
日本株・米国株担当： 河田 剛 

8月20日以降の米国株は、中国株や商品価格の下落、中国経済への懸念から大幅安となったが、値ごろ感

などから反発した。米国の雇用、個人消費、住宅市場、企業景況感のいずれもが堅調で、企業収益も足元

は停滞しているものの、アナリストの業績予想は改善傾向にある。割高感も薄れたため、さらに下落が続く

可能性は低いとみられる。ただし、FOMCを控え当面は株価の不安定な動きが続こう。 

 

 先週、今週のレビュー～大幅下落の後反発 

8月20日の米国株市場は、7月の中古住宅販売件数

や、8月のフィラデルフィア連銀景況指数が事前予想を

上回ったものの、中国株や新興国通貨の下落や8月15

日終了週の新規失業保険申請件数が事前予想を上回

ったことなどから、ダウ工業株指数（NYダウ）は前日比

▲358ドルとなった。21日には、中国の8月財新製造業

PMI（速報値）が事前予想を大きく下回ったことや、中国、

欧州株の大幅下落、原油など商品価格安などから、NY

ダウは▲530ドルの大幅安となった。週明け8月24日は、

7月のシカゴ連銀全米活動指数が事前予想を上回った

ものの、中国株の大幅続落などからNYダウは一時▲

1000ドルを超える下げとなり、終値も▲588ドルとなった。

25日は、中国人民銀行が政策金利、預金準備率の引

き下げを発表したことや、8月のコンファレンスボード消

費者信頼感指数が事前予想を上回ったことから買い戻

しが入り、一時は+400ドル超の上げとなったものの、引

けにかけて中国に対する懸念が強まり、NYダウは▲204

ドルとなった。26日は、値ごろ感からの買い戻しや、7月

の耐久財受注が事前予想を上回ったこと、ニューヨーク

連銀のダドリー総裁がハト派的な発言を行ったことなど

からNYダウは+619ドルと急反発した。 

 不動産市場の動向 

8月25日に発表された6月のS&P/ケース・シラー住宅

価格指数は、全米20都市ベースで、季節調整前の前

年比が+4.97%と事前予想（+5.10%）を下回った。また、

前年比では37ヵ月連続でプラスとなった。前月比では季

節調整前が+1.0%、季節調整後では▲0.1%となったが、

総じて住宅価格の回復傾向が続いている。販売面につ

いては、20日に発表された7月の中古住宅販売件数は

前月比+2.0%、年率559万件（事前予想：543万件）、25

日に発表された7月の新築住宅販売件数は前月比

+5.4%、年率50.7万件（事前予想：51.0万件）となった。

18日に発表された7月の住宅着工件数は前月比+0.2%

の年率換算120.6万件と事前予想（118.0万件）を上回っ

た。事前予想を下回った指標はあるものの、販売、着工

はリーマンショック後の最高水準となっており、住宅市場

の改善傾向が続いていると考えられる。 

 当面の見通し～一段安の可能性低いが不安定 

経済指標では9月1日発表予定の8月のISM製造業

景況指数（事前予想：52.8）、4日発表予定の8月の雇用

統計（事前予想：非農業部門雇用者数、前月比+20.5

万人、民間部門雇用者数+20.0万人、時間当たり賃金

+0.2%、失業率5.3%）などが注目される。S&P500は、5

月21日の高値2,130から8月25日の安値1,867まで、▲

12.3%下げた。これはリーマンショック後では2011年4月

29日（1,363 ）から2011年 10月 3日（ 1,099 ）までの▲

19.3%に次ぐ下落率となっている。しかし、2011年当時

はギリシャの債務問題という外部要因はあったものの雇

用市場の改善が頭打ちとなるなど景気に停滞感があっ

たことに加え、連邦債務上限問題での議会の混乱、米

国債の格下げなど、国内問題が下げの主因となってい

た。これに対して、現在は下げの主因は中国経済・株式

市場という外部要因となっている。米国の雇用、個人消

費、住宅市場、企業景況感のいずれもが堅調で、企業

収益も足元は停滞しているものの、アナリストの業績予

想の方向性を示すリビジョンインデックスは改善傾向に

ある。S&P500の12ヵ月先予想PER（IBES予想）は8月25

日時点で14.8倍と85年以降の平均15倍を一旦割り込ん

でおり、割高感が薄れている。このため米国株の下落が

さらに続く可能性は低いとみられる。ただ、中国に対す

る不透明感が残っていることや、9月16~17日のFOMC

（連邦公開市場委員会）の開催を控えていることから、

当面は株価の不安定な動きが続こう。 

事前予想は Bloomberg、2015 年 8 月 27 日 10 時時点のもの  

 S&P500 リビジョンインデックスの推移 図表1.

    
出所: DatastreamよりＳＭＢＣ日興証券作成 
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円相場見通しとポイント～米国の年内利上げ見送り観測は行き過ぎ 3.
欧米・為替担当： 本間 英至 

ドル円は24日に一時116.18円まで急落した。足元で120円近辺まで戻しているものの、今しばらくは上下に

大きく振れやすい不安定な局面となりそうだ。米国の9月利上げは見送りの公算が大きくなったが、米国景

気の好調推移を踏まえると、市場の年内利上げ期待の後退は慎重に過ぎよう。金融市場の混乱一巡後は、

年内利上げ観測の再浮上を材料にドル高円安基調に戻ることが期待される。 

 

 この1週間（8/20～）のレビュー 

ドル円は、内外の株式市場が軟調に推移する中でリ

スク回避的なドル売り円買いが進行。24日には、ストップ

ロスを巻き込んでドル安が急加速し、116.18円まで一時

下落した。ドル売り一巡後は120円台まで回復したが、

その後は内外株式市場の変動に振り回されながら118

円台半ばから120円台前半のレンジでの推移となった。

豪ドル円、NZドル円も、リスクオフモードの強まりから週

明けにかけて下落し、24日には、豪ドルが82.10円、NZ

ドルが71.20円まで一時下落した。一方、ユーロ円は、リ

スク回避的な動きがユーロ押し上げ要因となり、前週末

には139.00円と2ヵ月ぶりの高値をつけた。しかし、今週

半ばにかけて、リスクオフモードの和らぎにつれて水準

を切り下げ、一時135円台半ばまで押し戻された。（東京

時間8/27正午時点） 

 ドル円相場の見通しと来週にかけての注目材料 

中国不安を起点にドルは一時急落 

ドル円は8月24日に急落し、116.18円と1月16日以来

の安値まで売られる場面があった（図表1）。背景にある

のは、中国不安の強まりだ。経済指標の悪化などから中

国に対する景気先行き不透明感が強まる中、一部で期

待されていた週末（8/22~23）の景気対策発表がなかっ

たことが失望を招き、週明け24日の中国上海株指数が

8%以上も下落。日経平均株価も900円近く下落するな

ど内外の株式市場が大幅続落となる中、リスクオフモー

ドが強まったことでドル売り円買いが進行。ストップロス

のドル売りも巻き込んでドル安が急加速する展開となっ

た。 

その後120円台回復も依然不安定な値動き 

しかし、その後ドル円は120円近辺まで回復。中国人

民銀行が25日の東京時間夜に遅ればせながらも金融

緩和策を発表したこと、日米欧の株式市場が大きく反

発したことを受け、リスクオフモードが和らぐ格好となって

いる。 

ただ、足元では120円の大台をしっかりと定着するに

至っていない。ドル急落により、短期筋のドル買いポジ

ションの整理は相当整理されたとみられるものの、金融

緩和策の発表後も中国景気の先行き不透明感は根強

く、上海総合株指数も26日まで5日続落する（27日の東

京時間正午現在+1%強と6日ぶりに反発中）など不安定

な動きを続けていることが背景と推測される。内外株は

急落してから日が浅く、不安定な値動きが続くことも想

定され、ドル円は目先的に上下に大きく振れやすい注

意を要する局面となりそうだ。 

9月利上げは先送りの公算 

FF先物市場をみると、9月利上げの確率は20%台ま

で低下（図表2、8/26現在）。また、NY連銀のダドリー総

裁は26日、国際情勢が米国景気の下振れリスクを高め

たとした上で、数週間前と比較して9月利上げの切迫性

 ここ1週間のドル円の推移（60分ローソク足） 図表1.

 
出所: BloombergよりＳＭＢＣ日興証券作成 

 FF先物が示唆する市場の9月利上げ確率 図表2.

 
出所: BloombergよりＳＭＢＣ日興証券作成 
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は薄れているとの見解を示している。 

弊社ではこれまで、9月の利上げをメインシナリオに置

いてきた。しかし、NYダウをはじめ内外の金融市場の値

動きが激しく、次回FOMC（連邦公開市場委員会）まで3

週間程度しかないこと、FRB（連邦準備制度理事会）の

中核メンバーであるダドリー総裁がハト派姿勢を示した

ことなどを踏まえると、市場が示唆するように9月は利上

げが見送られる公算は大きくなったと判断している。 

年内利上げ期待の後退は行き過ぎ 

一方、年末までの利上げ確率も8月中旬あたりまでの

100%近辺から足元で60%程度にまで低下しているが、

これはさすがに慎重に過ぎよう（図表3）。そのように考え

る最大の根拠は米国景気の好調推移にある。今夜

（8/27）に発表される4-6月の実質GDP（改定値）が、速

報値の前期比年率+2.3%から3%強に上方修正される

見込みであることに加え、ISM製造業景況指数や雇用

統計、耐久財受注など7月分以降の経済指標は、軒並

み米国景気が順調に拡大基調を辿っていることを示唆

している。FRBが9月に利上げを見送ったとしても、それ

は米国景気の悪化懸念ではなく、あくまでも市場への

配慮であり、米国株式市場を筆頭に神経質な動きを強

める金融市場が、米利上げによって一段の混乱を来し、

米国景気に悪影響を及ぼすリスクがあることを考慮して

の判断と推測される。市場の混乱が12月まで続けば話

は別だが、FRBは市場の落ち着きと米国景気の緩やか

な拡大を確認した上で、年末までに利上げに踏み切る

可能性が高いと考えている。 

年内利上げ観測の再浮上がドル高のドライバーに 

既述の通り、市場では9月利上げに対する期待感が

既に相当程度低下しているため、実際に利上げが見送

られたとしてもドル売り圧力は限定的なものに留まろう。

一方、米国の景気実体を踏まえると、政策金利の年内

据え置きも意識しての118円台、119円台というのはやや

オーバーシュートの感がある。ドル円相場は、目先的に

は波乱含みながらも、金融市場の混乱一巡後は、米国

景気の好調推移と年内利上げ観測の再浮上を材料に

ドル高円安基調に戻ることが期待され、ドルに対しては

強気姿勢で臨むべきと考えている。 

チャート面からは、120.73円が目先の上値目処となり

そう。これは、8/12高値（125.28円）から8/24安値（116.18

円）の値幅の半値戻しの水準であり、一目均衡表の「基

準線」にもあたる。また、市場がしばしば意識する200日

移動平均線も120.72円（8/26現在）とほぼ同水準にあり、

120円の大台定着後の重要な節目となりそうだ。 

本日以降、重要経済指標が目白押し 

来週にかけての注目材料だが、本日（8/27）に4-6月

実質GDP改定値、来週には8月ISM製造業景況指数

（9/1）、8月雇用統計（9/4）など重要指標の発表が相次

ぐ。金融政策関連では、本日からカンザスシティ連銀主

催の経済シンポジウムが開催され、29日にはフィッシャ

ーFRB副議長がパネルディスカッションに参加する。ま

た、9月1日にはボストン連銀のローゼングレン総裁（ハト

派、2015年はFOMCでの投票権なし）、4日にはリッチモ

ンド連銀のラッカー総裁（タカ派、2015年は投票権あり）

の講演が予定されている。 

 

 

 

 

 

 FF先物が示唆する市場の年内利上げ確率 図表3.

 
出所: BloombergよりＳＭＢＣ日興証券作成 

 ドル円相場の推移 図表4.

 
出所: BloombergよりＳＭＢＣ日興証券作成 
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国内長期金利見通し～当面は慎重に金利低下余地を探る展開 4.
日本経済・金利担当： 野村 真司 

8月の国内長期金利は緩やかな低下基調。6月以降は0.4%が「壁」となっていたものの、人民元切り下げを

端緒とする世界同時株安を背景に0.4%を割り込んでいる。当面も慎重に金利低下余地を探る展開を見込

む。但し、日銀に対する追加緩和期待が乏しいこと、高値警戒感、年内の米利上げ観測等から今度は

0.35%が新たな「壁」となりそうだ。 

 

 8月の国内長期金利動向 

8月の国内長期金利は緩やかな低下基調。4月下旬

以降の独長期金利急騰に連動して国内長期金利も上

昇した。6月以降は0.4%が「壁」となっていたものの、8月

中旬以降は0.4%割れで推移している（図表1）。0.4%割

れのきっかけは唐突なタイミングで実施された人民元切

り下げ。その後の中国発世界同時株安の端緒ともなっ

た。いわゆる「質への逃避」で日本を含め米独等、先進

国の債券に資金が流入。その後、中国人民銀行の追

加金融緩和で市場の不安心理はやや和らぎ、金利低

下も一服した。しかし、現実は「株価安定」、「人民元安

定」、「資金流出回避」という3つの課題を中国当局が同

時にコントロールするのは困難。引き続き市場の不安心

理が完全に払拭されることは難しく、金利上昇圧力は生

じづらい。 

 当面の国内長期金利見通し 

当面の国内長期金利は引き続き慎重に金利低下余

地を探る展開を見込む。但し、以下で指摘する5つの要

因から今度は0.35%が新たな「壁」となりそうだ。 

まずは日銀に対する追加金融緩和期待が乏しいこと。

足元の市場動向を象徴するのが「急激な株安・円高・原

油安」。こうした局面で債券市場参加者が想起するのが

追加金融緩和期待である。しかし、債券市場にそうした

期待は乏しい。黒田日銀総裁が重視するのは物価の基

調的な動き。7月からはそのメルクマールとして「除く生

鮮食品・エネルギー」を重要視し始めている。日銀は短

期的な市場の動向に左右されることなく、当面の賃上げ

動向、原油価格動向を見極めている時間帯であり、早

期の緩和期待は浮上しづらい。政府のスタンスも影響し

ている。今年1月、政府の月例経済報告で、日銀の物

価上昇目標2%達成に関する表現について従来の「で

きるだけ早期に」から「経済・物価情勢を踏まえつつ」に

既に修正済み。そのスタンスは現在も変わっていない。

その証左が今週初の参院予算委員会での安倍首相の

国会答弁。安倍首相は物価上昇目標について、原油

安が原因ならば「当初の目標を達成できないことはやむ

を得ない」と原油安に伴う目標未達に理解を示した。追

加緩和期待が乏しい中で、0.3%前半を積極的に買う投

資家は想定しづらい。 

2つ目の要因が年金のポートフォリオ・リバランス。株

安・債券高という相場環境下で、相対的に株式の保有

比率が低下し、債券の保有比率が上昇してしまう。その

調整のため「株買い・債券売り」が必要となるケースがあ

る。3つ目の要因が国内銀行の債券での益出し。8月下

旬から9月にかけて例年決算関連の売買が増える。この

時期の株価急落は、株式の損失を債券の益出しでカバ

ーするインセンティブにつながりやすい。 

4つ目の要因が高値警戒感。金利水準の節目である

0.3%前後では高値警戒感が生じやすい。実際に1月の

0.2%割れ、4月の0.3%割れを見た後は調整局面（金利

上昇局面）を迎えている。足元もボラティリティが低位に

あるだけに節目を突破した後、ボラティリティ上昇を伴い

ながら調整局面入りする可能性はゼロではない。5つ目

が米利上げ観測。中国発の市場の混乱を背景に9月利

上げ観測は大きく後退している。しかし米国経済の堅調

さを踏まえれば、年内利上げの可能性は高い。今週米

国長期金利は一時2%割れを見た。年内利上げを前提

とすれば、2%前後が金利のボトムとなる公算は大きい。

すなわち、米国長期金利の低下余地は乏しく、連動し

やすい国内長期金利の低下余地も限定的であろう。 

 2015年の日米独長期金利の推移 図表1.

 
出所:BloombergよりＳＭＢＣ日興証券作成 
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新興国市場・経済動向 5.
新興国担当： 山本 正樹 / 白岩 千幸 / 武田 泰典 / 前田 佑太 

先週末から今週前半にかけての新興国株式・為替市場は、中国の弱い経済指標や株価急落などを背景とし

た世界的なリスク回避の流れから総じて下落した。ただ、足元では中国の追加金融緩和や米国の利上げ後

ずれ観測などもあってリスク回避の流れが一服しており、来週にかけても新興国資産の買い戻しの流れが続

くとみている。来週のスケジュールでは、中国の8月製造業PMIやブラジルの金融政策等が注目される。 

 

 最近の新興国市場の動向 

新興国株式市場は、中国の景気減速懸念や株価急

落を背景に世界的にリスク回避姿勢が強まったことから、

先週末から今週前半にかけて大幅な下落となった。し

かし、足元では不安が一服し、買い戻しが優勢な展開と

なっている。直近1週間の株価指数騰落率（図表1、26

日時点）では、中国・上海総合指数が▲22.8%と大幅安。

21日に発表された8月の財新製造業購買担当者指数

（PMI）が予想に反して大幅に低下し、景気減速に対す

る懸念が一段と高まったことに加え、景気減速や株安に

対する政府の対応に失望が広がったことから、上海総

合指数は20~25日の4営業日で計▲21.9%と急落した。

これを受け、人民銀行は25日夜に利下げ等の追加金

融緩和を発表。その後は世界的にリスク回避姿勢が和

らいだこともあり、上海総合指数は下げ止まりの兆しが

みえつつある。 

為替市場では、リスク回避の流れから円高新興国通

貨安が大きく進行。もっとも、足元では市場のリスク回避

姿勢が和らぎ、新興国通貨が買い戻される展開となっ

ている。直近1週間の通貨騰落率（図表1、26日時点、

対円）では、商品市況の大幅な下落を受け、マレーシア

リンギ（▲7.0%）、ロシアルーブル（▲6.4%）、ブラジルレ

アル（▲5.9%）、メキシコペソ（▲5.4%）等の資源国通貨

の下げが相対的に大きくなっている。（前田）

 主な新興国市場の動向 図表1.

 
注: 「直近値」については、当該日付が休場となっている場合は、その前営業日の値を掲載  

出所: BloombergよりＳＭＢＣ日興証券作成 

直近値

8月26日 2015年初来 2014年年間 過去1週間 過去30日間 過去90日間 過去1年間

上海総合指数 2,927.28 ▲9.5 52.9 ▲22.8 ▲21.4 ▲36.6 32.6

香港ハンセン指数 21,080.39 ▲10.7 1.3 ▲9.0 ▲13.4 ▲23.2 ▲15.9

インド SENSEX30種指数 25,714.66 ▲6.5 29.9 ▲7.9 ▲6.7 ▲6.5 ▲2.8

韓　国 韓国総合指数 1,894.09 ▲1.1 ▲4.8 ▲2.3 ▲7.1 ▲10.3 ▲8.4

インドネシア ｼﾞｬｶﾙﾀ総合指数 4,237.73 ▲18.9 22.3 ▲5.5 ▲11.2 ▲19.1 ▲17.7

タイ SET指数 1,320.08 ▲11.9 15.3 ▲4.3 ▲6.5 ▲11.6 ▲15.4

マレーシア FBM KLCI総合指数 1,580.37 ▲10.3 ▲5.7 ▲0.1 ▲7.6 ▲10.0 ▲15.1

フィリピン フィリピン総合指数 6,867.92 ▲5.0 22.8 ▲6.5 ▲9.0 ▲8.5 ▲3.9

ロシア MICEX指数 1,660.95 18.9 ▲7.1 ▲0.8 4.8 0.2 15.1

トルコ ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ100種指数 73,615.91 ▲14.1 26.4 ▲2.2 ▲4.8 ▲11.9 ▲8.8

南アフリカ JSE全株指数 48,359.24 ▲2.8 7.6 ▲3.6 ▲5.7 ▲8.4 ▲6.5

ブラジル ボベスパ指数 46,038.08 ▲7.9 ▲2.9 ▲1.2 ▲5.5 ▲14.7 ▲23.0

メキシコ ボルサ指数 42,323.04 ▲1.9 1.0 ▲2.6 ▲3.2 ▲5.5 ▲6.9

中　国 円/人民元 18.71 ▲3.0 10.9 ▲3.3 ▲5.7 ▲6.4 10.6

インド 円/インドルピー 1.81 ▲4.4 11.4 ▲4.4 ▲5.6 ▲6.7 5.3

韓　国 円/韓国ウォン(x100) 10.13 ▲7.3 9.4 ▲3.0 ▲4.0 ▲9.3 ▲1.0

インドネシア 円/ルピア(x100) 0.84 ▲12.1 11.7 ▲5.0 ▲7.2 ▲9.4 ▲4.5

タイ 円/バーツ 3.36 ▲7.4 13.0 ▲3.4 ▲4.8 ▲8.2 3.3

マレーシア 円/リンギ 28.13 ▲17.7 6.5 ▲7.0 ▲12.9 ▲17.3 ▲14.4

フィリピン 円/フィリピンペソ 2.56 ▲4.2 12.8 ▲4.5 ▲5.6 ▲7.8 7.9

ロシア 円/ルーブル 1.74 ▲15.6 ▲35.6 ▲6.4 ▲15.8 ▲26.0 ▲39.5

トルコ 円/トルコリラ 40.89 ▲20.2 4.6 ▲3.3 ▲8.0 ▲12.4 ▲14.9

南アフリカ 円/ランド 9.13 ▲11.8 3.2 ▲4.9 ▲6.5 ▲10.6 ▲6.3

ブラジル 円/レアル 33.34 ▲26.0 1.0 ▲5.9 ▲9.0 ▲14.9 ▲27.5

メキシコ 円/メキシコペソ 7.04 ▲13.1 0.5 ▲5.4 ▲6.8 ▲12.9 ▲11.3

中国

株価指数

為替  ※プラスは外貨高・円安、マイナスは外貨安・円高

騰落率(％)
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 新興国市場関連トピック 

中国～上海総合指数は20~26日で▲22.9%  

上海総合指数は、中国景気の先行き不透明感が高

まる中、中国政府が株安対策の出口を探っているとの

思惑も加わり、20～26日の5営業日で計▲22.9%となっ

た。 

8月半ばに、政府機関として株式を買い支えていた中

国証券金融が、一部株式を国有資産会社に移管したと

報じられたことから、政府が市場介入の出口戦略を模

索しているとの懸念が高まり、実際、20日以降は政府に

よる株式市場への介入が限定的となっていた。更に、21

日に発表された8月の財新製造業購買担当者指数

（PMI）が予想に反して大幅に低下したことを受け、同日

の上海総合指数は前日比▲4.3%と急落。24日には、同

指数が終値で節目となる3,500を下回り、▲8.5%と大幅

安となった。25日も売り圧力に押され▲7.6%と連日で大

幅安となった。 

25日の取引終了後に、人民銀行が利下げと預金準

備率引き下げを同時に発表すると、翌26日は一時前日

比+4.3%になる場面があったものの、終値では▲1.3%と

下落に転じ、景気減速懸念等が根強いことを示した。 

今後については、景気減速に歯止めがかかっていな

いことに加え、資本流出が続くとみられることから、株価

は当面は不安定な動きが続くとみられる。ただし、景気

の下げ止まりや資本流出のピークアウト等を背景に株価

は9月半ば以降徐々に持ち直し局面に入ると考える。

（白岩） 

 上海総合指数の推移 図表2.

 
出所: BloombergよりＳＭＢＣ日興証券作成 

 

中国～利下げと預金準備率引き下げを同時発表 

8月25日の取引終了後、人民銀行は景気減速懸念と

株価の急落を懸念し、利下げと預金準備率引き下げを

同時に発表した。1年物貸出基準金利と1年物預金基

準金利は共に 0.25%pt引き下げられ、各々 4.60%と

1.75%となった（26日から実施）。利下げ決定は6月27日

以来で、昨年11月の利下げ開始からは5回目となり、1

年物貸出基準金利は計1.40%pt引き下げられた。一方、

預金準備率は0.5%pt引き下げられ、主要銀行で18.0%

となった（9月6日より実施）。この結果、約7,000億元の

資金が新たに供給されることになる。 

今後については、資本流出が継続するとみられること

から、預金準備率は年内に少なくとも追加で0.5%pt引き

下げられると見込まれる。更に、生産者物価の下落によ

り製造業の経営環境が悪化しているため、追加利下げ

の可能性も想定されるなど、金融緩和姿勢は当面、継

続するであろう。（白岩） 

 消費者物価指数と金融政策の推移 図表3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所: CEIC、中国人民銀行他よりＳＭＢＣ日興証券作成 

 

南アフリカ～4-6月は5四半期ぶりのマイナス成長 

25日に発表された4-6月の実質GDPは前期比年率▲

1.3%と1-3月（+1.3%）および市場予想（Bloomberg、

+0.6%）を大きく下回り、2014年1-3月以来のマイナス成

長となった。相次ぐ計画停電やプラチナ等の商品価格

下落などを背景に、鉱業（▲6.8%）や製造業（▲6.3%）

が大幅なマイナスとなったことが押し下げ要因となった。 

南アフリカは、当面低成長が続くと予想される。同国

経済の最大のボトルネックとなっている電力不足に関し

ては、設備の故障やメンテナンスのため、当面は計画停

電が継続すると見込まれる。国営電力会社エスコムは

新規発電所の建設を進めているものの、計画には大幅

な遅れが生じており、短期的に電力不足が解消する目

途は立っていない。加えて、中国の景気減速懸念等を

背景に商品価格が大きく水準を切り下げており、これも

引き続き景気の下押し要因になると予想される。一方、

南アフリカ準備銀行（中央銀行）は2015年7月にインフレ

懸念の高まりを背景に約1年ぶりに利上げを実施、今後
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も段階的に政策金利を引き上げることを示唆しており、

これが消費や投資の重石になるとみられる。 

このように南アフリカは低成長が継続すると予想され

ることに加え、経常赤字は高水準、財政再建への道筋

も不透明であるなど、経済ファンダメンタルズは良好とは

言い難い。年内にも米利上げが見込まれていることを踏

まえると、通貨ランドは当面冴えない展開が続くと予想さ

れる。（前田） 

 南アフリカの実質GDP成長率 図表4.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所: CEIC、南アフリカ統計局よりＳＭＢＣ日興証券作成 

 

 

 来週にかけてのスケジュールと見通し 

今週前半にかけては、中国の8月財新製造業PMIが

市場予想を下回ったことや中国株の急落をきっかけとし

た世界的なリスク回避の流れを受けて、商品市況や新

興国株・通貨が全般的に売られたが、足元ではリスク回

避の流れがひとまず一服している。中国の追加金融緩

和や米国の利上げ後ずれ観測などが相場の下支えと

なっており、来週にかけても中国の動向や米国の利上

げ時期を巡る思惑などが市場の注目点となろう。中国に

ついてはこれまでの金融緩和の累積効果や政府による

インフラ投資拡大などを背景に景気は底入れに向かうと

予想されることから、中国景気に対する不安感も徐々に

後退するとみている。米国の金融政策についても9月の

利上げ観測が後退しつつあり、目先的には新興国資産

の買い戻しの流れが続くとみている。 

ただ、トルコやブラジルの政治不安など国内に個別

のリスク要因を抱える国もあり、各国ごとの動向にも注意

を要しよう。 

来週にかけての新興国のスケジュールでは、以下の

ようなイベントが注目される。 

中国では、9月1日に中国物流購入連合会の製造業

購買担当者指数（PMI）と財新の製造業購買担当者指

数（確報値）が発表される。共にさえない結果となった場

合は再び中国の景気減速懸念が高まる可能性があり、

注意が必要であろう。 

トルコでは、足元で中国の懸念が後退しつつある中、

市場の目は再びトルコ国内の政治・治安等に向かうとみ

られる。再選挙の日程は11月1日に決定したが、足元で

与党AKP（公正発展党）の支持率は伸び悩んでいるた

め、今後の世論調査の結果等に注目が集まる。他方、

政府がIS（イスラム国）やPKK（クルド労働者党）に対す

る空爆を実施した7月下旬以降、国内では特にPKKに

よるテロが頻発しており、観光業等への影響が懸念され

ている。観光収入の減少は経常収支の悪化要因となる

ため、まずは本日発表の7月の外国人観光客数でその

影響を確認したい。 

ブラジルでは、28日に4-6月の実質GDPが発表される。

1-3月（前期比▲0.2%）からマイナス幅が拡大したとみら

れるが、市場では景気の悪化は概ね織り込まれており、

引き続き経済指標に対する反応は限定的となろう。また、

2日には政策金利の発表が予定されている。中銀は前

回会合の議事録で利上げの打ち止めを示唆しており、

その後の中銀総裁や理事の発言からもその姿勢に大き

な変化はみられない。従って、今回は昨年9月の会合以

来8会合ぶりに政策金利を据え置くとみている。但し、金

融政策についても市場の反応は引き続き限定的となろ

う。市場の注目点は政治・財政動向となっており、大統

領の二つの不正疑惑を巡る司法判断や財政関連の法

案審議等が焦点となっている。ただ、二つの司法判断

については共に足元で審理が中断しており、来週にか

けての相場は国内よりも中国など海外動向に左右され

やすい展開となろう。 

（白岩、武田、前田） 
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主な国内株価指数とテクニカル指標の推移 6.
日本株担当： 横山 敦史 

中国を発端とした世界経済の先行きに対する警戒感などから国内の主要株価指数は大きく下落。東証一部

25日騰落レシオは8月25日に67%まで下落するなど、主なテクニカル指標は軒並み売られ過ぎのシグナル

を示した。当面はボラティリティの大きい相場展開が予想されるが、投資家心理の悪化は一旦ボトムをつけ

たものとみられることなどから、目先は自律反発による株価上昇が見込めよう。 

 

 主な国内株価指数とテクニカル指標の推移 図表1.

 
注: データは2015年8月26日まで。 

出所: 各図表ともAstra ManagerよりＳＭＢＣ日興証券作成 

 
 
 
 
 

テクニカル指標の見方 

 騰落レシオ（25日）：過去 25日間の値下がり銘柄数に対する値上がり銘柄数の割合。一般的に、120%以上で買わ
れ過ぎを、70%以下で売られ過ぎを表す。 

 ストキャスティクス（9 日）：直近の終値が過去のレンジで相対的にどのレベルに位置するのかを見るための指標。 

%D＝（直近終値と直近 9日間の安値の乖離の 3日移動平均）÷（直近 9日間の高値と安値の乖離の 3日移動平均） 
Slow%D は%D の 3 日移動平均。一般的に%D が 80%以上で買われ過ぎ、20%以下で売られ過ぎを表す。 
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今週のストラテジー・セレクション 7.
日本株担当： 井場 浩之 / 松永 良輔 

日興ストラテジー・セレクションのなかから、株価トレンド面を踏まえて以下の銘柄を紹介する。業績への上

振れ期待感が高い銘柄に着目、また直近の株価急落や原油安メリット拡大も考慮。 

  

 
注: 中期的な株価トレンドが良好な銘柄を紹介。各種テクニカル指標をベースに判断 

出所: 株式調査部アナリストレポート、東洋経済会社四季報最新銘柄レポート、Astra Manager等よりＳＭＢＣ日興証券作成 

【株価チャート（週次）】 

【注目ポイント】 

SAP 販売好調で会社計画 16/3 期営
業利益は前期比 19%増で過去最高
益水準となる見通し。1Q 決算発表時
に上期会社計画の利益を増額、原料
安の寄与大きく、さらに上振れ期待。
株価は 8/11 に年初来高値を更新。 

 

【会社概要と株価状況】 

紙おむつに使用される高吸水性樹
脂（SAP）で世界トップ。 

 

◎日本触媒（4114） 売買単位：1,000 株 

（年/月） 

【株価チャート（週次）】 

【注目ポイント】 

建設セクターの業績回復トレンドは継 

続中。ポジティブな 16/3 期 1Q(4-6 月
期)決算では、完成工事総利益率の
好転を確認、受注も大幅増で、今後
の業績上振れ期待が高まっている。
株価は 8/18 に年初来高値を更新。 

【会社概要と株価状況】 

総合建設大手の一角。大型土木か 

ら建築、戸建て住宅と幅広く展開。 

 

◎大成建設（1801） 売買単位：1,000 株 

（年/月） 

【株価チャート（週次）】 

【注目ポイント】 

1Q 決算発表時に連続最高益予想の
16/3 期会社業績計画は据え置きとな
ったが保守的とみられる。決算発表後
の株価は堅調だったが、上場来高値
(8/3)から 8/25安値まで約 26%下落、う
ち 8/27 終値では約 9%分値を戻す。 

 

【会社概要と株価状況】 

精密モータ大手でHDD用は世界首
位。車載、産業用等に注力中。 

 

◎日本電産（6594） 売買単位：100 株 

（年/月） 

【株価チャート（週次）】 

【注目ポイント】 

ポジティブな 1Q 決算発表時に 16/3

期会社業績計画は据え置かれたが、
上振れ期待。2Q(7-9 月期)に入っても
国際線と国内線はともに好調、燃油
安メリットも原油安で拡大期待。株価
は上場来高値を 8/4 に更新。 

【会社概要と株価状況】 

国内二大航空会社の一角。公的資
金投入と大リストラで更生法終結。 

 

◎日本航空(9201) 売買単位：100 株 

 

（年/月） 

【株価チャート（週次）】 

【注目ポイント】 

1Q 決算はポジティブ、同時に数年単
位で持続的な寄与が見込める製品の
利益貢献拡大を確認、2Q以降の業績
見通しについても期待感高まる。広義
の内需関連株として注目。株価は年
初来高値を 8/12 に更新。 

【会社概要と株価状況】 

ゲーム大手。ドラクエ等人気タイトル
保有。アミューズメント施設運営も。 

 

◎スクウェア・エニックス・ホールディングス（9684） 売買単位：100 株 

（年/月） 
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アベノミクスで突っ走る“観光立国ニッポン” 8.
日本株担当： 西尾 浩一郎 

訪日外国人関連について、人民元切り下げが中国人観光客の減少につながる影響を警戒する向きもある

が、弊社の試算では業績に与える影響は限定的で過度に悲観する必要はないと捉えている。株式市場は

不透明感を嫌うことから落ち着きを取り戻すのに時間を要する可能性はあるが、前年同月比でみた中国人

観光客の増加トレンドなどを確認することで、関連銘柄の評価は徐々に高まると考えられる。 

 

 訪日外国人の旺盛な消費意欲を取り込む日本企業 

年間訪日外国人数は、2013年に過去最高の1,036万

人と初めて1,000万人を突破した。その後も勢いは衰え

をみせることなく2014年は1,341万人にまで増加し、

2015年は1-7月合計で既に1,100万人を超えている。こ

のような成果をあげた背景には、首都圏空港(羽田・成

田)の年間発着枠の拡大や東南アジア諸国へのビザ発

給要件緩和を進めてきたことなどがある。訪日外国人の

旅行消費額の増加にも著しいものがあり、2014年年間

の消費額は2兆278億円(前年比+43.1%)と過去最高を

更新。2015年は1-3月期：7,065億円(同+64.4%)→4-6月

期：8,887億円(同+82.5%)、と年間で3兆円突破が視野

に入りつつある。訪日外国人の旺盛な消費意欲は、百

貨店のみならず家電量販店、ドラッグストア、鉄道、宿泊

など様々な業態に好影響をもたらすとみられ、内需の拡

大に幅広く貢献できると考えられる。 

 人民元切り下げの影響を過度に悲観する必要はない 

訪日外国人関連について、人民元切り下げが中国

人観光客の減少につながる影響を警戒する向きもある。

確かに円安・人民元高が進んだことで観光客が増えた

面もあろう。しかし、人民元切り下げ後に著しく円高・人

民元安が進んだわけではない(図表1)。弊社では、仮に

対ドルで人民元を10%切り下げた場合、訪日中国人客

数は4%減少し、旅行消費額は14%減少すると試算して

いるが、この場合TOPIX小売業の売上高を0.36%減少

するだけに留まることから業績への影響は軽微とみてい

る。また、そもそも中国から日本に観光客が押し寄せる

背景に、中国の1人当たりGDPが増加する中で海外旅

行者が増えていること、日本の魅力度が増していること

があることも踏まえると、これまでの訪日ブームが変調を

きたすとは考えにくい。株式市場は不透明感を嫌うこと

から落ち着きを取り戻すのに時間を要する可能性はあ

るが、前年同月比でみた中国人観光客の増加トレンド

や企業からの近況報告を確認することで、関連銘柄の

評価は徐々に高まると考えられる(図表2)。 

 

 

 訪日中国人客数と人民元の推移 図表1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所: 日本政府観光局、Astra ManagerよりＳＭＢＣ日興証券作成 

 主な訪日外国人関連銘柄 図表2.

 
出所: Astra ManagerなどよりＳＭＢＣ日興証券作成 

 

 

 

 

 

 

 

株式
コード

銘柄略称 特色
8月26日
終値(円)

2780 コメ兵 関東、関西の強化を進め、新宿、銀座、青山や梅田、心斎橋等に店舗を構える 3,025.0
3048 ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ 池袋、新宿、有楽町、渋谷等ターミナル駅に大型店を展開 1,148.0
3086 Jﾌﾛﾝﾄ 外国人観光客を取り込むべく、売り場の新規開発等を進める 1,928.0
3088 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ “マツキヨ”ブランドは外国人にも浸透しており化粧品や医薬品等のお土産需要大 5,620.0
3099 ﾐﾂｺｼｲｾﾀﾝ 新宿、日本橋、銀座の都心部の基幹3店を、世界最高レベルの店舗とすることを目標 1,871.0
4911 資生堂 17年度までの新3ヵ年計画では訪日外国人向け事業等に注力する方針を掲げる 2,599.5
7532 ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃH 24時間営業を強みに、「昼は観光、夜は買い物」といった訪日外国人のニーズにマッチ 4,645.0
8410 ｾﾌﾞﾝ銀行 訪日外国人の増加に伴い海外カードの利用件数が大幅に増加 509.0
8802 菱地所 丸の内の再構築を推進しており、国際競争力のあるまちづくりを目指す 2,561.0
9001 東　武 東京を代表する観光地・浅草と世界遺産の日光を結ぶ路線を運行 526.0
9020 JR東日本 東京圏、都市間ネットワークの充実・拡大に取り組む 11,085.0
9201 ＪＡＬ JR東日本やJTBグループと訪日客数増加を目的に業務提携 4,310.0
9419 ﾜｲﾔﾚｽG 銀座、秋葉原や富士山地域等で無料Wi-Fiサービスを運用 2,255.0
9603 ｴｲﾁ･ｱｲｴｽ ハウステンボスが好調でアジアを中心に世界各国から集客 3,930.0
9616 共立ﾒﾝﾃ ビジネスホテル、リゾートホテル共に訪日外国人の増加もありホテルの稼働率上昇 6,780.0
9735 セコム 訪日旅行者の増加で警備に対する需要が高まれば、同社に追い風が吹こう 7,397.0
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トルコ～当面の通貨リラの見通し 9.
トルコ担当： 前田 佑太 

トルコリラは8月半ば以降、中国の景気減速懸念や国内の再選挙決定等を背景に、大幅な下落となった。中

国景気に対する懸念は後退すると見込まれる一方、トルコでは再選挙に伴う政治的不透明感が強い状況

が続くとみられ、米国の年内利上げ期待が再浮上する見込みであることも考慮すると、トルコリラは再選挙

まで売られやすい地合いが続くと予想している。なお、再選挙は11月1日に実施される予定となっている。 

 

 トルコリラは8月半ば以降に大幅に下落 

トルコリラは8月半ば以降大幅に下落し、対ドルでは

20日、対円では24日に過去最安値を更新した（それぞ

れ1ドル=3.0031リラ、1リラ=39.18円）。この背景には、中

国の景気減速懸念を受けた世界的なリスク回避姿勢の

強まりに加え、国内の再選挙に伴う政治的な不透明感、

治安の悪化等が挙げられる。 

 中国の景気減速懸念は徐々に後退 

中国景気に関しては、年後半にインフラ投資の伸び

が高まると予想されること、政府が景気刺激策を順次打

ち出すと見込まれることなどから、7-9月を底に徐々に持

ち直すと予想している。足元では市場の過度な不安は

一服しつつあるが、今後経済指標等で景気持ち直しが

確認されるにつれ、中国景気に対する懸念が市場心理

の重石になる局面は終息に向かうと考えている。 

 再選挙に伴う政治的な不透明感が高まる 

他方、与党AKP（公正発展党）は6月7日の総選挙で

過半数の議席を得られなかったことから、7月13日以降

正式な連立交渉を開始したが、最大野党CHP（共和人

民党）および極右政党MHP（民族主義者行動党）との

交渉は決裂した。これを受け、組閣期限の切れた8月24

日、エルドアン大統領は正式に再選挙の実施を宣言。

再選挙は11月1日に予定されている。 

次の焦点は、再選挙でAKPが過半数の議席を獲得

できるか否かとなろう。ダウトオール党首は過半数獲得

に自信を示す一方、世論調査によると、依然として過半

数獲得に必要とされる得票率を安定的に獲得できてい

ない。そのため、エルドアン政権は今後、「強い政府」を

求める国民の支持がAKPに一段と回帰することを狙い、

IS（イスラム国）やクルド勢力に対する強硬姿勢を強める

可能性があろう。 

このような政権の思惑通りに事が運べば、AKPが再

選挙で過半数を獲得することは可能であるとみられる。

もっとも、再選挙までは2ヵ月以上残されており、現時点

で選挙結果を予想することは非常に困難と言えよう。 

 当面のトルコリラの見通し 

中国景気に対する懸念は後退すると見込まれる一方、

市場では年内の米利上げが予想されている。このような

中、トルコでは再選挙に伴う政治的不透明感が強い状

況が続き、かつ前述のように政府がクルド勢力等に対す

る強硬姿勢を強めることで、治安が一段と悪化すること

も懸念される。そのため、11月1日の再選挙まで、トルコ

リラは売られやすい地合いが続くと予想している。 

その後、再選挙でAKPが過半数を獲得できれば、政

治的な安定性が回復しリラは大きく反発する可能性が

高いとみている。一方、過半数を得られない場合、リラ

は一段と下値を探る展開となろう。この場合、「再々選挙」

は現実的ではないため、今度は連立政権が樹立される

とみられ、リラはやや買い戻されることとなろう。 

なお、この過程でリラ安が一段と進行、通貨安に歯止

めがかからない場合には、中央銀行が2014年1月のよう

な緊急利上げに踏み切る可能性もあると考えている。 

 

 

 

 

 

 トルコリラ相場 図表1.

 
出所: BloombergよりＳＭＢＣ日興証券作成 
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向こう3ヵ月の主な注目スケジュール 10.
日本株担当： 溝渕 彩乃 

国内では、9月に自民党総裁選、10月にマイナンバー開始などが予定されている。海外では、9月に米国で

FOMC、米中首脳会談、10月に中国で5中全会などが予定されている。米国で年内利上げが取り沙汰される中、

中国景気減速懸念や世界株安を背景に、9月利上げ観測は後退しつつある。このような状況下では、9月

FOMCを前に今まで以上に米国経済指標や関係者の発言に注目が集まり、市場は神経質になろう。 
 
 

＜向こう3ヵ月の主な注目スケジュール①＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所: 各種報道等をもとにＳＭＢＣ日興証券作成。特に断りがない限り日本。スケジュールは予告なしに変更されることがあります 

9月 月内

1日 ・ 厚生年金保険料の引き上げ ・軽減税率最終案策定（今秋めど）
・ 第10回中国-北東アジア博覧会（～6日、中国・長春） ・

3日 ・ ECB（欧州中央銀行）理事会
・ 北京で抗日戦争勝利70年記念式典 ・国土交通省が基準地価を公表

4日 ・ ・安全保障関連法成立目指す（上旬）

・フランシスコ・ローマ教皇が即位後初の訪米

7日 ・ 米国市場休場（レイバーデー） ・デンマーク議会選
・ ・ポルトガル議会選（9～10月ごろ）

・

8日 ・ 自民党総裁選告示（調整中）

9日 ・ ・習近平国家主席訪米、米中首脳会談（下旬）

・九州電力川内原発1号機営業運転開始（後ずれ？）
・ ・

・ APEC財務相会合（～11日、フィリピン・セブ） ・ギリシャのIMFへの返済が9月合計で15億ユーロ強

10日 ・ 普天間飛行場の辺野古移転工事停止明け（延長？） ・

13日 ・ グアテマラ大統領選

14日 ・ 日銀金融政策決定会合（～15日） ・安倍首相国連総会出席（検討中）（下旬）
・ ・防衛省、辺野古沖の埋め立て着工（？）

・TPP閣僚会議（大筋合意？）
・ IAEA総会（～18日、オーストリア・ウィーン） ・日中首脳会談（下旬、早ければ？）

15日 ・ 国連総会（～28日、米国・ニューヨーク）
・ フランクフルト国際自動車ショー（～27日、ドイツ・フラン

16日 ・ FOMC（米連邦公開市場委員会、～17日）

17日 ・ ゲーム見本市「東京ゲームショウ」開幕（～20日）

20日 ・ ギリシャ総選挙
・ 自民党総裁選投開票（調整中）

21日 ・ 日本市場休場（敬老の日）

22日 ・ 日本市場休場（国民の休日）

23日 ・ 日本市場休場（秋分の日）

27日 ・ スペイン・カタルーニャ州議会選
・ 延長国会会期末

30日 ・ 安倍首相の自民党総裁の任期満了

IAEA（国際原子力機関）定例理事会（～11日、オースト

リア・ウィーン）

世界経済フォーラム夏季ダボス会議（～11日、中国・大

連）

無線通信技術見本市「スーパー・モビリティー・ウィーク」
（～11日、米国・ラスベガス）

米議会が欧米など6ヵ国とイランの核協議の最終合意の承

認・不承認を決議（9月中旬）

ギリシャ短期国債償還が9月合計で46億ユーロ（9/4、11、

18）

G20財務大臣・中央銀行総裁会議（～5日、トルコ・
アンカラ）

安全保障関連法案が「60日ルール」による再可決
が可能に

外部有識者の検証委員会による新国立競技場の建設計
画見直しに関する検証（中間報告）（中旬）

政府が民間企業の投資を後押しするための官民対話の
場を設ける（今秋にも）
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＜向こう3ヵ月の主な注目スケジュール②＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所: 各種報道等をもとにＳＭＢＣ日興証券作成。特に断りがない限り日本。スケジュールは予告なしに変更されることがあります 

10月 月内

1日 ・ 第20回国勢調査 ・社会保障・税番号制度（マイナンバー）開始
・ ・ポーランド議会選

・

・ 中国、国慶節（建国記念日）休暇（～7日） ・

3日 ・ 東西ドイツ統一から25年

6日 ・ 日銀金融政策決定会合（～7日） ・防衛装備庁発足
・ ・

8日 ・ G20財務大臣・中央銀行総裁会議（ペルー・リマ） ・九州電力川内原発2号機再稼働（後ずれ？）

9日 ・ ・

・ IMF・世銀年次総会（～11日、ペルー・リマ）

12日 ・ 米国債券市場休場（コロンブス記念日） ・
・ 日本市場休場（体育の日）

16日 ・ 米韓首脳会談 ・日中韓首脳会談（前半？、韓国）

17日 ・ 靖国神社で秋季例大祭（～20日）

18日 ・ スイス議会選挙

22日 ・ ECB（欧州中央銀行）理事会

25日 ・

27日 ・ FOMC（米連邦公開市場委員会、～28日）

30日 ・ 日銀金融政策決定会合（展望レポート公表）
・ 東京モーターショー一般公開（～11/8）

11月 月内

1日 ・ トルコ再選挙

3日 ・ 日本市場休場（文化の日）

11日 ・ 米国債券市場等休場（ベテランズデー）

15日 ・ G20首脳会合（～16日、トルコ・アンタルヤ）

18日 ・ 日銀金融政策決定会合（～19日）

APEC首脳会議（～19日、フィリピン・マニラ首都圏）

23日 ・ 日本市場休場（勤労感謝の日）

26日 ・ 米国市場休場（感謝祭）

30日 ・ COP21（国連気候変動枠組条約締約国会議、～12/11、

フランス・パリ）

アルゼンチン大統領選挙（決まらない場合は11月24日
に決選投票）

家電・IT国際見本市「CEATECジャパン」（～10

日）

3共済（国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済

組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団）とGPIF

が運用一元化

IMF（国際通貨基金）が世界経済見通し（World Economic

Outlook）を発表

中国共産党、経済運営の5ヵ年計画を討議する党中
央委員会第5回全体会議（5中全会）を開く

在京民放5社（日本テレビ、テレビ朝日、TBSテレビ、テレ

ビ東京、フジテレビジョン）が共同で、インターネットで無
料見逃し配信サービス「TVer（ティーバー）」開始

安倍首相、カザフスタン、ウズベキスタンなど中央アジア
諸国訪問を検討（10月めど）

2020年以降の地球温暖化対策の次期枠組み交渉の国連

作業部会（事前合意目指す）

第32回国際通貨金融委員会（IMFC）（～10日、ペルー・

リマ）
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来週・再来週の主なスケジュール11.
 

＜来週のスケジュール＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注: 発表日は現地時間。市場予想と実績は2015年8月27日12時時点のBloombergの値を表示。スケジュールは予告なしに変更されることがあります 

出所: Bloombergおよび各種報道などよりＳＭＢＣ日興証券作成   

発表日 国・地域 市場予想 前月・前期・前年

日本 7月 鉱工業生産指数（前月比、速報） ▲0.2% 1 .1%

米国 8月 シカゴ購買部協会景況指数 54.5 54.7

ユーロ圏 8月 消費者物価指数（速報、前年比） － 0 .2%

4-6月期 設備投資（法人企業統計、ソフトウエア除く、前年比） － 8 .1%

4-6月期 設備投資（法人企業統計、ソフトウエア含む、前年比） 8 .9% 7 .3%

8月 新車販売台数（除く軽自動車、前年比） － ▲1.3%

8月 ISM製造業景況指数 52 .8 52 .7

8月 自動車販売台数（年換算） 1,725万台 1,746万台

7月 失業率 － 11.1%

8月 製造業PMI（確報、前回値は速報値） － 52.4

英国 8月 製造業PMI － 51.9

8月 財新製造業PMI（確報、前回値は速報値） 47 .3 47 .1

8月 製造業PMI 49 .7 50 .0

8月 非製造業PMI － 53.9

豪州 － 政策金利 2.00% 2.00%

インドネシア 8月 消費者物価指数（前年比） － 7.26%

タイ 8月 消費者物価指数（前年比） － ▲1.05%

7月 製造業受注（前月比） 0.0% 1.8%

8月 ADP雇用統計（前月比） 19.8万人 18.5万人

－ 地区連銀経済報告（ベージュブック） － －

豪州 4-6月期 実質GDP（前期比） － 0 .9%

7月 鉱工業生産（前月比） － ▲0.3%

－ 政策金利 14 .25% 14 .25%

7月 貿易収支 ▲445億ドル ▲438億ドル

8月 ISM非製造業景況指数（総合） 59.0 60.3

7月 小売売上高（前月比） － ▲0.6%

8月 サービス業PMI（確報、前回値は速報値） － 54.3

－ 政策金利 － 0.05%

－ ECB（欧州中央銀行）理事会 － －

7月 貿易収支 － ▲29.33億豪ドル

7月 小売売上高（前月比） － 0.7%

トルコ 8月 消費者物価指数（前年比） － 6.81%

中国 － 抗日戦争勝利70年記念式典（北京） － －

日本 7月 毎月勤労統計-現金給与総額（前年比、速報） － ▲2.5%

8月 民間部門雇用者数（前月比） 20.0万人 21.0万人

8月 失業率 5 .3% 5 .3%

8月 非農業部門雇用者数（前月比） 20.5万人 21.5万人

ユーロ圏 4-6月期 実質GDP(前期比、改定値、前期値は速報値) － 0 .3%

フィリピン 8月 消費者物価指数（前年比） － 0.8%

ロシア 8月 消費者物価指数（前年比、発表日未定、～7日） － 15.6%

－ － G20財務大臣・中央銀行総裁会議（～5日、トルコ・アンカラ） － －

9月5日(土) 英国 8月 ハリファックス住宅価格指数（前月比、発表日未定、～10日） － ▲0.6%

9月6日(日) 日本 － 岩手県知事選投開票 － －

米国

ユーロ圏

9月3日(木)

8月31日(月)

ユーロ圏

中国

ブラジル

米国

日本

米国

9月2日(水)

9月1日(火)

豪州

米国

9月4日(金)
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本レポートについての注意事項は巻末をご覧ください。 

 

＜再来週のスケジュール＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
注: 発表日は現地時間。市場予想と実績は2015年8月27日12時時点のBloombergの値を表示。スケジュールは予告なしに変更されることがあります 

出所: Bloombergおよび各種報道などよりＳＭＢＣ日興証券作成  

発表日 国・地域 市場予想 前月・前期・前年

7月 景気一致CI指数（速報） － 112.3

7月 景気先行CI指数（速報） － 106 .5

米国 － 休場（レイバーデー） － －

独 7月 鉱工業生産（前月比） － ▲1.4%

4-6月期 実質GDP(前期比年率、2次速報、前回値は速報値) － ▲1.6%

7月 経常収支（季調済） － 13 ,003億円

8月 景気ウォッチャー調査-現状判断DI － 51.6

8月 景気ウォッチャー調査-先行き判断DI － 51 .9

－ 自民党総裁選告示（調整中） － －

7月 輸入（前月比） － ▲0.8%

7月 貿易収支 － 240億ユーロ

7月 輸出（前月比） － ▲1.1%

8月 貿易収支 － 430 .3億ドル

8月 輸入（前年比） － ▲8.1%

8月 輸出（前年比） － ▲8.3%

米国 － 無線通信技術見本市「スーパー・モビリティー・ウィーク」（～11日、ラスベガス） － －

メキシコ 8月 消費者物価指数（前年比） － 2.7%

－ 世界経済フォーラム夏季ダボス会議（～11日、中国・大連） － －

－ APEC財務相会合（～11日、フィリピン・セブ） － －

7月 機械受注（船舶・電力除く民需、前月比） － ▲7.9%

－ 普天間飛行場の辺野古移転工事停止明け（延長？） － －

英国 － 政策金利 0.50% 0.50%

8月 消費者物価指数（前年比） － 1 .6%

8月 新規銀行融資（発表日未定、～15日） － 14 ,800億元

8月 マネーサプライM2（前年比、発表日未定、～15日） － 13.3%

8月 新規雇用者数（前月比） － 38,500人

8月 失業率 － 6.3%

NZ － 政策金利 2.75% 3.00%

4-6月期 実質GDP（前年比） － 2.3%

7月 経常収支 － ▲33.6億ドル

ブラジル 8月 IPCA（拡大消費者物価指数、前年比） － 9.56%

7-9月期
法人企業景気予測調査
（景況判断BSI-大企業製造業、前期比）

－ ▲6.0%pt

7-9月期
法人企業景気予測調査
（景況判断BSI-大企業全産業、前期比）

－ ▲1.2%pt

インド 7月 鉱工業生産（前年比） － 3.8%

マレーシア － 政策金利 3.25% 3.25%

韓国 － 政策金利 － 1.50%

9月12日(土)

1-8月 固定資産投資（都市部、年初来、前年比） － 11 .2%

8月 小売売上高（前年比） － 10 .5%

8月 鉱工業生産（前年比） － 6 .0%

日本

9月9日(水)

－

日本

独

中国

日本

9月10日(木)

9月11日(金)

9月13日(日)

9月8日(火)

9月7日(月)

中国

豪州

トルコ

日本

中国
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本レポートについての注意事項は巻末をご覧ください。 

投資情報部作成最新レポートのご紹介 

【定期発行レポート】 

Daily Outlook（日刊投資情報）、主要通貨デイリー 、新興国通貨デイリー、Global Market Review 、Japan Market 

Review、Weekly Outlook（週刊投資情報）、投資部門別売買動向（現物・先物）、月刊投資情報（株式・為替・金利の見

通し）、日本株投資戦略（月刊プレゼン資料）、日興ストラテジー・セレクション（注目銘柄リスト）、注目スケジュール etc 

【スポット・レポート】 

＜日本株式＞ 

 

2015/08/24 

2015/08/21 

2015/08/19 

 

株価上昇のきっかけは何か ～バリュエーションの調整進む～ 

当面の日経平均の下値目途 ～今後の上昇相場に備える局面か～ 

2015 年 4-6月期決算発表終了時点での業績動向と注目銘柄 

＜マクロ・為替・金利・新興国・海外株式＞ 

 

2015/08/26 

2015/08/25 

2015/08/25 

2015/08/24 

2015/08/24 

2015/08/19 

2015/08/19 

2015/08/17 

2015/08/14 

2015/08/13 

 

中国株式 

豪ドル 

為替 

米国株式 

中国株式 

日本政治 

トルコ 

米国株式 

中国経済 

中国経済 

利下げにもかかわらず株価の本格回復は 9 月以降となろう 

足元の急落について 

ドル円：目先は波乱含みも、先行きドル高円安予想を継続 

米国株の下落について～下値は限定的 

8月 24日の上海総合指数の急落について 

戦後 70 年談話～外交改善に障害とならず経済政策へ注力 

再選挙がほぼ確定し、政治的不透明感が強まる 

Hot Topics：ロボティクス関連銘柄 

今回の人民元急落局面はほぼ終了した公算 

7月の経済指標は株価下落による景気下押し圧力を示唆 

【カンパニー・ブリーフ】 

 
2015/08/12 

2015/08/12 
 
日本電産（6594） 

日本触媒（4114） 

2015/08/12 

 

良品計画（7453） 

 

【カントリー・レポート】 

 2015/07/14  メキシコ概観  2015/06/10 ブラジル概観 

【注目の投資テーマ＆業界ナビ】 

 2015/08/26 

2015/08/14 

 投資妙味の大きい、「中国関連銘柄」 

守りから攻めへ、「成長投資による利益創出」 

【その他プレゼン資料】 

 

2015/08/26 

2015/08/26 

2015/08/21 

2015/08/21 

2015/08/21 

2015/08/21 

2015/08/19 

2015/08/14 

2015/08/14 

 

TOPIXの予想 EPSから日経平均の水準を探る 

米国の利上げ期待は後退 

8月以降、秋ごろにかけて仕込み時 

円安ドル高は継続する見通し 

日経平均の下値目途 ～今後の上昇相場に備える～ 

米国主要企業決算発表スケジュール 

1Q決算：高進捗率銘柄は発表後も好パフォーマンス続く（更新版） 

ROE解体新書 ～2015年日本株事始～（更新版） 

豪ドルの現状と見通し 
 

＊ 上記レポートをご希望の方は、最寄りの支店までお問い合わせください。 
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【金融商品取引法第 37 条（広告等の規制）にかかる留意事項】 

手数料等について 

弊社がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。例えば、店舗における国内

の金融商品取引所に上場する株式等（売買単位未満株式を除く。）の場合は約定代金に対して最大 1.242%（ただし、最低手数料5,400 

円）の委託手数料をお支払いいただきます。投資信託の場合は銘柄ごとに設定された各種手数料等（直接的費用として、最大 4.32%の

申込手数料、最大 4.5%の換金手数料又は信託財産留保額、間接的費用として、最大年率 5.61%の信託報酬（又は運用管理費用）及

びその他の費用等）をお支払いいただきます。債券、株式等を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお

支払いいただきます（債券の場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。）。また、外貨建ての商品の場合、

円貨と外貨を交換、又は異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて弊社が決定した為替レートによるものとしま

す。上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率又は金額を記載しております。 

リスク等について 

各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等及び有価証券の発行者等の信用状況（財

務・経営状況を含む。）の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ（元本欠損リスク）、又は元

本を超過する損失を生ずるおそれ（元本超過損リスク）があります。 

なお、信用取引又はデリバティブ取引等（以下「デリバティブ取引等」といいます。）を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバ
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に、対象となる有価証券の価格又は指標等の変動により損失の額がお客様の差入れた委託保証金等の額を上回るおそれ（元本超過
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また、店頭デリバティブ取引については、弊社が表示する金融商品の売付けの価格と買付けの価格に差がある場合があります。 
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