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投資戦略ウィークリー 

“「災」転じて「福」となす？～2019 年相場を展望！” 
リサーチ部  庵原 浩樹 増渕 透吾

DID:03-3666-2101 (内線 244)

E-mail: hiroki.ihara@phillip.co.jp

フィリップ証券株式会社

   2019 年 1 月 4 日年末・年始合併号(2018/12/21 作成) 

Report type: ウィークリーストラテジー 

■主な企業決算 の予定
●12月 25日（火）：しまむら、壱番屋、ストライク、ピックルスコーポレーシ
ョン、あさひ、象印マホービン

●12月 26日（水）：ニイタカ、三益半導体工業、オークワ、ハイデイ日高、ナ
ガイレーベン、スギホールディングス、パルコ

●12月 27日（木）：Ｊ．フロント リテイリング、ヒマラヤ、DCMホールディ
ングス、ミタチ産業、ウェザーニューズ、宝印刷、ケーヨー、タカキュー、一
六堂、平和堂、タキヒヨー、ニトリホールディングス

●12月 28日（金）：アダストリア、パイプド HD、北恵、ハローズ、髙島屋、
ライトオン、ERIホールディングス、ハズブロ、マテル

■主要イベントの予定
●12月 24日（月）：
・米 11 月のシカゴ連銀全米活動指数
●25日（火）：
・11月の企業向けサービス価格指数、10 月の景気先行 CI指数、10 月の景気一致指数
●26日（水）：
・米 10 月の S&P コアロジック CS 米住宅価格指数
・米 12 月のリッチモンド連銀製造業指数
●27日（木）：
・11月の 住宅着工件数
・米 10 月の FHFA 住宅価格指数
・米 22 日終了週の新規失業保険申請件数
・米 11 月の新築住宅販売件数
・コンファレンスボード消費者信頼感
●28日（金）：
・東京証券取引所、大納会
・11 月の有効求人倍率・失業率、12 月の東京 CPI、11 月の鉱工業生産
・11 月の小売売上高、百貨店･スーパー販売額、10 月の自動車生産台数
・米 12 月のシカゴ購買部協会景気指数、米 11 月の中古住宅販売仮契約(前月比)
●30日（日）：
・米国を除く TPP 参加 11 ヵ国の新協定「TPP11」発効
●2019年 1月 3 日（木）：
・米 12 月の ADP雇用統計、米 29日終了週の新規失業保険申請件数
・米 12 月の ISM 製造業景況指数、米 12月のワーズ自動車販売台数合計
●2019年 1月 4 日（金）：
・米 12 月の雇用統計
●2019年 1月 7 日（月）：
・米 11 月の製造業受注、米 11 月の耐久財受注、米 12 月の ISM 非製造業指数

（Bloomberg をもとにフィリップ証券作成） 

■“「災」転じて「福」となす？～2019 年相場を展望！”
 年末恒例、清水寺による今年の漢字は「災」となったが、2019年は果た

して“「福」となす”となるのだろうか？トランプ政権誕生以来、世界は激動

の時代を迎え、2016年から2017年にかけては株式市場にプラスの作用を

及ぼしたが、2018年は一転負の作用をもたらした。山高ければ谷深し。株

式市場は、2017年末に成立したトランプ政権による税制改革法（実質的な

減税）の効果を織り込み、世界の株式市場は2018年年初からロケットスタ

ートとなった。 

日経平均は1/23に1991/11以来の水準となる24,124円で取引を終え、

NY ダウは1/26に終値で26,616ドルの最高値をマーク。しかし、2月に入り

就任したばかりのパウエル議長の FRB による追加利上げへの警戒感や大

型減税に伴う米財政赤字への懸念が浮上。世界の株式市場は急反落と

なった。VIX は一度も20を超えずゴルディーロックス相場（適温相場）となっ

た2017年から一転、2018/2/6には VIX が一時50（通常は10-20で推移）ま

で跳ね上がり、ボラティリティーの高いジェットコースター相場に市場は変

貌。投資家の不安心理を色濃く反映した相場展開が続いた。 

 2016/12から2017/4半ばにかけて、つまりトランプ氏の大統領選勝利から

就任後暫くの間、100を超えていたドルインデックであったが、2018/2には

一時88.25まで大きく低下し、2018/1後半から2018/4後半にかけて90を割

り込む推移となった。ドル・円は3/26に一時104.56円/ドルをつけ急激な円

高が進み、急落した日経平均は3/26にザラバで20,347.49円の年初来安

値に沈んだ。米国の保護主義的な通商政策による貿易摩擦も投資家心

理を冷え込ませたが、減税効果が顕在化し好調を示した米国の景気動向

や企業業績、原油高もあって、日経平均は10/2の終値が24,270.62円とバ

ブル崩壊後の高値を更新し、NY ダウは10/3に26,828.39ドルの最高値で

取引を終えた。ただ、これら高値を頂点に、再び株価は大きく下落し、現

状もその過程にある。 

10月の急落は、米10年国債利回りが3.2％を超える水準に急騰し、投資

家心理が急激に冷え込んだことが背景にある。VIX は再び20を超えての推

移が続いている。12月の FOMC を受けて市場は更に下げ足を速めている

が、パウエル議長の FRB は、2019年以降に向けて賢明な政策判断を下し

たものと見ている。トランプ大統領は、2020年の大統領選勝利に向けた政

策の舵取りを進めるものと予想している。このため、春先の IMF や OECD

の世界経済見通しや WSTS の半導体市場見通しなどが上方修正される可

能性もあると予想。このため、日経平均は4月頃に高値の26,000円程度ま

での上昇を想定している。ただ、その後はハイテクを中心に米中貿易戦争

が再燃し、8月頃に20,500円の安値に沈み、その後は再び堅調さを取り戻

す展開を見込む。現状のマーケットは正に「災」の渦中と言えるが、優良銘

柄を割安に買える好機とも捉えられる。ある程度の余裕資金を携え、リスク

をチャンスと捉える心構えで2019年の新年を迎えて頂きたい。（庵原） 

 2018年1月9日年末・年始号では、大林組（1802）、トレジャー・ファクトリ

ー（3093）、ブリヂストン（5108）、ヤーマン（6630）、NEC（6701）、三菱商事

（8058）、SBI ホールディングス（8473）、ソフトバンクグループ（9984）を取

り上げた。 

※本レポートは当社が取り扱っていない銘柄を含んでいます
MCI (P) 062/10/2018
Ref. No.: JPN2019_0001 
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■ハト派的政策見通し示した FRB！

注目の 12 月 FOMC は、予想通り

利上げ（政策金利 2.00-2.25％→

2.25-2.50％）を決定。利上げ見通し

は我々の想定通り、2019 年を前回 9

月の 3 回から 2 回、2020 年は年 1

回で据え置いた。長期見通し（≒中

立金利）は 3.00％から 2.75％。 

GDP 成長率は 2018 年 3.0％、

2019 年 2.3％とそれぞれ 0.1p、0.2p

の下方修正。一方、失業率の長期見

通しは 4.4％と 0.1p 引き下げた。FRB

の利上げ継続（金融正常化）の政策

判断は賢明と見るが、株式市場は大

幅下落。過剰反応であり、2019 年は

堅調なスタートを予想する。（庵原） 

■景気への懸念は 2019 年も続く？

米中貿易摩擦激化に伴い、景気

への懸念が強まり、投資家の警戒感

が高まっている。12 月初旬にはリセ

ッション入り前兆に見られる一部長短

金利が逆転（逆イールド）し、株価は

大幅に下落。ただ、米国の過去 2 回

のリセッション入りは、利上げを打ち

止め、利下げに入って 13-15 ヵ月後

であり、市場参加者はやや過剰反応

と見る。FRB の利上げ見通しからは、

リセッション入りは 2021 年となる。

米中貿易戦争は、両国が猶予期

間を設けて一時休戦状態となってい

るが、通商交渉の一部で 2019 年前

半に進展（軟化）するものと予想。トラ

ンプ政権は、大統領選勝利を意識し

た判断を下すと見ている。ただ、軍事

力に関わるハイテクでの協議は長期

化の可能性があり、2019 年後半に

摩擦再燃の可能性もあろう。（庵原）

■需給が大幅悪化した 2018 年相場

世界的に大荒れの相場展開とな

っており、国内ではシェア約 7 割の

海外投資家が、日本株市場を大きく

揺さぶっている。現物+先物で 2017

年には約 1.9 兆円買い越した海外

投資家は 12/20 現在、2018 年年初

来で約 12.6 兆円もの売り越し。 

今年 ETF を 6 兆円超買い越した

日銀だが、その効果を打ち消したと

言えそうだ。むしろ、ほぼ 3 営業日に

1 度 700 億円超の ETF を買い入れる

日銀の存在があるゆえに、海外投資

家が安心して売りを出していることも

考えられる。2019 年は日銀が相場を

サポートできているか検証を求めら

れる年となる可能性もあろう。（庵原）

【2019 年の利上げ見通しは一段と緩やかに～3 回から 2 回に引き下げへ！】 

【日米景気と株価、為替、金利の動向～景気鈍化？後退？と懸念が渦巻く！】 

【海外投資家の売りは 2019 年も続く？～日銀の ETF 買い入れの効果は？】 

（％）　FF金利見通しのドット・チャート（FOMC 2018/12/18-19）　　

2018年 2019年 2020年 2021年 長期見通し
（出所：FRBの公表資料をもとにフィリップ証券作成）

中央値2.875％ 中央値3.125％ 中央値3.125％

年2回の

利上げ見通し

年1回の

利上げ見通し
年0回の

利上げ見通し

年4回の

利上げを実施

政策金利2.25-2.50％ 中央値2.75％
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■米国大統領 3 年目のアノマリー 

 トランプ大統領は来年1/20に就任3

年目を迎える。米国株式市場では、

大統領の任期3年目に株価が上がり

やすい「大統領選挙サイクル」と呼ば

れるアノマリーがある。大統領の任期

は4年であるが、多くの大統領は就任

直後の1-2年目に不人気な構造改革

を行い、3年目から財政出動など景

気浮揚策を講じて大統領再戦を狙う

ことから生じるものとみられている。 

 ただトランプ政権については、既に

大規模な税制改革を実施。民主党も

積極的なインフラ投資については協

力が期待できるものの、ねじれ国会

により財政拡大は難しくなった。アノ

マリーに頼らず、質の高い銘柄をピッ

クアップしていくのが得策か。（増渕） 

■活況なオフィスビル市況！ 

三鬼商事が発表した 11 月時点の

都心の平均空室率は前月比 0.22 ポ

イント低下し 1.98％。低下は 4 カ月

連続で、1991 年以来 27 年ぶりに

2％を下回った。入居企業の多様化

やオフィス用途の拡大、コワーキング

スペース（共用オフィス）の普及など

が背景にあると指摘されている。起

業家向けのコワーキングスペースを

提供する米ウィーワークなども都心

部で積極的に物件を取得している。 

11 月の平均賃料は坪当たり 2 万

743 円。前月から 0.7％上昇し、59 ヵ

月連続の上昇となった。ただ、1991

年の 4万 4,193円の半分程度で、極

端な過熱感はない。住 友 不 動 産

（8830）や東京建物（8804）など下げ

た局面では買っていきたい。（増渕） 

■国内 e スポーツ市場は急成長 

eスポーツとは、オンラインで行わ

れる対戦型ゲーム競技である。欧米

では1990年代後半から賞金のかか

った大会が開催されているほか、ア

ジアでも8-9月に開催されたアジア競

技大会で、デモンストレーション競技

として実施された。Newzooによると、

eスポーツ関連市場は2021年まで年

率平均27.5％の成長が見込まれる。 

Gz ブレインによると、2018 年の e

スポーツ国内市場は前年比 13 倍の

48.3 億円。日本 e スポーツ連合正会

員となったアイ・オー・データ機器

（6916）、ストリートファイターのリーグ

を開催したカプコン（9697）などが関

連銘柄として挙げられよう。（増渕） 

【トランプ政権は 3 年目に突入～大統領選挙サイクルでは上昇の年だが】 

 

 
 

【都心オフィス空室率は 27 年ぶりの低水準～賃料上昇も過熱感はまだない】 

 

 
 

【世界的に拡大する e スポーツ市場～国内市場も急成長】 
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23.3％

東京ビジネス地区　オフィス空室率と平均賃料の動向

2018年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

空室率（％） 3.07 3.03 2.80 2.65 2.68 2.57 2.58 2.45 2.33 2.20 1.98

新築ビル 9.65 10.00 8.90 9.29 7.00 3.77 3.56 4.95 4.99 4.18 3.45

既存ビル 2.98 2.91 2.70 2.54 2.60 2.55 2.56 2.37 2.26 2.13 1.94

坪当たり平均賃料（円） 19,338 19,500 19,699 19,896 20,019 20,108 20,202 20,291 20,438 20,597 20,743

新築ビル 26,500 27,208 27,413 27,108 27,065 27,847 28,065 28,772 29,065 29,403 29,804

既存ビル 19,159 19,264 19,473 19,679 19,806 19,877 19,965 20,042 20,171 20,286 20,461
（※）東京ビジネス地区（都心5区／千代田・中央・港・新宿・渋谷区） （出所：三鬼商事、Bloombergをもとにフィリップ証券作成）
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タイトル 視聴時間（h）

1 リーグ・オブ・レジェンド 2億7,470万

2 カウンターストライク グローバル・オフェンシブ 2億3,290万

3 DOTA 2 2億1,790万

4 ハースストーン 7,690万

5 オーバーウォッチ 2,520万

6 スタークラフト2 2,120万

7 ヒーローズ・オブ・ザ・ストーム 1,960万

8 ロケットリーグ 1,730万

9 ストリートファイターV 1,150万

10 Smite 1,070万

（出所：米国Newzoo社の公表資料をもとフィリップ証券作成）


eスポーツの2017年の人気タイトル（Twitchでの視聴時間）
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e スポーツ関連売上高の構成比（2018年予想）
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■銘柄ピックアップ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大林組（1802） 
・1892年創業。国内外建設工事、地域開発・都市開発・その他建設に関する事業、およびこれらに

関するエンジニアリング・マネージメント・コンサルティング業務の受託、不動産事業を行う。東京

駅、日本万国博覧会お祭り広場、六本木ヒルズ、東京スカイツリー、虎ノ門ヒルズなどを手掛けた。 

・11/12発表の2019/3期1H（4-9月）は、売上高が前年同期比2.1％増の9,371.38億円、営業利益が

同4.3％増の650.28億円、純利益は同0.9％増の488.27億円。国内建築事業では大型の利益貢献

工事の竣工が前年同期より少なかったものの米国子会社ウェブコーなど海外事業が好調に推移。 

・2019/3通期会社計画は、売上高が前期比3.7％増の1兆9,700億円、営業利益が同0.9％増の

1,390億円、当期利益が同5.8％増の980億円。2021/3通期までの中期経営計画では、売上高で2

兆円程度、営業利益で1,500億円程度、当期利益で1,000億円程度、配当性向20-30％を目指す。

同社は5/15に大阪万博および統合型リゾート（IR）実現を目指し「夢洲開発プロジェクトチーム」を

新設。関連銘柄として注目されよう。万博に伴う会場建設費は1250億円が見込まれるほか、夢洲ま

での地下鉄延伸や道路、連絡橋の拡張なども行われる可能性もある。なおリニア中央新幹線工事

の入札談合に関しては、10/22に罰金2億円の判決が確定。再発防止策も開示しており、リスク要

因としては限定的と見る。株価もテーマ株であるが会社予想 PERで7.1倍と割高感はない。（増渕） 
 

 トレジャー・ファクトリー（3093） 
・1995年設立。衣料や家電、家具、生活雑貨、ブランド品、スポーツ・アウトドア用品、楽器、ホビー

用品などのリユースショップを運営する。ファッションレンタル事業や引越と買取をワンストップで提

供するトレファク引越事業なども行う。直営店115店、FC 店4店の合計119店を展開。（2018/8時点） 

・10/10発表の2019/2期1H（3‐8月）は、売上高が前年同期比7.7％増の83.07億円、営業利益が同

54.6％増の2.43億円、純利益が同36.8％増の1.64億円。衣料品が同12.7％増、生活雑貨が同

4.9％増と伸びたほか、スポーツ・アウトドア業態が寄与しホビー用品が同26.8％増と大きく伸びた。

単体の既存店売上高は同0.8％減となったものの、売上高総利益率が前年同期から0.6％改善。 

・2019/2通期会社計画は、売上高が前期比8.3％増の177.99億円、営業利益は同31.6％増の8.18

億円、当期利益は同60.2％増の5.54億円。シェアリング・エコノミーの拡大に伴い中古品への抵抗

感は薄れよう。リサイクル通信の「中古市場データブック2018」によると、リユース市場の規模は2016

年の1.77兆円から2020年に1.95兆円まで拡大する見通し。同社は、リユースショップでは導入困難

といわれたPOSシステムを独自開発し、商品の売買情報の蓄積と在庫期間の適正管理を実現。買

取においてもPOSシステムをベースとした査定システムにより査定の平準化を実現している。（増渕） 
 

 ブリヂストン（5108） 
・1931年設立。乗用車、トラック・バス用タイヤをはじめ、航空機、建設・鉱山車両、モーターサイク

ル、農業機械、産業車向けなど幅広い種類のタイヤを提供する。産業資材、建設資材も手掛ける。 

・11/8発表の2018/12期3Q（1-9月）は、売上高が前年同期比0.4％増の2兆6,741億円、営業利益が

同3.0％減の2,908.64億円、純利益が同11.0％増の2,194.64億円。鉱物価格の回復に伴い鉱山向

けの需要が伸びた。一方、中南米通貨安や多角化事業の再構築のための費用が響き営業減益。 

・2018/12通期会社計画を下方修正。売上高を前期比0.2％増の3兆6,500億円（従来計画3兆

7,000億円）、営業利益を同2.2％減の4,100億円（同4,300億円）とそれぞれ引き下げた。当期利益

は同5.8％増の3,050億円で据え置き。電気自動車、自動運転車や空飛ぶクルマが開発されても、

自動車部品としてのタイヤの必要性は変わらないと見られる。また、カーシェアリングの時代が本格

化しても消耗品であるタイヤの需要は拡大することが見込まれるほか、新興国で将来の需要拡大も

期待される。更に、タイヤにセンサーなどを付けて Iot 技術を駆使し収集したデータビジネスに注

力する方針。カーシェアリングの普及に合わせ保守などのサービスで成長を目指すもよう。（増渕） 
 

 ヤーマン（6630） 
・1978年設立。美容健康関連事業を主たる事業として、家庭用美容健康機器（フェイスケア・ボディ

ケア等）、化粧品の開発・製造・仕入販売、バラエティ雑貨等の仕入販売を行う。直接販売、店頭

販売卸、通信販売卸など幅広い販売チャネルから、それぞれの特徴を活かした販売戦略を展開。 

・12/13発表の2019/4期1H（5-10月）は、売上高が前年同期比25.4％増の152.41億円、営業利益が

同27.8％増の42.33億円、純利益が同24.1％増の26.26億円。RF ボーテシリーズ（ラジオ波美顔器）

の販売が伸びた。メディリフト（ウェアラブル美顔器）、Wavy（ローラー美容器）など新製品も好調。 

・2019/4通期会社計画は、売上高が前期比22.0％増の280.93億円、営業利益が同19.7％増の

64.44億円、当期利益が同18.1％増の40.14億円。進捗率は営業利益ベースで66％となり、上振れ

余地も指摘できよう。合わせて、発行済み株式総数に対する1.03％の自社株買いも発表。規模は

大きくないが、業績や株価の将来の見通しに対するシグナリング効果が期待される。同社は、多く

の特許を背景にした技術力や、美容健康機器専門メーカーとして培った豊富なデータが強み。商

品開発数は900、特許取得数は260（2018/2時点）に上り、「体脂肪測定器」は同社が開発した特許

をもとに製品化された。美顔器の「メディリフト」は最近の人気商品であり、中国のアリババが展開す

る EC サイト T-mall では、独身の日（11/11）の美顔器カテゴリーで売上高が過去最高を更新し、3

年連続で1位。1日の売上高は前年比70％増、美顔器カテゴリーで唯一1億人民元（16億円強）を

超えた。株主優待制度も、同社製品のセットが贈られるなど特徴的な内容になっている。（増渕） 
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 NEC（6701） 
・1899年創業。パブリック事業、エンタープライズ事業、テレコムキャリア事業、システムプラットフォ

ーム事業を行う。システム・インテグレーション、サポート（保守）、アウトソーシング・クラウドなどサー

ビスのほか、ハードウェア、ソフトウェア、企業ネットワーク、データセンター基盤などを提供する。 

・10/30発表の2019/3期1H（4‐9月）は、売上収益が前年同期比3.8％増の1兆3,364億円、営業利

益が同90.1％増の138.25億円、純利益が同51.3％減の91.59億円。製造業、流通・サービス業、金

融業向けが伸びたエンタープライズ事業や航空宇宙・防衛向けが好調なパブリック事業が牽引し

増収。前年同期の NEC トーキン、ルネサスエレクトロニクスの株式売却益の反動により最終減益。 

・2019/3通期会社計画は、売上収益が前期比0.5％減の2兆8,300億円、営業利益が同21.7％減の

500億円、当期利益が同45.5％減の250億円。2020/3期までの中期経営計画では、売上収益で3

兆円、営業利益で1,500億円、営業利益率で5.0％、当期利益で900億円、フリー・キャッシュフロー

で1,000億円、ROE で10％を目指す。同社とセブン‐イレブン・ジャパンは12/17、NEC の AI・IoT 技

術を活用した初の省人型店舗をオープン。国内初導入となる「顔認証による決済」を導入した。

2020年の東京オリンピック・パラリンピック大会でも大会関係者の入場時の本人確認に同社の顔認

証システムが採用されるなど、顔認証技術は今後の成長ドライバーとなろう。         （増渕） 
 

 三菱商事（8058） 
・1950年設立。国内外のネットワークを通じて、エネルギー、金属、機械、化学品、生活産業関連の

多種多様な商品の売買や製造、資源開発、インフラ関連事業、金融事業を行うほか、新エネルギ

ー・環境分野等における新しいビジネスモデルや新技術の事業化など多角的に事業を展開する。 

・11/2発表の2019/3期1H（4-9月）は、収益が前年同期比2.2倍の7兆9,432億円、税引前利益が同

20.1％増の4,505.54億円、純利益が同21.8％増の3,093.09億円。LNG 関連やアジア自動車事業、

豪州石炭事業が伸長。千代田化工建設の工事損益悪化など一過性損失の影響を乗り越え増益。 

・2019/3通期会社計画を上方修正。当期利益を前期比14.3％増の6,400億円と従来計画の6,000

億円から引き上げた。合わせて増配を発表。中間配当を従来計画の57円から62円に、期末配当

予想を58円から63円にそれぞれ引き上げた。11/2に発表した2022/3期までの中期経営計画では、

事業系の純利益で6,500億円、市況系の純利益で2,500億円、合計9,000億円を目指す。また、配

当性向を現在の30％から35％に高めていく方針。中期経営計画では、サービス分野（IT、物流、金

融等）や川下領域の強化やデジタル戦略部の組成、経営力の高い人材を養成するための人事改

革などを掲げた。足元の株価水準では、2019/3通期の会社予想配当利回りは4.2％。中期経営計

画では配当を増額していく計画を示しており、株主還元の観点から割安感も指摘できよう。（増渕） 
 

 SBI ホールディングス（8473） 
・1999年設立。金融サービス事業のほか、アセットマネジメント事業、バイオ関連事業などを展開す

る。世界で極めてユニークなネット金融を中心とした金融コングロマリット（FinTech 1.0）を形成する。

グループには、オンライン総合証券 SBI 証券や住信 SBI ネット銀行、モーニングスターなどがある。 

・10/30発表の2019/3期1H（4-9月）は、収益が前年同期比24.8％増の1兆7,675億円、税引前利益

が同95.4％増の541.95億円、純利益が同64.8％増の335.88億円。証券関連事業では金融収益、

引受・募集手数料やトレーディング収益など株式委託手数料以外の事業が順調に拡大。アセット

マネジメント事業も Fintech ファンドなど投資先の評価益やモーニングスターが寄与し大幅増益。 

・2019/3通期市場予想は、当期利益が同28.8％増の601.14億円。配当、自社株買いを合わせた株

主総還元性向の下限を40％としており、中間配当予想を15円から20円に引き上げた。傘下SBI証

券では、1H中に186,645口座の新規口座を獲得。9月末の総合口座数は4,448,055口座、信用取

引口座数は559,730口座となった。また、9月末時点のNISA口座に占める年代別の割合は、20代以

下が13.0％、30代が25.5％、40代が27.2％と40代以下で過半数を超えており、若年層の取り込み

が進んでいるもよう。傘下モーニングスターではタブレットアプリの提供台数が伸びており、9月末時

点で2017/9末比25.5％増。対地方銀行のマーケットシェアは51.9％（54行/104行）に上る。（増渕） 
 

 ソフトバンクグループ（9984） 
・1981年に設立した純粋持ち株会社。インターネットを事業基盤として、国内通信事業、スプリント

事業、ヤフー事業、流通事業、アーム事業、SVF事業などを展開。グループ企業にはソフトバンクを

はじめ、米スプリント、ヤフー、英アームなどがあり、「戦略的シナジーグループ」を形成している。 

・11/5発表の2019/3期1H（4‐9月）は、売上高が前年同期比5.5％増の4兆6,538億円、営業利益が

同62.4％増の1兆4,207億円、純利益が同8.2倍の8,401億円。アーム中国事業の非子会社化に伴

う一時益やソフトバンク・ビジョン・ファンドで計上したFlipkartの売却益1,467億円、NVIDIAやOYOな

ど投資先の公正価値上昇、アリババ株式の資金化に係るデリバティブ利益などにより大幅増益。 

・11/2発表の通信子会社ソフトバンクの2019/3通期計画は、売上高が前期比3.3％増の3兆7,000

億円、営業利益が同9.7％増の7,000億円、当期利益が同16.4％増の4,200億円。12/19に通信子

会社のソフトバンクが東証一部へ上場。株式売出しにより、同社の持分比率が99.99％から63.14％

に低下した。同社の保有上場株式時価総額は14.6兆円（11/18時点）に上るのに対し、同社の時価

総額は8.39兆円。今回の株式売出しにより機関投資家などが投資会社として評価しやすくなること

で、株価水準が見直される可能性も指摘できよう。債務編成による投資加速も期待できる。（増渕） 
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■2019年の主要イベント
・月内　安倍晋三首相がロシア訪問、プーチン大統領と首脳会談

・アルプス電気がアルパインと経営統合、アルプスアルパインに商号変更、東洋ゴム工業がTOYO　TIREに商号変更

・ルーマニアが欧州連合（EU）議長国に就任

・ジャイル・ボルソナロ氏、第38代ブラジル大統領に就任（任期4年）

・仏、デジタル課税導入

4日 ・東証などの取引所大発会（新年最初の取引）

5日 ・アジアサッカー連盟（AFC）アジアカップUAE2019開幕、日本はF組で決勝は2月1日

6日 ・米ゴールデングローブ賞授賞式

・国外に出る人（2歳以上）への国際観光旅客税（出国税）がスタート。チケットに上乗せして1人1000円

・経団連・日商・同友会、新春共同記者会見（帝国ホテル）

・武田薬品工業のアイルランド製薬企業シャイアー買収が完了

・改装中の東京會舘（丸の内）、複合施設として開場

・家電見本市「CES」（ラスベガス、11日まで）

9日 ・米FOMC議事要旨（2018年12月18－19日開催分）

10日 ・シンガポールモーターショー（13日まで）

11日 ・東京オートサロン（幕張メッセ、13日まで）

・北米国際自動車ショーのプレスデー（14－15日まで、一般公開は19－27日まで、デトロイト）

・ワールド・フューチャー・エナジー・サミット（アブダビ、17日まで）

17日 ・阪神・淡路大震災から24年

20日 ・トランプ大統領就任から2年

21日 ・ユーロ圏財務相会合（ユーログループ）

・EU財務相理事会

・世界経済フォーラム（WEF）年次総会（スイス・ダボスで、25日まで）

23日 ・日銀金融政策決定会合（最終日）、結果と総裁会見、「経済・物価情勢の展望（基本的見解）」

・通常国会召集

・米一般教書演説

27日 ・山梨県知事選挙

29日 ・日銀がマイナス金利政策を導入してから3年

14日

1月

1日

7日

8日

22日

下旬

・FRB議長、半期に1度の議会証言
・米予算教書と大統領経済報告
・ドンキホーテホールディングスがパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスに商号変更
・日欧経済連携協定（EPA）発効の見込み

2日 ・米アニー賞授賞式
・愛知県知事選挙
・エルサルバドル大統領選、第1回投票（決選投票の場合は3月10日）
・米ナショナル・フットボールリーグ（NFL）の王座決定選、第53回スーパーボウル（ジョージア州アトランタ）
・中国、春節の休場スタート（11日に取引再開）

7日 ・ベルリン国際映画祭（17日まで）
・自民党大会（グランドプリンスホテル新高輪）
・米グラミー賞授賞式

11日 ・ユーロ圏財務相会合（ユーログループ）
12日 ・EU財務相理事会
15日 ・ミュンヘン安全保障会議（17日まで）
16日 ・ナイジェリア大統領・議会選挙
19日 ・ジャパン・LNG＆ガス・サミット（ヒルトン東京お台場、20日まで）
20日 ・米FOMC議事要旨（1月29－30日開催分）
23日 ・皇太子さま59歳の誕生日

・天皇陛下御在位30年記念式典がある
・沖縄県、米軍普天間基地の名護市辺野古移設での埋め立ての是非を問う住民投票
・タイ総選挙
・米アカデミー賞授賞式
・セネガル大統領選挙

25日 ・携帯電話見本市「モバイル・ワールド・コングレス2019」（バルセロナ、28日まで）
27日 ・第15回［国際］水素・燃料電池展（東京ビッグサイト、3月1日まで）
28日 ・スターバックスが中目黒に国内初の高級店「リザーブロースタリー」を開店

1日

月内

24日

10日

3日

2月

・公示地価（1月1日時点、国土交通省）

・現行の政府専用機B747－400退役、新年度からB777－300ERで運航

・ゆりかもめで駅名変更、「船の科学館」は「東京国際クルーズターミナル」、「国際展示場正門」は「東京ビッグサイト」に

・中国、全国人民代表大会（全人代）

・経団連が示した2020年新卒学生への就職説明会が解禁

・米中の貿易戦争「休戦」期間が終了

3日 ・東京マラソン2019

5日 ・ジュネーブ国際自動車ショーのプレスデー（6日まで、一般公開は7－17日まで）

10日 ・米夏時間開始

・東日本大震災から8年

・エネルギー国際会議「CERAウイーク」（15日まで、ヒューストン）

・ユーロ圏財務相会合（ユーログループ）

・EU財務相理事会

・サウジ航空ショー（14日まで）

・日銀金融政策決定会合（最終日）、結果と総裁会見

・中国の「3.15晩会」

21日 ・EU首脳会議（22日まで）

29日 ・英EU離脱の予定

・欧州夏時間開始

・ウクライナ大統領選挙

3月

月内

1日

11日

12日

15日

31日
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・政府が新元号を公表（改元の1カ月前を想定）

・OPEC総会

・フィンランド議会選挙

・改正出入国管理法で在留資格「特定技能」が新設される。外国人労働者の受け入れ拡大へ。法務省入国管理局が出入国在留管理庁に格上げされる

・出光興産と昭和シェル石油が株式交換で経営統合、新会社「出光興産」が誕生、通称は「出光昭和シェル」。ふくおかフィナンシャルグループと十八銀行
が株式交換により経営統合。新日鉄住金が日本製鉄に商号を変更。三井生命保険が大樹生命保険に社名変更。東京電力ホールディングスと中部電力
の合弁会社JERAが既存火力発電所やLNG基地を継承
・全銀協会長に高島誠・三井住友銀行頭取が就任（任期1年）

・ハノーバーメッセ（5日まで）

・日銀が量的・質的金融緩和を導入してから6年

・良品計画、「MUJI HOTEL GINZA」と旗艦店「無印良品銀座」を開業

・北大西洋条約機構（NATO）設立70周年

7日 ・統一地方選、都道府県と政令指定都市の首長・議員選挙の投票日（政令市以外は21日）

8日 ・日銀短観（3月調査）

10日 ・米FOMC議事要旨（3月19－20日開催分）

12日 ・IMF・世銀の春季総会（14日まで、ワシントン）
15日 ・米財務省、半年次為替報告書の議会への提出期限
16日 ・上海モーターショーのプレスデー（17日まで、一般公開は18-25日）

17日 ・インドネシア大統領・議会選挙

19日 ・ニューヨーク国際自動車ショー（28日まで）

20日 ・アフガニスタン大統領選挙

21日 ・統一地方選、政令指定都市以外の首長、議員選挙の投票日

25日 ・日銀金融政策決定会合（最終日）、結果と総裁会見、「経済・物価情勢の展望（基本的見解）」

27日 ・ゴールデンウイークの10連休開始（5月6日まで）

30日 ・天皇陛下が退位「退位礼正殿の儀」

4日

1日

月内

4月

・南ア国政・地方選挙

・オーストラリア総選挙

・建て替え中の渋谷公会堂が完成（オープンは11月）

1日 ・皇太子さまが即位「剣璽等承継の儀」、続いて「即位後朝見の儀」。新元号に（1日はこの年に限り祝日）

2日 ・アジア開発銀行年次総会（フィジーで、5日まで）

8日 ・気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第49回総会（京都、12日まで）

11日 ・20カ国・地域（G20）農相会議（新潟市、12日まで）

13日 ・フィリピン総選挙

16日 ・ユーロ圏財務相会合（ユーログループ）

17日 ・EU財務相理事会

22日 ・米FOMC議事要旨（4月30日－5月1日開催分）

23日 ・欧州議会選挙（26日まで）

24日 ・ANA、成田－ホノルル線にエアバスA380を投入

28日 ・コンピュテックス台北（6月1日まで）

31日 ・欧州中央銀行（ECB）チーフエコノミスト、プラート理事が任期満了

月内

5月

・通常国会会期末

・全国地方銀行協会会長に笹島律夫・常陽銀行頭取が就任（任期1年）

・第二地方銀行協会会長に藤原一朗・名古屋銀行頭取が就任（任期1年）

1日 ・経団連が示した2020年新卒学生への選考活動（内定提示）が解禁。

4日 ・中国天安門事件から30年

7日 ・FIFA女子サッカーW杯フランス大会が開幕、日本を含む24チームが出場（決勝は7月7日）

・20カ国・地域（G20）財務相・中央銀行総裁会議（福岡市、9日まで）

・20カ国・地域（G20）貿易・デジタル経済相会議（つくば市、9日まで）

11日 ・米ゲーム見本市「E3」（ロサンゼルスで、13日まで）－ソニーは不参加を表明

13日 ・ユーロ圏財務相会合（ユーログループ）

14日 ・EU財務相理事会

15日 ・20カ国・地域（G20）持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会議（軽井沢市、16日まで）

17日 ・パリ航空ショー（23日まで）

・日銀金融政策決定会合（最終日）、結果と総裁会見

・EU首脳会議（21日まで）

24日 ・独IT見本市「CeBIT」（ハノーバーで、28日まで）

28日 ・20カ国・地域（G20）首脳会合（G20サミット、大阪、29日まで）

月内

8日

20日

6月

・参院通常選挙がある。124議席を争う

・群馬県知事選挙がある

・路線価（1月1日時点、国税庁）

・FRB議長、半期に1度の議会証言

・AIIB年次総会（ルクセンブルクで）

上旬 ・上旬　日銀短観（6月調査）

・協和発酵キリンが協和キリンに商号変更

・テニス、ウィンブルドン選手権開幕（ロンドン、14日まで）

・フィンランドが欧州連合（EU）議長国に就任

10日 ・米FOMC議事要旨（6月18－19日開催分）

12日 ・東宝、新海誠監督の最新作「天気の子」公開

24日 ・東京五輪開幕まで1年

30日 ・日銀金融政策決定会合（最終日）、結果と総裁会見、「経済・物価情勢の展望（基本的見解）」

7月

月内

1日
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月内 ・米カンザスシティー連銀、ジャクソンホールで年次シンポジウム

6日 ・広島市、平和記念式典（原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式）

9日 ・長崎市、原爆犠牲者慰霊平和祈念式典

15日 ・終戦記念日、政府全国戦没者追悼式（日本武道館）

21日 ・米FOMC議事要旨（7月30－31日開催分）

24日 ・G7首脳会議（フランス・ビアリッツで、26日まで）

28日 ・第7回アフリカ開発会議（TICAD7、横浜、30日まで）

29日 ・ベネチア国際映画祭（9月8日まで）

8月

・国際オリンピック委員会（IOC）が2026年冬季五輪の開催地を決定

・基準地価（7月1日時点、国土交通省）

1日 ・20カ国・地域（G20）労働雇用相会議（松山市、2日まで）

4日 ・東方経済フォーラム（ウラジオストク、6日まで）

・悠仁さま13歳の誕生日

・IFA2019／国際コンシューマ・エレクトロニクス展（ベルリン、11日まで）

10日 ・中国アリババの馬雲会長が引退

11日 ・一帯一路サミット（香港、12日まで）

・改装中のホテルオークラ東京が「The　Okura　Tokyo」として開業

・東京ゲームショウ2019（幕張メッセ、15日まで）

16日 ・国際原子力機関（IAEA）総会（ウィーン、20日まで）

17日 ・第74回国連総会（ニューヨークで30日まで、24日から一般討論演説）

19日 ・日銀金融政策決定会合（最終日）、結果と総裁会見

20日 ・ラグビーW杯2019日本が開幕、日本を含む20チームが出場、決勝は11月2日

21日 ・日銀が長短金利操作付き量的・質的金融緩和を導入してから3年

月内

6日

12日

9月

月内 ・ノーベル賞受賞者発表

上旬 ・日銀短観（9月調査）

・消費税率が8％から10％に引き上げられる。飲食料品（酒類・外食除く）などは軽減税率の対象に。自動車税は引き下げ。住宅ローン控除期間は延長。
需要平準化とキャッシュレス化推進へ政府はポイント還元策を導入。幼児教育が無償化。
・経団連が示した2020年新卒学生への正式内定が解禁

・楽天、KDDIと連携して携帯電話事業に参入

6日 ・ポルトガル総選挙

9日 ・米FOMC議事要旨（9月17－18日開催分）

・家電・IT見本市シーテック・ジャパン2019（幕張メッセ、18日まで）

・米財務省、半年次為替報告書の議会への提出期限

17日 ・EU首脳会議（18日まで）

18日 ・IMF・世銀の年次総会（20日まで、ワシントン）

19日 ・20カ国・地域（G20）保健相会議（岡山市、20日まで）

・上皇后陛下85歳の誕生日

・スイス総選挙

・皇太子さま即位を宣明する「即位礼正殿の儀」、続いて「祝賀御列の儀」（22日はこの年に限り祝日）

24日 ・第46回東京モーターショー（東京ビッグサイト、11月4日まで。プレスデーは23日から）

25日 ・20カ国・地域（G20）観光相会議（倶知安町、26日まで）

・欧州夏時間終了

・アルゼンチン、大統領選挙第1回投票（決算投票は11月24日）

・ウルグアイ、大統領選挙第1回投票・議会選挙

・日銀金融政策決定会合（最終日）、結果と総裁会見、「経済・物価情勢の展望（基本的見解）」

・欧州中央銀行（ECB）ドラギ総裁の任期最終日
31日

10月

1日

15日

20日

27日

1日 ・ドラギ総裁に代わり第4代ECB総裁が就任の見込み

3日 ・米夏時間終了

9日 ・ベルリンの壁崩壊から30年

・中国、独身の日

・アジア太平洋経済協力会議（APEC）、首脳会議を含む会合週間（チリ・サンティアゴ、17日まで）

13日 ・APEC閣僚会議（AMM、14日まで）

16日 ・APEC首脳会議（AELM、17日まで）

17日 ・ドバイ航空ショー（21日まで）

20日 ・米FOMC議事要旨（10月29－30日開催分）

22日 ・20カ国・地域（G20）外相会議（名古屋市、23日まで）

30日 ・皇嗣殿下54歳の誕生日

月末 ・東京五輪メインスタジアムの新国立競技場が完成

11日

11月

月内 ・中国中央経済工作会議

9日 ・皇后陛下56歳の誕生日

10日 ・ノーベル賞授与式

12日 ・EU首脳会議（13日まで）

19日 ・日銀金融政策決定会合（最終日）、結果と総裁会見

中旬 ・日銀短観（12月調査）

20日 ・ポルトガルから中国へのマカオ返還20周年

23日 ・上皇陛下86歳の誕生日

30日 ・東証などの取引所大納会（年内最後の取引）

31日 ・欧州中央銀行（ECB）クーレ理事が任期満了

12月
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